
2009.04.24  みんなに負けず続けてみよう　

アパッチHPを作ったころのことを書きしるしたいと思います。
最初はパソコンそのものが全くだめで、ほとんど触ったこともなかったな。
アパッチを作って３年くらいたったけれどなかなか強くならない。
それも当たり前で月２回の練習でみんな上手くなるはずもない。
練習したくても場所がない。
これは交流相手を探して押しかけて行くしかないな。
そう思い、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでﾁｰﾑを検索。
するとソフトボールチームがHPをつくり楽しく交流しているではないか。
これは我がチームもやらねば。
そして一念発起して自分でHP作成を決意。
しかし、なにぶんすべてが初めての経験。
１月半かかってなんとか完成。
しかし、他のチームに比べてとにかく稚拙・下手。
まあでもうれしかったなあ。

そしてそれからいろいろ調べて、「行くぜ！」を発見！
いまや大阪だけで1５０のチームが登録されていますが、そのときは２０数チーム。
アパッチは３１～２番目の登録だったかな。
でもまだわがHPへのアクセスは１日１０～１５件。
そしていろんなチームにリンクお願いし、試合もあつかましく申し込んだな。
でもその甲斐あっていまやアクセス１０万を超え、リンクチームも３０を超えました。

　今はつれづれというほど暇ではないけれど、気づいたことをいろいろ書いていこうと思います。
いつまで続くかな
 

2009.04.25  週末の雨

天気予報通り朝から雨。
午前中小学校で練習の予定が体育館にて、ｽﾄﾚｯﾁ・ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙなどなど。
昼から田中子供会さんとの練習試合も中止。

平日練習ができないアパッチにとって週末の雨は本当にくやしい。
しかし、泣く子と地頭には勝てぬの格言とおり、天気には逆らえません。

昨日、スマップの草彅剛さんが公然わいせつで逮捕というニュースが日本全国を駆け巡った。
日本って本当に平和だなとあらためて思う。
だって一人の芸能人が酔っ払って、裸で公園で騒いでってそれほどみんなで騒ぐ内容かな？
もちろん、それがスマップっていう日本でNO1の有名グループだからと思うけれど、
何とか言う大臣が「最低の人間だとか」、
訳の分らんような芸能評論家がぼろくそにこき下ろしている。

他人様の金をとったとか、幼女にいたずらしたとか、
非人道的なことをしたのなら大いに非難されて当然だと思うが、
やっぱり彼も人間、むしゃくしゃしてストレスがたまることもあるだろう。
彼の行動を肯定するつもりはないけれど、
ゴールデンタイムに特番っぽいコーナーをつくってやる～？
夜のニュースであの西淀川の小４女子殺害事件と同等な扱いをする～？

十分反省もし、またこれからしばらくそういう扱いを受けるはずなんだから、
そっとしておいてやれよ！
ぼくはそれほどファンではないけれど、マスコミのありかたにちょっと疑問を持つよな。



2009.0426  ちょっと寒い長居公園でした

今日は寒かった。
MOSLﾘｰｸﾞ戦は昼頃開始でいつもに比べてゆっくりの10時集合。
しかし残念ながら6時には目が覚めてしまう。
昔も、会社に行くときは７時でも起きにくいのに、ゴルフだと５時でも目覚まし時計に
お世話にならずにバッチリだったよな。

　しかし長居公園は寒かった。
曇っていて日差しがないのに、おまけに雨が・・・。
でも試合はまあまあ納得の内容。

他の試合も観戦したが、選手に対する監督・コーチの考え方・指導は千差万別。
ボロクソにしかりつける監督。
選手の自主性に任し、ほとんど何も言わない監督。
どちらがいいかはちょっと難しい。
と言うより、選手それぞれの性格が違い、怒られて伸びる子、ｷﾞｬｰｷﾞｬｰ言われると逆に委縮
してしまう子、さまざまです。やっぱりその子その子に合わせた指導が一番大事でしょうね。
じゃ、その子の性格をつかむにはどうすればいいのでしょうか。

　それが指導者の永遠の課題。
日頃から接する機会を多く持ち、みんなの話を聞いてやることだと思います。
補導員として巡視をしていると、いろいろな子に遭遇します。
見た目は見るからに悪そうな輩、でもじっくり話してみると「なんや、まだまだかわいいガキやんか」
まあほんまに根っからのワルなんていないです。
保護者の方々にもお願いしたいのは、子どもたちと日頃から対話をしてくださいということですね。

2009.04.27  平和（？）な国

ブログをやり始めて4日目。
早くもコメントをいただいたり、メール・電話いろいろ感想を頂戴しています。

日頃いろんなことにストレスを感じ、なにかにそれを発散させたいと思いつつも
そのはけ口が見つからず、妻にグチを言ってみたり、会社でだれかにつらくあたりそうになったり、
つくづく自分は弱い人間と呵責の念にかられています。

これからはそのはけ口の一つとして、このブログに思いをぶつけようと思っていたんです。
でもいろんなひとから「同感、同感」というﾒｯｾｰｼﾞをいただき、
弱いのは僕だけじゃないんだと再認識しています。

どこそこの野球チームが勝った負けたと一喜一憂し、タレントが公園で裸で大騒ぎして
一国の大臣がコメントを求められたり、まあ日本という国は平和ですね。
今はその平和な時代に生まれたということを感謝し、
なにかしら仕事以外にも目的をもって毎日を過ごしたいですね。



2009.04.28  人事を尽くして石の上にも塞翁が馬

２４歳のときにはじめて会社勤めをした。
当時高度成長期から安定期に入り始めた頃。
中学時代の友人で高校を出てすぐに勤め、２年後商売をはじめそれが大繁盛。
収入もびっくりするような高額所得者で、学校の成績より世渡りというか、やっぱりやる気のあるやつが
成功するんだと思っていた。
そのころのあるTV番組で、戦後のどさくさにまぎれて事業を興し、
今や何百人の従業員を抱え・・・なんてのを見たとき、「戦後の時代やからできた話で今は
そんなのは無理」と、何も考えずと言うか、はなから考えようともしなかった。

しかしあれから３０年。
物事をするのに、もう遅いということはないとつくづく思っている。
思い立ったが吉日という言葉があるように、すぐ行動におこせば絶対出来る！
今日のTVでお取り寄せのグルメなんていう番組をやっていたが、ちょっとしたアイデアで大ヒットし、
つぶれかけていた会社が反対に大繁盛。
ちょっとしたことが人生を大きく変えるんですね。

残念ながらぼくは、繊維業界というここ２０数年不況の波をどっぷりかぶり（ユニクロというひとり勝ち
している会社もありますが）、ついには浮上のきっかけもつかめないまま終わりそうな気配です。
経営者としては失格の烙印をおされ、それに反発することもできないようです。
しかしこのまま終わるか～、いつか見ていろ～、とまだまだあきらめてはいません。
「人間、あきらめが肝心」と思ってしまえばすべて終わり。
「石の上にも３年」「人間万事塞翁が馬」よいことがあれば悪いこともある。
あきらめず最後まで頑張ればなんとかなる。
人事を尽くして天命を待たず勝ちとるまで。

