
HIGASHI NERIMA LITTLE LEAGUE
50th anniversary



東練馬リトルシニア40周年 リトル50周年

コンセプト 東練馬リトル 東練馬リトルシニアに所属する選手・ご父母が、リーグ存続に対して支援して頂いている

方々に対して感謝する会

ホスト 東練馬リトル 東練馬リトルシニアに所属する選手・ご父母

ゲスト リーグ存続に対して支援して頂いている方々

期日 2019年2月2日(土)

場所 ホテルメトロポリタン 3F 富士の間（700㎡）

控室（３Ｆ：白鶴 ２Ｆ：曙・夕鶴 宿泊シングルルーム数部屋）

概略時間 17:00 選手集合（公式ユニホーム着用）

16:30 受付開始

17:30 Door Open

18:00 記念式典開始

18:30 選手退室（20:00 お弁当食べて選手解散）

20:00 記念式典終了

20:30 完全撤収

21:00 お疲れ様会

22:00 解散



東練馬リトルシニア40周年 リトル50周年 当日の段取り

ホスト（周辺対応チーム） ホスト（受付・案内・会計チーム） ゲスト 選手

12:00 お土産用チーム集合(集合場所別途)

12:30 １、タンブラー・記念誌・お菓子の袋詰め
２、お土産袋は白鶴に準備
３、リボン、名札(お土産引換)の準備

14:00

15:30 セッティングチーム集合(白鶴)

16:00

16:00会場に入室可能
会場周り：席札セット 花配置
受付周り：名簿・会計・領収書・リボン・名札・お土産・引換券
チーム関連：団旗・団幕・写真・ユニホーム・トロフィーなど

受付案内会計集合(白鶴)
会場案内係集合

16:30 受付案内会計（※１） 受付
来賓は白鶴で待機

17:00
集合 2F控え室 シニア(曙) リトル(夕鶴)
リトルのマイナー・ジュニア選手は、富士の間
前で整列してお客様を迎え入れる
式典開始前に、富士の間正面に整列17:30 ４、お土産を、お土産台に移動（来賓移動後の白鶴も使用） 富士の間(Door Open)

18:00 記念式典開始

18:30
受付数人は待機
テーブル対応（※２）
記念品お渡し（※３）

途中退席者は
お土産を受け取り、退室

富士の間を退室

19:00
2Fでお弁当。20:00解散
シニア(曙) リトル(夕鶴)

19:30

20:00 記念式典終了 見送り（※４）

20:30 完全撤去

21:00
富士の間(お疲れ様会)

21:30

22:00 解散

お土産
責任者 リトル
シニア ２名
リトル ２名

セッティング
責任者 中さん
シニア ６名
リトル ３名

受付案内会計
受付責任 吉川さん
シニア ３名
リトル ３名
案内責任 浅見さん
シニア ７名
リトル ７名
会計責任 城田さん
シニア ３名
リトル ２名
記念品責任 牟田口さん
シニア ３名
リトル ２名

選手責任 リトル
リトル６名
※シニア選手の誘導も

合同祝賀会実行委員会
責任者
リトルシニア 高野 関
リトル 草柳

会場案内
責任者 矢本さん
シニア ３名
リトル ２名

写真撮影・ビデオ撮影 谷川さん
突発対応 関さん（佐々木さん・松本さん・リトル１名）
ホテルとの連携窓口 木下さん（城田さん・宮脇さん・草柳婦人）

①



東練馬リトルシニア40周年 リトル50周年 担当 ⑧

チーム お土産 セッティグ 受付 案内 会計 記念品 会場案内 選手責任

集合時間 12:00 15:30 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 17:00

解散時間 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 20:00

責任者
リトル

細井(武)
シニア
中さん

シニア
吉川さん

シニア
浅見さん

シニア
城田さん

シニア
牟田口さん

シニア
矢本さん

山田(父)

シニア担当 ２名 ６名 ３名 ７名 ３名 ３名 ３名 ０人

リトル担当 細井(仁) 扇山 早川 豊田 戸田 宝地戸 桂(父) 飛田(父)

伊藤 定岡 桂 木澤 清水 足立 下田(父) 豊田(父)

青木 井橋 小宮山 氷室(父)

氷室 村上(父)

喜連 細井(父)

万代

線

選手の送迎手配調整、チーム関連（団旗・写真・ユニホーム・トロフィーなど）の準備もお願い致します

案内係（来賓の接待)が、混雑と人数不足になると予想しております。リトルシニア・リトル関係なく来賓の方々へのアル
コール、食事、お喋り等を積極的にして頂き、楽しく帰って頂けるよう、ご協力お願い致します

記念式典の担当



東練馬リトルシニア40周年 リトル50周年

受付案内会計（※１） 役割として、◎(窓口) と △(対応者)の人がいる。

1. ◎がお名前を伺い、名簿チェック⇒会費を受け取り会計へ【受付担当】

2. 受付から会費を受領し、お名前と金額を確認し、領収書を発行【会計担当】

3. ◎は担当者△に名前を伝える【受付担当】

4. 担当者△はリボンまたは名札を渡す（来賓の方には着けて差し上げる）【受付担当】

5. 担当者△は、「お帰りの際、リボン又は名札がおみやげの引換になる」旨を伝える【受付担当】

6. 来賓の方は、待機場所(白鶴)にご案内する【受付担当】

＊名札がない方はその場で作成

7. Door Openになったら来賓をお席までご案内、その他は口頭でご案内【案内担当】

8. 会費は、全部集めて城田さん一括管理→金庫へ【会計担当】

テーブル対応（※２） 1. 各テーブル毎のおもてなしは、案内担当係が対応する【案内担当】

2. 途中退席される人がいる場合は、退席場所をご案内し、記念品渡し担当に引き継ぐ【案内担当】

記念品お渡し（※３） リボン・名札を受け取り、お土産を渡して帰って頂く（リボンを外してあげる）【記念品渡し担当】

見送り（※４） 1. 記念式典終了時、テーブル係担当は退席場所をご案内して 記念品渡し担当に引き継ぐ【案内担当】

2. リボン・名札を受け取り、お土産を渡して帰って頂く（リボンを外してあげる）【記念品渡し担当】

3. 実行委員＋婦人部中心でお見送りする

当日の段取り(案) ②



東練馬リトルシニア40周年 リトル50周年

ステージ

ス
ク
リ
ー
ン

富士の間（700㎡）

お土産台
お
土
産
台

白鶴

(50㎡)