2009.04.29  わかるかな～。

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸに入り、今日は絶好のお天気。
久しぶりに城北小学校さんにお邪魔し、城北ユニオンズさん・鶴見北さんというどちらも若い熱い
監督さんひきいるチームと対戦。
昨年は城北さんには一方的に負けまくり、市子連大会や新平野・知事杯という大会でもアパッチの
上位進出をことごとく阻まれた。
このチームは、昨年などは見た目、ｷｬｯﾁｬｰの岩崎クン以外大きな選手はいないし、
また強いイメージも全くない。
ところが試合が始まってみると、ちいちゃな選手が大きな剛速球投手の球をなんなくはじき返し、
内野も外野もうまくボールをさばき、ヒットを許さない。またランナーにでるととにかく塁上をかきまわし、
１周してホームへ帰ってきよる。
こんなやりにくい小憎らしいチームはなかったな。
今年のチームも６年がいないのにもかかわらず、あいかわらずスキのない試合運び。
これまたちいちゃなﾁﾋﾞｯｺｷﾞｬﾝｸﾞがあばれまくりよる。
小学校ソフトボールチームの理想形のようなチームである。
岩城監督・徳山コーチの指導の賜ものなんでしょうね。
また、鶴見北さんも監督の中川氏が大変熱心で本当にまじめにとり組んでおられる。
２年ほど前初めて対戦したとき、帰り際にバッティングの練習方法について質問を受けた。
普通、初対面のひとになかなかそういったことは聞きにくいものだが、
中川氏はほんとうに真剣なまなざしで話しかけてこられたので、とくに印象深い。
その時点でこのチームは絶対アパッチにとって強敵になると感じた。
今期残念ながら春先、エース君の故障でベストの状態ではないらしいが、
きっとこれから出てくるのはまちがいあるまい。
今日もいろいろ勉強させられた練習試合で、収穫もたくさんあった。
と、選手自身が気がついてくれればいいのだが。
相変わらず今日は勝ったけれど、ヒットがでず打率が下がったとか、
ちっぽけなことばかりこだわっていると、今日の練習試合の意味がなくなってくる。
わかるかな～。



2009.04.30  努力する天才

今日は仕事で神戸の御影に行ってきた。
閑静な住宅地でちょうど帝塚山のような感じ。
名前は出せないが、ある有名なｽｨｰﾂの店のシュフにお会いするのが目的だった。
お店は阪急御影駅のすぐそばで、３時ころ到着したときはお店は超満員。
４時ころやっと落ち着いたようすなので、ケーキをいただきながら雑談。
しかしお客さんは途切れない。
ベンツやBMといった高級外車が店の前にとまり、さっさっと買ってスーッと帰って行く。
25坪の店で年間１億２０００万売り上げると言う。

食べてみた。
うまい。
僕はどちらかというと甘党。
有名店と言われるだけある。

シェフはこの世界では名の知れた方であるが、見た目は全くそういうイメージはない。
しかし、ものづくりのこだわりはすごい。
知識も経験もある人なのに、日々そのあくなき探求心。
いつも進歩を続けたいという向上心。
これなんだな。
何事にも、現状に満足することなく、日々努力する。

こんな天才肌のひとが努力しているのに、凡人の僕がなにもしないで勝てっこない。
う～ん。
もっとやる気をだせ。
もっと積極的になれ。
まだまだ老け込む歳じゃないぞ！

2009.05.01  おじいちゃんの負けじ魂

２週間ほど前に長女に赤ちゃんが生まれた。
平たく言えばおじいちゃんになったわけで、まあ歳相応といえばそれまで。
でも実際、アパッチで小学生のこどもたちと一喜一憂していると、
他のコーチと同じ父親の気持ちではしゃいでいる。
若いころおじいちゃんというひびきは、年寄りというイメージだった。
気持ちではまだまだ若い気持ちでいっぱいだが、じっくり鏡を見ていると確かに、
頭髪はうすくなり、顔にはしみができ、どうひいき目でみても若くはない。

しかし、まだまだ地域の運動会では出た種目では他人に負けたくないし、
人生８０年といえば、あと２５年ある。
負けるもんか。
この負けじ魂がある限り、自分と言う存在は価値があると思っている。

みなさん、すみません。
もう少し一緒にやらせてくださいね。
と、言ってもあと２・３年のことかも知れません。

アパッチ・孫・仕事・・・。
今、ここ何十年で一番充実しているように思います。
頑張るぞ～!



2009.05.02「怠る」と「休む」

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｳｨｰｸに突入するも、今日はうれしい仕事（本音は残念ながらかな？）
土日は休みで平日は仕事というのは今は昔。
こんなに不景気が続くと、仕事のあるときにやっておかないといくらでも落ちていく。
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙにかかわらず、スポーツはなんでも同じ。
鉄は熱いときに打てというように、やれるときに、
またやらないといけないときにやっておかないと絶対に進歩はない。

毎日行っている鍛錬をたった1日怠ると、その前の1週間いや1ヶ月のことが無駄になる。
（勉強も一緒だよ）
そういうものだ。
もちろん、休むと決めたらしっかり休む。
この「怠る」と「休む」の差がわからないとどうしようもない。

しっかり練習して、きっちり休む。
このｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｳｨｰｸ、実のあるものにするかどうか、個々の自覚次第だ。

2009.05.03  狭山馬場杯

今日は狭山馬場杯に行ってきました。
A・B２チーム参加でうでだめし。
第１試合は Bﾁｰﾑ VS 枚岡東さん。
いわずと知れた超強豪。
１昨年は大阪府下でNO1で、いろいろな大会でもすべて上位をしめていた。
アパッチとしては初対戦で、とにかく２桁失点を防ぎ、１点でも取ろうという気持ちだった。
そういう無欲さがよかったのか、なんと1-0で勝ってしまった。
ﾋﾟｯﾁｬｰ黒川のできもよく、被安打が１．
内野守備陣も完璧で、うごきも抜群、すばらしかった。
初戦の勝利で欲が出たか、２次進出をかけた２回戦は完敗。
立ち上がり四球連発・エラー続出いいところがなかった。

AチームはBチームの初戦勝利にﾌﾟﾚｯｼｬｰを感じたのか、動きが硬く、初戦敗退。
結局２チームとも１勝１敗で２次進出はできなかった。

大きな広場で２４チームが対戦していた。
ぼくはできる限りいろんなチームを見て回った。
今年はどの地域もとび抜けたチームはなく、本当に横１線という感じ。
しかし、これから夏にかけての練習量がチーム力に差を生じさせる。

今年のアパッチの目標は区大会に優勝し、市大会に進出、優勝すること。
今のところ例年に比べ、よく仕上がっている。
あとはエース森の仕上がり（制球力とﾒﾝﾀﾙ面）と、選手個々の自信・精神力の強さかな。

明日は久々の完全休養日。
明後日の5・5大会はA・Bとも予選突破し、決勝戦での兄弟対決を実現したいものだ。



2009.05.04  ５月病 

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸも終盤、高速道路も渋滞が始まっている。
何十キロという車の行列が日本の平和を象徴している。

5月病というのがある。
社会人や、学生が新学期がはじまって1か月違った環境で頑張ってきたのに、
１週間ほどの休みが人間を楽な方へと誘惑する。
もともと人間は遊ぶことがすき、というか誰でも楽な方へ行きたいものだ。
一生懸命仕事してきた（勉強してきた）けれど、この連休でまた遊ぶことを思い出す。
連休がおわって会社を休んだり、ひどいときはやめたりする。

せっかくレギュラーになろうと毎日朝練をしたりランニングをしてきたのに、
ちょっと自分にあまくなりさぼったりする。
そしてつぎの試合でたまたまいい結果が出たりすると、なんや練習せんでも大丈夫やん。
と、大変な錯覚をしたりする。

あほか、そんなかんたんなもんやないぞ。
「努力に勝る天才なし」
「努力はうそをつかない」
あのイチロー選手がなにもせずにあそこまでいったと思う？
もちろん持って生まれたものも違うと思うけれど、絶対人の何倍も努力しているはず。
すごいピッチャーはボールを握れないときは家でシャドーピッチング、
強打者は毎日何百回も素振りしとる。
そんなもんや。
成績のいいやつは、もともと頭がええかもしれんけれど、
毎日すこしづつでも、予習や復習してるよ。
どこかの誰かみたいに、学校から帰って次の朝時間割を合わすまで鞄をあけへんことはまずない。

今日からでも遅くない。
もう一度初心に戻り、目標をもってやってみよう。
自分への戒めのためにも。

32009.05.05  5・5こどもｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会

5.5こどもｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会にA・B２チーム参加した。
この大会の面白さは、出場全選手の学年合計が45学年というもので、
チーム事情・監督の性格でいろいろ組み合わせができる。

普通のルールだったら、やはりバッテリーで８０％以上決まると思う。
しかしこのルールだと、低学年をいかに高学年がカバーするか、
９人がそれぞれ自分の役割を果たしながら、他のポジションも意識できるかにかかっている。
５・６年生でどれだけ得点できるか、また、低学年でどれだけ出塁できるか。
いろいろ考えているととても面白い。

今回アパッチは２・３・６年生のAチームと、
４・５年生のBチームという編成で送り出した。
Aは2・3年生の外野は出来るだけ深く守り、１ヒットに抑えることができるか。
Bは平均的な総合力で勝負する。

結果A・Bとも２連勝し、決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄに駒を進めることができた。
多分にラッキーなところもあったが、Aチームはとにかく動き勝ち。
Bチームは予定通り総合力。

5/17の決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄが行われる。
兄弟チームで決勝を！を合言葉に頑張りたい。



2009.05.07  負けることの楽しさ 

新チームとしてスタートし、１ヶ月と少したったこの時期、おおきな錯覚をすることがある。
投手がめちゃくちゃ調子よく、守りもﾌｧｲﾝﾌﾟﾚｰ続出、攻撃もﾅｲｽﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞ、そんな試合で勝ったとき、
それがチームの実力と思いこんでしまう。

いつもいつも、投・攻・守がうまく機能できることなんて年間何試合あるのだろう。
それにまだまだチームが完成されていず、不安定なときなんだから、
大きく期待するなんて無謀もいいところ。
強豪ﾁｰﾑに勝ち、その試合のｲﾒｰｼﾞを持ち続けると、そのあとの試合結果がいかにしんどく感じられるか。

でも分かっちゃいるけど、試合ごとの結果に一喜一憂している自分がいる。
いい歳してまだまだ大人になりきれていない自分に腹が立つ。
勝った試合には得るところはない。
負けた試合こそ反省でき、次につなげるなにかがあるはず。
負けたら、よくぞ負けてくれたと選手に感謝し、チームの向上につなげよう。
そう考えると、負けても腹がたたないし、楽しい気分になれるはず。
でもやっぱり、負けず嫌いの私にとって負けるのは悔しい

2009.05.08  強い精神力 

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸが終わり、4/29から5/6の１週間で１５試合消化した。
選手も疲れたと思うが、指導者も胃が痛くなる試合ばかりでしんどかっただろう。

今になってちょっと疲労感があり、夜は今後の日程や対戦したチームのお礼の返事で精一杯。
もうそれだけで目がもたない。
猛烈な睡魔と格闘しながら、気がつけばｷｰﾎﾞｰﾄﾞに手を置いたままいねむっている。
その時点でだいたい午前０時。

そんなこんなでブログは、仕事の合間にちょこちょこっと。
もう少し充実した内容のものをと思っているのだが、
やはり文才もないし、作家にはなれそうにない。
そう言えば、あまりｺﾒﾝﾄしてくださる人もいないし。
（訪問者は毎日４０人ほどいらっしゃるようだが）

僕はしゃべるのはうまいとみんなから言われる。
本人はちょっと早口だし、滑舌もあまりよくないので自分ではうまいとは思っていない。
PTAの会長や子供会・青指の代表をずっと経験しているので、
人前でしゃべることには慣れているし、あがることはまずない。
うまくしゃべろうとか、つまったらどうしようとか思うと絶対失敗する。

スポーツでも同じ。
ミスする子は、いつも同じパターン。
エラーしたらどうしよう、三振したらかっこ悪い。
とにかくマイナス思考で出発すると、いい結果は生まれない。

こんなに練習したんやから、エラーなんかするもんか。
毎日素振りを何百としたんやから、こんなﾋﾟｯﾁｬｰ絶対打ったるわ。
そういう強い気持ちが持っている力を引き出してくれる。

アパッチの選手たちは比較的おとなしい。（と、私が感じているだけかな）
強い精神力をもって試合に臨めば、もっと成績が上がると思うのだが。



2009.05.10  意識の問題 

今日は八尾の強豪長池カイザースさんと練習試合。
岡橋監督欠席でかわって宮本コーチが代行。

僕自身も気合が入っていた。
ｶｲｻﾞｰｽさんは、先日のｸﾞﾘｰﾝｶｯﾌﾟで、準々決勝で優勝したﾊﾆｰﾎﾞｰｲｽﾞさんに敗れたがその差は紙一重。
今年の八尾市内においても上位に位置している。
久し振り登板の涼介が、ｶｲｻﾞｰｽさんにどれだけ投げれるか楽しみでもあった。

１試合目
１・２・３回、すべて先頭ﾊﾞｯﾀｰはﾌﾙｶｳﾝﾄになっている。
初回は四球、２・３回は三振。
そして初回は１失点、２・３回は無失点。
ひじょうにはっきりしていた。
結局無安打に抑えることができたが、リードしている心の余裕からくるﾋﾟｯﾁﾝｸﾞにも見えた。

２試合目。
２回、またまた先頭打者が四球。
バント・内野ごろで３塁へ、そしてお決まりのﾜｲﾙﾄﾞﾋﾟｯﾁ （or ﾊﾟｽﾎﾞｰﾙ？）で失点。
そのあと打撃陣がさっぱりで、おまけに４回に外野に落球が出たりするともうハチャメチャ。
四球・ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞｰﾙ・暴投・・・。

この試合は直接の敗因はﾊﾞｯﾃﾘｰﾐｽのように見えるが、それはハナから分かっていること。
それより頭を使ったﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞができなかった攻撃陣にある。
いつもﾌﾙｽｨﾝｸﾞすることがいいとは限らない。
たとえば、最終回１死満塁。
ここで痛烈なショートライナーでダブルプレーで終了。
「ﾅｲｽﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞ、惜しい惜しい」
という声が聞こえていたが、僕はそう思わない。
強く振ることは大事かもしれないけれど、
直接捕球される打球を打たないことがチームプレーなんだって。
あと１ｍ横に飛んでいたらヒットだったというのは結果論。
内野へはころがし、ゴロで処理させる。
その意識がﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾚｰになる打球を生まない。
ほんま～？
ほんまやって。
要は意識の問題なんやって。
なんでもかんでも来た球を打っているだけではあかんちゅうこっちゃ。

ついでに言えば、アパッチは三振が多い。
他のチームの選手に比べ、空振りが目立つ。
頭のなかと実際のｽｳｨﾝｸﾞのｷﾞｬｯﾌﾟがとてもある。
技術的なことより、いつもいうハートなんだなこれが。
毎日の素振りが自信を生み、そのｽｳｨﾝｸﾞがかってにﾋｯﾄを生みよる。

監督からなにもｻｲﾝなしで、選手にまかせた試合を一度やってみたいものだ。
選手の意識。
どんなもんかな？



2009.05.10  礼

5/10という日はまだｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸに入っているのかな。
とにかく今日は朝、ＭＯＳＬリーグ戦に参加し、
午後から沢ノ町運動場で晴明通りさん・南住吉さんとの練習試合。

午前中のＭＯＳＬではＡチーム２試合、Ｂチーム１試合を消化した。
運よく全部勝ったのだけど、内容的にはまだまだ。

Ａ対戦の真田山さん。
全くのノーマークで控え中心のメンバーで臨んだが、
なかなかしっかりしたチームで、序盤は１点しかとれずやばかった。
森涼は相変わらずの荒れ球だったが、被安打１で抑え切った。
終盤なんとか相手投手をとらえたが、いつも通りしかけが遅い。

見学したなかで目立ったのはＢリーグの南田辺さん。
おそらく来年はもっと強くなるであろうと感じられた。
エースはまだ制球が甘いが、球は速く重そうな感じ。
打線も好球必打、みんないいﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞをしていた。