ソファー
12席

テーブル席

12席

出入り口 退場口

リトル選手 リトルシニア選手

司会

クローク

リトル団旗 リトルシニア団旗横断幕

来賓の待機場所。開会後は関係者の場所

受付

シニア
シニア
来賓

リトル
来賓

リトル

リトル選手

マイナー ジュニア

お客様迎え入れ

トロフィー展示

会場配置アウトライン ③



東練馬リトルシニア40周年 リトル50周年

いろいろ決めてあること

会費とお土産 お手伝い（シニア全員参加：１万円） お食事と、お土産一式をお渡し

お手伝い（リトル30名） お食事のみ（記念誌は全家庭に配布）

選手：シニア（５千円） リトル（２千円） お弁当とタンブラーのお土産(記念誌は無し)

出席者 関さん・草柳で情報を一元化し６日に現状一覧を配布。14日に最終確認し人数決定

司会 メトロポリンタンに依頼【関さん】 司会者の議事進行サポート【高野・草柳】

お土産の手配 メトロポリタンに手配【関さん】

お土産袋の手配 メトロポリタンに手配【関さん】

リボン、名札、席札の手配 メトロポリタンに手配【関さん】

タンブラーの手配 済

会場・周辺手配 関さん

チーム関連手配 関さん リトルは事務局・競技部

会場配置図 メトロポリタンに依頼【関さん】

テーブル席順 【案内責任者(浅見さん)】 接待する基本担当も明記

受付名簿 【受付責任者(吉川さん)】

領収書(押印済) 【城田さん】 来賓・連盟関係者分を事前に用意し受付担当に渡す

服装 大人は正装。選手は公式ユニホーム

実行委員の腕章 来賓は赤リボン 実行委員は白リボン（リトルとシニアの区別はなし）

記念誌 テーブル毎に１冊置いておく（閲覧して歓談して頂くため）。最後に回収忘れずに 【セッティング責任者(中さん)】

実行委員の貴重品 シングルルーム(一部屋確保し、鍵をシニアとリトル双方で持つ)

いろいろ決め事 ④



東練馬リトルシニア40周年 リトル50周年

司会 メトロポリタンホテル （サポート：高野様 草柳）

開会のことば 東練馬リトルシニア野球協会副会長・実行委員長 高野啓介様 18:00-18:02 2分

式辞 東練馬リトルシニア野球協会会長 横田義秀様 18:02-18:04 2分

東練馬リトル野球協会会長 髙山弘教様 18:04-18:06 2分

来賓祝辞 衆議院議院運営委員会筆頭理事・リトルシニア野球協会顧問 すがわら一秀様 18:06-18:11 5分

乾杯 近畿大学野球部監督(杉浦様) 18:11-18:16 5分

～ ご歓談 お食事開始 ～

チーム紹介 監督挨拶(リトルシニア) 徳元敏様 18:30-18:33 3分

監督挨拶(リトル) 渡辺貢様 18:33-18:36 3分

選手代表挨拶(リトルシニア) xxxx 18:36-18:38 2分

選手代表挨拶(リトル) xxxx 18:38-18:40 2分

～ 選手退場 ～

来賓祝辞 xxxxxx xxxx 19:00-19:03 3分

xxxxxx xxxx 19:03-19:06 3分

xxxxxx xxxx 19:06-19:09 3分

来賓紹介 司会 19:09-19:14 5分

電報 司会 19:14-19:17 3分

～ ビデオ上映（杉谷選手 万波選手） ～ 19:30-19:40 10分

謝辞兼閉会のことば 東練馬リトルシニア名誉会長 横田勘二様 19:55-20:00 5分

食
事
の
時
間
（
約
70

分
）

式次第のアウトライン ⑤



東練馬リトルシニア40周年 リトル50周年

ステージ

出入り口 退場口

富士の間は、約400名だと全員着席可能

最大
10-12
名

来賓(約300名) 30卓(シニア25卓 リトル5卓)

温かい料理 温かい料理

冷たい料理は、各テーブルに配膳(ホテル側)。 温かい料理は、食事の頃合を見て取り分けて配膳(婦人部)

料
理

食事のアウトライン ⑥

料
理



東練馬リトルシニア40周年 リトル50周年

ギフト封入用のカード
短冊熨斗のサンプル

お客様へのお土産

タンブラー 記念誌

お菓子

選手

タンブラー

各家庭

記念誌

お土産もの

お弁当



東練馬リトルシニア40周年 リトル50周年

ご参考：来賓の方々に送付した案内状



東練馬リトルシニア40周年 リトル50周年

7-10月の記念誌作成でお手伝いして頂いた方々。 ありがとうございます。

足立 英己 さん

後藤 邦彦 さん

豊田 誓子 さん

木澤 祐子 さん

中村 慶太 さん

中村 寧子 さん

佐々木 新 さん

小林 浩仁 さん

雨宮 理紗子 さん