１０数チームが参戦しているこのリーグで、当たり前だがそれぞれカラーが違う。
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙに対する考え方や指導方法も千差万別。
でもひとついえることは、挨拶ひとつきっちりできないチームに強いチームはない、ということだ。
別に挨拶なんてという人もいるかもしれないが、
スポーツは礼に始まり礼に終わるとぼくは思っている。
強豪といわれるチームは絶対そこから出発しているはず。

選手だけでなくわれわれ指導者も、選手を叱咤激励するにしてもその言葉使い。
ベンチでのヤジの飛ばし方などまだまだ反省すべき点がたくさん。
人間いくつになっても勉強だな。



2009.05.11　　価値観の相違で片付けてはいけないけれど

先日あるチームの指導者のかたとお話しする機会があった
１年生のときに入部した一人の選手、運動神経がよく、とにかく飲み込みが早い。
将来チームの中心選手として期待していたそうな。
ところが３年生の３学期、やめたいという申し出が保護者からあったという。
理由は勉強に専念するためらしい。

そのあたりは家庭の事情、両親の教育方針でぼくには事の善し悪しはわからない。
でも、よく遊び、よく学べという格言もあります。
僕自身、べつにエリートコースを歩んできたわけではないし、大きな事を言う資格もない。
でも、小学校時代ほどほどに勉強し（このほどほどがむつかしいのだが、まあ人並み程度ということ）　
中学２年ころから集中してやれば充分間に合うと思っている。
実際、僕自身も、２人の娘もそうだった。
まあでも別に他人に押し付けるつもりもないし、それがベストとも思っていない。

しかし、そのやめた子がせっかく３年間頑張ってきたのに、
勉強に専念するという理由でやめるということで、どんな気持ちになっているのかと思うと
とてもかわいそうに思う。
本人が１００％納得していればそれはそれでいいかもしれないけれど
将来大人になったときに、あのときソフトやめて勉強に専念してよかったと思うかな。

スポーツでレギュラーであるなしにかかわらず、ひとつのことをやりとげる。
それも大事な教育と思うし、どうしたいのか、こどもの意思を聞こうともせず、
親が勝手に決めるということに抵抗を感じる。
小学生だからといって親権乱用ちゃう？
週末の半日or一日がどれほど勉強に影響するのかしら。
この不景気な世の中、いい高校に入り、いい大学をでて、立派な会社に就職をする。
それはとても大事なことです。
でもそれがすべてかな。
それを理想とするかどうかは価値観の問題だ。

ぼくは紆余曲折の人生を歩んできて、今はっきり言って金はない。ないない・・・。（自慢にならないが）
でもすばらしい家族にめぐまれ、多くの仲間に囲まれ、
それなりに何不自由のない楽しい人生をおくることができている。
と、そう思うようにしている。



2009.05.12　ジャイアンのたばこ 

僕は今、大阪府公安委員会の少年指導委員という活動もしています。
若い頃悪さばかりしていたのでその罪ほろぼし？
いやいや、でもちょっとはあるかな。

補導員は警察署長が任命し、地域における街頭補導が主な活動内容に対し、
少年指導委員は大阪府知事の任命で、暴走族などの非行集団に所属する少年を離脱させ、
非行を防止するための指導相談をする。
また風俗営業を営む者への助言、また風俗店への立ち入り調査などなど。
単に巡視補導活動にとどまらない重責である。
したがってちょっとした交通法規違反などでも即刻解嘱となる場合もある。
また、活動にあたっては身分証を常に携帯し、
風俗営業店入店に際しては身分証の提示をしなければいけない。
その逆にその店は僕らの入店を拒否できない。

不定期におこなわれる、巡視・パトロールは警察と一緒の場合が多い。
おもしろいことに、この警察との合同パトロールの夜は世の中は静かである。
悪たれどもは鼻がいいというか、この日に限って姿を見せない。
われわれの動きが匂うのか本当に危険を察知するのがうまい。

今日。
通勤途中で高校生と思しき集団（７～８人）が自転車で登校していた。
先頭の体のごっつい子の右指にタバコがけむっていた。
区域が違うので一瞬逡巡したが、やっぱり黙っていられない。
「こら。君ら高校生やろ。タバコあかんやろ！」
しばし、沈黙。
にらみ合い。
どうするかとか見ていると、そのジャイアンはタバコを消して紙に包んでポケットに直しよった。
身体検査し、ポケットからたばこを押収と思ったが、通勤途中だし区域外ということでここまで。
こわいおっさんと思ったのか、その集団もそれ以上はなにも言わなかった。

いつもこうはいかない。
一般のひとが本来は若者に注意するということは必要なんだけれど、なかなかむつかしいよな。
まあしかし、結局は親の教育が大事ということである。
いくら学校の先生が怒っても、近所のおっちゃんが注意しても、根本は親・家庭なんです。
他人任せにせず、常に対話・会話を持つということが大切ですね



2009.05.14　あこがれのヒーロー 

僕としては珍しく、遊び心いっぱいのページ編集をしてみた。
金城武のファンでもないのだが、三国志は昔から好きで、
吉川英治・柴田錬三郎（英雄ここにあり・英雄生きるべきか死すべきか）・
周大荒（反三国志）などいろいろな人のを読んだ。
それも1度や2度ではない。柴田のものは何十回かわからないほど。

三国志の魅力は関羽・張飛・趙雲・馬超の豪傑ぶり、
軍師諸葛孔明の軍略といったものだけでなく、まあ言葉では言い表せない。

しかし、やはり小説の世界だと思うのは、
いかに豪傑といえども、ひとりで何百人（ときには何千人）と戦っても本当に勝てるわけないし、
相手の裏の裏の裏を読み、勝ち抜いていくなんてとても不可能に近い。
そう言ってしまえば、実もふたもないし、夢も希望もない。

人はみな英雄に憧れ、ヒーローを夢見る。
とある大会、決勝まで駒を進め、相手は強豪の庭城台サニーズ。
投手でもある僕は相手バッターを完璧におさえ、そして０－０のまま最終回。
２死でバッターボックスへ。
相手投手もなかなかの球を投げよる。
しかし、２ストライクと追い込まれた３球目。
渾身の力でスィングした打球はレフトの頭上をはるかに越えサヨナラホームラン。
夢中でダイアモンドを駆け抜け、歓喜の輪の中へ。

そういったことをだれもが１度や２度想像したことがあるはず。
ｽﾎﾟｰﾂにかかわらず、勉強や仕事でも
誰もがイチローにあこがれ、ｻﾗﾘｰﾏﾝ金太郎や島耕作を夢見る。

夢と現実の境界線。
だれもがその境界線をあるきながら、あっちへ行ったりこっちへ行ったり。
それがかなうとは決して思っていないのに、現実を悲観する。

2009.05.15　ブログとは 

ある知人から、ブログというよりｴｯｾｲ調で内容もこむつかしいことを書いてあるから
みんなそのうちあんまり読めへんようになるで、と言われた。
自分ではブログとｴｯｾｰの違いがあまり分からないし、
エッセーなんてのは、学生時代に落合恵子のものを少し読んだことがあったかな、
中年の１歩手前の頃、俵万智の「サラダ記念日」も見たことがあるかなという程度。
いや「サラダ記念日」は短歌集だったかな？

いずれにしても思ったことを綴っているだけで、このスタイルを変えることはできそうにない。
それに別にたくさんの人に読んでもらおうとも思っていないし、自分のストレス発散のひとつでいいし。
週末はアパッチの活動について気づいたことを書けばいい。
普段は常日頃感じたことをと思っている。

いろんなチームの監督さんやHPの管理人のひとがブログをされています。
ちょっとみんなと違うかたち・内容のほうがいいと思うし、
若い人から見て少し歳を感じさせるようなことを書いたほうが、逆に新鮮で面白いかなとも思う。

たとえだれも見なくなってもブログ更新はするつもりだし、
たくさんの訪問者がいても、ネタがきれエネルギーがなくなればやめるつもり。
そのうち１日５０文字程度になるかもね。
今日は言い訳で終わっちゃった。



2009.05.17　[大所帯の悩み]

今日はアパッチへ２年生・１年生各２名の入部があった。
これで総勢５４名。
午前中はじっくり下級生の活動を見学した。

まず新入生４名。
今日スタートでみんな同じ条件なのだが、
受けるのがうまい子。
投げるのがうまい子。
と、すでに色分けされてある。
個性というか、もって生まれたものというのがあって当然のこと。
しかし、そのままうまい子がﾚｷﾞｭﾗｰになるのが早いかというとそうでもない。

すでに入部していた１年生４名。
そのうち２名は、幼稚園児のころからときどき練習に参加していたので、
今日入部の１年生２名とは差が出来ている。
なお且つ、同じ１年生だが、自分の方が入部が早いという先輩意識があるらしく、
視線を彼らに向けながらも、いつも以上に夢中でボールを追いかけているように見えた。
そういう負けじ魂がスポーツに必要なんだな。

３・４年生も見て回ったが、２・３年前、ちょうどこの時期に見ていた子たちが
ずいぶん上達している。
フムフム、なるほど。
やればできるもんだ。
すこしうれしくなった。

しかし、しかし。
アパッチは今総勢５４名。
低学年からＡチームのレギュラーになるのは至難の業。
必然、指導も他のチームに比して甘い。（生存競争は激しいが）
他のチームはその２年や３年をメンバーに入れないと足らない。
当然のごとく、その低学年の子を大切にしながらも、レギュラーと同じ練習をさせることになる。

そのあたりがちょっとアパッチの贅沢な悩みかもしれない。
その生存競争を、学年を超越した争いにしていかないといけないだろう。
いずれ、３年生から4・5・6年生を押しのけてＡチームのレギュラーなんていう選手が生まれるかも。



2009.05.18　[玉造ﾊﾞｽﾀｰｽﾞ VS 城北ﾕﾆｵﾝｽﾞ]

　昨日、５・５子供ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会の決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄがあった。
前日の予報でも雨でまず無理と思っていたが、
なんとか開催、午後からはやはり降ってきたので、
１回戦８試合と準々決勝２回戦がおこなわれた。
ｱﾊﾟｯﾁは運よくA・B2ﾁｰﾑとも勝ち進んでいる。

予選２試合目、玉造 VS 城北　という優勝決定戦のような対戦があった。
やはりどちらも強い・うまい。
６年生が多い分やはり玉造さんに分があると思っていた。
しかし、さすが城北さん。
その学年のハンデを感じさせないしぶとさ。
いつもながら３・４年生がそれを跳ね返す働きをしている。
最後は玉造さんに軍配が上がったが、やはり城北、さすが城北と感心させられた。

それにしても玉造バスターズ。
死角がまったく見えない。
３・４・５・６・年生がうまく調和され、大きな１個岩となっている。

この２チームに比べると、ｱﾊﾟｯﾁの３・４年生はまだまだ甘い。
いやいや５・６年生もアカンけれど。

ｱﾊﾟｯﾁはBが１回戦を突破したものの、準々決勝で強豪私市さんに０－３で惜敗。（ﾍﾞｽﾄ８！）
Aチームは長居カブトさんに３－２で辛勝したが、できはよくなかった。
７/１９に延期されｱﾊﾟｯﾁにとっては都合よく２ヶ月の猶予をもらった。
じっくり調整し、横綱を倒したいものだ
しかし、その前に北田辺さん、榎ｸﾞﾚｰﾄさんというどちらもなかなかのチームが待っている。

これからの２ヶ月。
まずはエース森涼の復調待ち。
内野守備陣の安定感。
攻撃陣のｼｬｰﾌﾟさ。
そのあたりを修正していきたい。

あっ、それより、５/３１区子連がある。
油断するな！



2009.05.19　[新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ]

ついについに大阪にやってきた。
新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ。
昨日から小中高の各学校が今週いっぱい休みとなった。

ＴＶや映画、はたまた眉村卓や筒井康隆の小説にありそうなｼﾁｭｴｰｼｮﾝだ。
その世界ならもっともっと深刻度が進み、たくさんの人がなくなるが、
民間人の主人公がちょっとしたことでワクチンというか、
解毒剤のようなものを発見し、チャンチャンとなるわけだ。

そんな不謹慎なことを言ってると怒られるが、今のわれわれにはなすすべがない。
とにかくこれ以上蔓延することのないよう、うがい・マスクなどなど・・・。
残念ながら、週末の練習も、試合も大会もすべて自粛。
区子連大会が今週から各地で始まろうとしているが、まだ中止を決めかねているところもあるようだ。

いくら科学や医学が進歩しても、このような新型かもしれないがｳﾞｨﾙｽで世界中がパニクッている。
まだまだ研究しないといけない分野があるんだな。
ともかく今は、これ以上広がることがないように、そして１日も早く鎮静化されることを祈るばかり。

2009.05.21　[収束に向けて] 

そろそろ収束に向かうと思われていた新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ。
舛添大臣の通常の風邪のｲﾝﾌﾙと変わらないというような発言を聞き、
ちょっと安心かなと思いきや、かたや関東にも飛び火し、
いっそうの警戒を要するというマスコミの報道。

　フランスの研究チームによると、人から人への感染に要する日数は
3.1～4.6日として、一人の感染者からうつる人数（再生産数）は2.2人～3.1人だそうだ。
1957年以前に生まれた人は免疫があるとかないとか・・・。
情報がいろいろ交錯していて何が本当なのか。

　芸能界でも浜崎あゆみや倖田來未の公演が中止されたのに比し、
吉本や宝塚は通常通りというように足並みがそろっていない。
どちらがいいのかということは別にして、
自主的な判断をせず、国や自治体が明確な指示をすべきだと思うのだが。
もちろん、お金がからみ、死活問題ではあるが、

これだけバラバラな対策をしていてもあまり意味がない。
やるなら徹底的に。
やらないならやらない。
このあたりのあいまいさが日本らしいところ。
このまま大きな問題に発展せず、ゆっくりでも終わってくれればいいのだが。

※　ﾚｯﾄﾞｸﾘﾌとても気に入っていたのですが、字が読みにくいという意見が多く、
　　明るいｲﾒｰｼﾞに変更しました



2009.05.22　[閑古鳥とマスク] 

毎日新型ｲﾝﾌﾙの話題ばかりで、食傷気味ではあるけれど、
とにかく今、身の回りで起こっている一番の重要問題なのだから仕方がない。
学校は休みで学生たちの身の置き所がなく、ｶﾗｵｹ店が長蛇の列とか。
これもあんまりほめられた状態ではないと思うのだが。

繁華街の飲食店などは閑古鳥が鳴き、ひどいところでは5割減とか。
それに比べ、ｽｰﾊﾟｰの宅配部門とか、通信販売などは売り上げ倍増の日もあるらしい。
そのなかでも、売り上げ上位40品がすべてマスクであったりして。

相変わらず日本らしいといえば日本らしい。
企業によっては、マスクを着用していないお客様は入店を拒否したり、
食品関係の工場には、一切の外部のひとは立ち入りを断っているところも多い。

さあ、次はどうなるねん。
いっそのこと政府が、微毒性の風邪みたいなものだから大丈夫、と発表したら・・。
そんな無責任なことをいったら当局から叱られるかな。
一応大阪市では明日５/２３に教育委員会から正式発表があるそうだが、
現段階では５/２５(月）から授業再開の見込みだ。

あ～早くｿﾌﾄﾎﾞｰﾙがしたいな

2009.05.23　[肉体改造計画]

本来やったら暑い暑いと言いながら、
思い切りソフトボールで汗を流していたはずが、残念ながら仕事。
あ～あ。

ちょっとまた、おなかあたりの脂肪が気になりだし
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを開始した。
ｴｱﾛｸﾗｲﾑを２０～３０分。
ｽﾄﾚｯﾁ・腹筋などを10分。
15年ほど前、ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑに通い（8年ほど続けたかな）
身長１７１cm,体重７５ｋｇで体脂肪率が１５％！
中年のおっさんにしてはなかなか優秀な成績だった。
ｼﾞﾑをやめて7～8年。
今や体重も８０kgを超え、みすぼらしい姿に。
よ～し、これから肉体改造に取り組もう。

甘いものを控え、食事も腹８分。
さあ、いつまで続くか。
しかし、僕の場合脂肪より、筋肉がついているので減量は難しい。
目標　誕生日（８/２０）までに７５kg　(8kg減量)
やるぞ！



2009.05.24　[青い目の観光客]

2週間ほど前の話。
仕事で奈良へ行った帰り、近鉄奈良駅のﾎｰﾑで電車を待っていると、
金髪の2人連れの女の子が話しかけてきた。
この電車は鶴橋に行くのかという内容。
当然大丈夫という返事をしたのだが、
どう考えても若い金髪の観光客が鶴橋というのは変だ。

最終目的地を聞いてみると関西空港だという。
なるほど。
しかし僕は大急ぎで頭の中で大阪の地図を広げた。
これはこのまま難波まで行き、南海線で行くほうが早いし、分かりやすい。
彼女たちに説明したが、ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸに書いてあると言う。
鶴橋でまた、いろいろな人に聞きながら行くのかな、と思うとちょっとかわいそうになり、
おせっかいの虫がわいてきた。

まあ、乗りかかった船（いや電車かな）だし、難波駅まで案内してやろうと言った。
彼女たちは大喜び（そう見えたが、実際はこのおっさん大丈夫？と思っていたのかも）
車中の話では、一人はミシガン州の大学生で、もうひとりはいとこで高校生だという。
わたしにはもちろんやましい思いは無く、
昔々英国に留学していた頃、たくさんの見知らぬひとにお世話になったという記憶だけが。
いまでも忘れられない思い出がいろいろ・・・。

近鉄から南海まで少し歩かねばならないが、その間「英語がとても上手ですね」と言われた。
もちろん、お世辞に決まっている。
中学生程度の単語を並べた程度で、会話にもなっていなかったと思う。

近鉄難波駅では精算してやり（追加料金一人６０円だったかな）、
こうなりゃ、エ～イ関空までのキップも買うたれ。（調子にのった自分が怖い）
日米親善に少しは貢献したか？

うれしそうにほほ笑む青い目の彼女たちを無事見送り、車窓を眺めながら、
30数年前にﾀｲﾑｽﾘｯﾌﾟした自分を思っていた。

2009.0525　[いずこにしわ寄せが] 

やっと学校が再開された。
登校中の児童の顔がみんな嬉しそうで輝いて見えた。
通常だったら月曜日の朝は、だれもかもいや～な顔をしているもんだが、
さすがに1週間自宅待機ということで、外出も制限されていたようで、暇をもてあましていたのだろう。
やっと学校へ行ける、その気持ちを忘れず、しっかり勉強せ～よ。

しかし、この1週間の空白はどこで調整されるのだろう。
年間のｶﾘｷｭﾗﾑは決まっているはずだから、小･中･高ともこの３６～４０単位を
どこかで埋めないといけないだろう。
ひょっとしたら、というよりおそらく夏休みに・・・。

今日現在、教育委員会での決定はまだらしい。
小学校の教頭宛に、「夏休みに補充されると困る」という抗議（？）の電話がすでにかかっているらしい。
決定するのは教育委員会だし、教頭に怒りをぶつけても仕方ないのだが。
前例の無い話だし、これからいろいろ問題も出てくるだろうな。
あっちを立てれば、こっちが立たず。
問題を先送りせず、充分検討した上で迅速に決定してほしい。
ちょっと日本人には苦手なことだが。
特にお役所では。



2009.05.26　[大阪城への道 ]

昨日からの学校再開で、ほっとしている気持ちとは別に、インフルの第２波を心配している。
僕が気をもんでも仕方ないけれど、今のところは大丈夫のようだが、安心していいのかな。

今週末、大阪大会へのキップをかけた区予選。
万全といいたいが、この１週間の休みがどう影響するか。
もっともどのチームも同じ条件だから、言い訳にはならない。
４・５月の活動内容からみても、他のチームに比べて濃さは圧倒している。
区大会に参加している他のチームには悪いが、
ここで苦戦していては大阪城を制するなんて論外だと思っている。
ここまで言い切ってしまうと、非難を浴びそうだが率直な気持ちである。

区大会以外でも、今週から来週にかけてﾋﾞｯｸﾞﾈｰﾑとの対戦が目白押しだ。
松原ｶﾞｯﾂ・加島連合・八木北。
どんな大会でも上位に進出してくるチームばかり。
しかし、これから２か月はあまり勝ちにこだわりたくない。
もう一度ﾍﾞｽﾄﾒﾝﾊﾞｰを作りなおし、個々の課題を克服させて行きたい。
なぜなら、さほどﾚｷﾞｭﾗｰが伸びていないし、逆に控えのﾚﾍﾞﾙがあがっているから。（と、僕は思っている）

練習試合でも同じﾒﾝﾊﾞｰで２試合戦わず、いろいろﾒﾝﾊﾞｰを入れ替えることによって、
１試合の大切さをもっと選手に理解させたい。
負けても次勝ったらいいや、なんて安易なきもちを持つことのないようにさせたい。

そのあたり、監督・コーチたちと十分話し合い進めていきたいな。
大阪城制覇のためにも・・・。

2009.05.27  [定額給付金]

今日のお昼の話題は定額給付金。
大阪市内はそろそろだと思うが、今現在はまだ。
出たところではさぞかし消費が進んでいるのだろうと思いきや、
あにはからんや、一番売れた商品はプレミアム付き商品券らしい。
日ごろ買えないものではなく、やはり生活補填ということか。
しかし近い将来必ずこの見返りが要求されるのは必死。
消費税アップなのか、それとも・・・。
いずれにしてもいただけるものは素直に喜び、
後で来るだろう負担分にも心の準備をしておいた方がいいだろう。

四球やエラーで出塁し、「もうけた～もうけた～相手は損した」と浮かれていると、
平凡な内野フライを打ち上げてしまったりする。
強豪と呼ばれるチームほどこういったチャンスは確実にものにする。

ｱﾊﾟｯﾁがあと１歩こういったチームに仲間いりできないのはそのあたりか。
四球やエラーで出塁を許し、暴投・ｴﾗｰ・Ｆcなど、
ミスのﾌﾙｺｰｽでﾉｰﾋｯﾄで失点する。
よくあるパターン。

精神的にもずぶとく、
自分のミスは気にせず、相手ミスは逃がさない。
そういったしぶといチームつくりを目指したい。



2009.05.28  [最も根本的なこと]

中国産のわさびに農薬が含まれているのが税関で発見され、
今、業界では大騒動である。含有量からみて、生死に直接関係はしないらしいが、
それでも基準値をｵｰﾊﾞｰするのは大問題である。

ルールというのは時と場合で変化するものである。
根本的なことは不変というのは大原則だとおもうが、
この根本的という部分のとらえかたが人それぞれ違うこともある。

憲法第９条や自衛隊のとらえかたは、政党の政策を論じる上で最も根本的な部分である。
今、そんなことをぼくが論じても仕方ないのでやめるが、
核実験などのﾆｭｰｽを聞いていると、日本の外交上の対応のあいまいさ、甘さのようなものを感じる。

われわれのソフトボールも毎年ルールに変更が加えられる。
日本リーグで実際試合中に起こった問題点を、翌年のルールに繁栄させているらしい。
確かに試合中にも、ルールにファジーな点を感じることもある。
でも思うに、あまりルールにこだわっていると、
ソフトボールを楽しむというわれわれの根本的な目的が失われてしまうな気がする。

2009.05.28  [わが谷口君たち] 

HPを立ち上げてからPCを少しずつ勉強し、なんとかExcelも使えるようになった。
（でもまだまだ知らないことのほうが多いけれど）
最近は「Rocket Dock」や「Free Mind」を設定して遊んでいる。
本当に奥が深いし、面白い。
しかし、頭が歳とともに老化・劣化し、ついていくのが大変。
他のチームのHPを見て本当に上手なところが多く、自分のところがいかに稚拙か、
こんなんできたらいいなと思いつつ、能力の限界を感じ諦めている。

かたや、漫画も大好き。
それも野球もの。
小さい頃、少年ｻﾝﾃﾞｰ掲載、伝説の野球漫画「ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝ金太郎」。
絵がかわいく面白かった。
次に少年マガジン「黒い秘密兵器」。
なかなかｽﾄｰﾘｰが進まず、いらいらしたがあの魔球、なんども真似てみたな。
そして、あの「巨人の星」につながって行く。

僕のお気に入りは、ちばあきおさんの「プレーボール」・「キャプテン」。
まったく普通の選手・普通のチームが努力と根性でのし上がっていく。
谷口・丸井・イガラシ・近藤、といった登場人物はどこにでもいそうな子ばかり。

わがｱﾊﾟｯﾁの谷口君たち。
どこに目標を設定し、なにをしたいのか。
与えられたことを消化していくだけではなしに、自分で課題を見つけ、克服していく。
簡単なことではないけれど、頑張ってほしい。

明日は久々練習。
そして午後は松原ガッツさんとの練習試合。
今の調子ならおそらく負け。
よくて引き分け。
涼介の調子がよく、四球を２個におさえれば勝機があるかも。
でも勝敗は２の次。
明後日の区大会に向けて各自が自分の役割をどれだけ果たせれるか。
じっくり観察させていただきましょう。



2009.05.30  [初心忘るべからず] 

２週間ぶりの練習・試合。
午前中の練習のときから気がかりだったことがあった。
内野の守備陣に不安が・・・。
もともとｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙそのものにも安定感が欠ける選手が多く、
組織ﾌﾟﾚｰをする以前に、もっと基本の反復が必要かと思っていた。

今日の松原ガッツ戦。
変な予感が的中。
Ａチームの２敗は予想通り、ｽｺｱｰも大体想像していたものと狂いはなかった。
しかし、点の取られ方に問題がある。
１試合目、四球はひとつだがエラーが４つ・暴投・ﾊﾟｽﾎﾞｰﾙが７つ
２試合目、四球が３つ、エラーが２つ・暴投・ﾊﾟｽﾎﾞｰﾙが６つ
被安打が２試合で３つということを考えれば、いかに投球ﾘｽﾞﾑが悪いか。
せっかく打ち取ってもザルのような内野陣。
投球ﾃﾝﾎﾟが悪いから守備にも影響するのか、エラーが出るからﾘｽﾞﾑが悪くなるのか、とにかく悪循環。

打撃にも春先のような冴えは見えず、進歩するどころか逆に落ちているように思える。
ちょっと抜かれたﾁｪﾝｼﾞｱｯﾌﾟに簡単に空振りなんて分らん。

ｱﾊﾟｯﾁにとって、今日の敗戦はとてもよい薬になったんじゃないかな。
前にも言ったが、負けて知る教訓をよ～く理解してほしい。
もう一度初心に戻り、再出発だ！

2009.05.31  [大阪城に向けて] 

勝負事に、勝って当然というのは基本的に存在しない。
ｽﾎﾟｰﾂでも実力に開きがあったとしても、それが小学生のやることならなおさら。
短い１発勝負なら、下駄をはくまでどうなるか。

今日の区子連大会。
大方の下馬評は圧倒的にアパッチ。
しかし、小・中学生という年代は１日たつとエ～ッと思うほど変わるものだ。
春先あれほどよかったチーム状態が、今や投攻守、いずれもが無残。
なにが悪くこうなったのか全くわからない。
ちょっぴり不安まじりでのぞんだ。
（もっとも、監督・コーチ・保護者にはそんなそぶりを露ほどもみせなかった。）

結果は、下馬評とおりで進み、Ａ・Ｂの兄弟決勝戦を実現できた。
大阪城へのキップも勝ち取ることができ胸を撫で下ろしたわけだが、
夜の祝勝会では、監督・コーチがそろって安堵の表情をしていた。
口では大丈夫と言っていても、やはりみんな不安であったようだ。

さあここで一体なにをすべきなのか。
まずチームをもとの状態に戻し、（これがむつかしいことなのだが）
そしてﾁｰﾑを解体し、再構築する。
すなわちﾎﾟｼﾞｼｮﾝなどを編成し直すということだ。
学年にもこだわらず、選手個人のやる気を掘り起こしたい。

ほっと一息ついている場合じゃないな。
これからますます忙しくなるぞ。
優勝して楽しい夢を見ながら睡眠を貪っている選手諸君。
今からスタートなんだぞ！



2009.06.01  [壁]

区子連大会を終えて1日たった。
改めて気合が入ってきた。
例年なら区大会に優勝し、喜びをかみしめ、
２・３日は勝利の余韻に浸ることが多かった。
しかし、今回は区大会での優勝はｽﾀｰﾄと考えているので、
嬉しさを味わっている余裕は無い。

これからチームを強くするということと、個々のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを同時に考えなければならない。
同じことと思いがちだが、指導方法については全く違ってくる。
個々は長所を伸ばし、短所を克服させてやらねばならない。
そのためにはひとりひとりﾒﾆｭｰを考え練習させてやる必要がある。
（素振りは万人に共通だが）

チームプレーとなると、連携プレー・ﾌｫｰﾒーｼｮﾝということになるが、
自分を意識しながらも、全体の動きに合わせ自分の役割を果たさなければならない。
いずれの場合も、監督・コーチ・選手がみんな同じ方向を向いていないとだめだ。

チームがスタートして2ヶ月。
個々にもチーム全体にも壁に当たっているような気配を感じる。
さあ、ここでなにをするか。
本来の自分の姿を見つめなおし、ｽﾀｰﾄ地点に戻り、再出発だ。

この壁を越えることができたら、大きく前進した選手個々があり、チームｱﾊﾟｯﾁがある。
みんな、今がいちばんしんどいときかも知れんけど、今頑張らないと頑張るときはないぞ！

2009.06.02  [Ｖｉｎｉｓｔ ( vinum+ist)] 

今日,ある有名ソムリエとお会いした。
彼女は英国のロンドンに居住し、外資系航空会社の客室乗務員として勤務していたが、
帰国後ソムリエ資格（日本ソムリエ協会公認ソムリエ）を取得し、
現在ワインに関する執筆やセミナーを開催されたりしている。

僕は酒はほとんどダメで、1本1本に薀蓄のあるワインなどは全くなんのことか分からない。
しかしどの世界にもｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄはいるわけで、こういう人の話は面白い。
この食事にはこのワイン、このワインを飲むにはこのグラスと奥は深い。

日本にはｿﾌﾄﾎﾞｰﾙのプロはいない。
しかし、こどもたちを指導する（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙだけでなしに）ということに関しては僕はプロ意識をもっている。
物事を単純に教えると言うことは簡単だ。
でも、それを理解させ、実行させるというのは至難の業だ。、
単なるﾃｨｰﾁﾝｸﾞﾏｼｰﾝでは子供たちはついてこないし、なにも吸収しない。
ひとりひとりの性格を考え、その日のその子の体調により叱り方も変え、
顔色・目の輝きをからその子の気持ちを推測しながら指導する。
文字で書くほど簡単なことではない。
基本は上から押し付けるのではなく、こどもの身になって話すということに他ならない。

昔見たＴＶ「青春とは何だ」の夏木陽介・「これが青春だ」の竜雷太。
あんな先生はドラマだけなのかな。



2009.06.04  [セミナー] 

通販会社のセミナーに行った。
約30人ほどの受講生で僕がおそらく最高齢だろう。（気持ちはthe youngestだが)

講師の方から質問がでた。
次の商品のうち、月300万売り上げるのはどれか、というもの。
「ウナギ」「トコロテン」「猫砂」・・・。
正解はすべて月1000万売り上げるそうだ。
要はなにを売るのかではなく、いかに買っていただけるように見せるか、ということらしい。

昔は少々高くても、良いものを作ればだまっていても注文がはいってきた。
しかし今は、海外から安くて良いものがいくらでも入ってくる。
国内のいわゆる地場産業は壊滅状態。
そのなかでも、他で真似できないoriginal商品を開発しているところは健闘しているようだ。

ｽﾎﾟｰﾂはどうだろう。
アマチュアには見せるプレーは必要ない。
ファインプレーもいらない。
とにかく基本に忠実で、堅実なプレーをしてくれる選手がいい。
もちろんそれだけではチームは頂点にたてない。
そこから先は選手個人のレベルアップ。
目に見えない努力と指導者のアドバイスが絶対必要ということ。

2009.06.05  [グランド整備] 

週末が雨というのはとてもつらい。
平日に活動できないアパッチにとって、土日の練習がないというのは致命的だ。
われらの清水丘小学校は比較的水はけがよいので、
朝方に止んでくれさえすればなんとかなる。
しかし、日曜日は大会や対外試合で先方の都合しだい。
こればかりはこちらの勝手を言うことはできない。

毎年行われる2月の卒業記念大会。
今年で8回目を迎えるが、例年雨に悩まされる。
もっとも、中止になったことは1度もないが、
2年前は集合時間の30分前（6時半頃）まで雨が降っていて、
中止かどうかの問い合わせのＴＥＬがひっきりなしであった。
天気図とにらめっこして、絶対これから晴れると確信し、
決行をきめたが、それからのコート整備も大変なように思われた。

しかし、アパッチは雨のコート整備は得意中の得意である。
どんな状態でも、1時間あれば美しく仕上げることができる。
そういえば数年前、連合大運動会でも同じようなことがあった。
開会式直前まで雨。
どうすんねん？
当時大会委員長であった僕は、そのときもｲﾝﾀｰﾈｯﾄの天気図とにらめっこ。
この雲が過ぎたら雨はないやろ。
そう判断して、1時間遅れで決行すると発表した。
30分後雨があがり、そこから総動員でグランド整備。
きっかり1時間後無事開会。
このときは、みんなの協力に涙が出そうなくらい嬉しかった。
同じ日、他の地域が早々より中止を決めていたため、
区役所・警察・消防署のお偉い方々がすべて清水丘に集結。
清水丘連合の結束の強さに驚かれていたそうだ。

「チームワーク」・「団結」　物事を行うときにこれほど重要なことはない！



2009.06.06  [VS 加島連合] 

市教委の通達の結果、２学期の開始が8/27からとなったようだ。
もっとも、8/29・8/30は土・日なので３日だけの補修である。
ｲﾝﾌﾙの休校は５日間だったのであと２日はどこで？

今日は加島連合さんとの練習試合。
言わずと知れた大阪市Ｎｏ１チームである。
試合会場に着くとすでにどこかと練習試合が始まっていた。
港晴さんだ。
ここもやはり大阪市内では屈指の好チーム。

今のアパッチのチーム事情ではとても歯がたちそうにない。
とにかくやれる範囲のことを精一杯やり、納得できる負け方を、という謙虚というか弱気な考えだった。

初戦、加島戦。
先発森涼、初回３人で抑え無難なたちあがり、打線も四球を足場に１点先制。
しかし２回にアクシデント。
正捕手上村が負傷退場。
それでリズムが狂ったか、３四球と内野安打１本で４失点。
４回も４四死球（被安打１）で４失点

２回戦、港晴戦
先発黒川は港晴打線の前に火だるま。
なすすべもなく撃沈。

３回戦、再度加島戦。
初回、この日絶好調浅田の本日４本目のヒットを足場に先制。
ちょっと調子がでてきたような森涼だったが、
またまた３回に悪い癖が。
先頭打者（９番ﾊﾞｯﾀｰ）に簡単に四球を与え、
内野安打にエラーをからめ逆転を許しそのまま押し切られた。

本日の反省
①加島・港晴のバッターは絶対ボール球に手を出さない。
　とにかくアパッチは悪球打ちが目立つ。
　また、変なハーフスィングが多い。
②ランナーが３塁にいる時（無死 or １死）、簡単に内野フライをあげてしまう。
　上記２チームは少なくとも右方向に絶対ころがす。
③エラーは仕方ないといっても単純なｹｱﾚｽﾐｽが多すぎる。

強豪相手に眞崎・北がぬけてはちょっとしんどかったか。
でも再出発は始まったばかり。
明日はＭＯＳＬ・八木北戦だ。元気をだしてがんばろう！



2009.06.08  [修学旅行の疲れ？] 

毎週末、各区で代表が決まり、一喜一憂,
監督さんや管理人さんの思いがひしひしと伝わってくる。

ＯＳＦＬでは東住吉区の今川連合さんが2年ぶりの優勝を飾り、
アパッチ・田島フェニックスさんに続き大阪城進出を決めた。
しかし、港区では田中子供会さんが、予選で難敵の波除子供会さんに４－０と快勝したが、
決勝でライバル港晴子供会さんに大接戦の末、３－４という1点差で惜敗、涙をのんだ。
田中子供会さんには捲土重来、頑張ってほしいと思います。
残りの阿倍野区の晴明通さんは６/１４、旭区の城北ユニオンズさんは８/２となっている。

さてアパッチの先週末はどうだったか。
6年生が木・金と修学旅行で、（そうそう、お土産の赤福餅おいしかったよ、6年生のみんなありがとう）
その疲れから（遊び過ぎ？）欠席が多く、メンバー編成が大変だったようだ。
それにもまして対戦相手が、加島連合・港晴子供会・黒鳥ﾄﾞﾘｰﾑｽ・八木北というﾋﾞｯｸﾞﾈｰﾑばかり。
まともにいってもしんどいのに、ちょっと無茶だった。
結果Ａチームは全敗だったが、随所に好プレーを展開し、収穫も多かった。

第1に今アパッチがめざす、Ｂ・Ｃチームﾒﾝﾊﾞｰの底上げ。
今回6年生が4人も欠席したため、Ｂから安藤・森大の二人をＡに引き上げた。
結果、安藤がﾚﾌﾄｵｰﾊﾞｰのﾎｰﾑﾗﾝ、森大が好ﾌｨｰﾙﾃｨﾝｸﾞを見せﾉｰｴﾗｰでｱﾋﾟｰﾙした。
本来はこのふたりとも、他のチームならバリバリのﾚｷﾞｭﾗｰとして活躍しているはずの選手だ。
水野・岡本・斉藤もはやくＡに上がって来いよ。

この2日間で気づいたこと、。
加島さん港晴さんとも悪球には絶対手を出さない。
じっくりボールを見たうえで当ててくる。
黒鳥さん・八木北さんは好球必打。
ストライクは見逃さない。
練習試合に四球は不要。
思い切り振るというのが鉄則という感じだった。
ﾁｰﾑｶﾗｰといえばそうだが、どのﾁｰﾑもｱﾊﾟｯﾁのような頭より高い球やﾜﾝﾊﾞﾝﾄﾞを振ったり、
中途半端なﾊｰﾌｽｳｨﾝｸﾞなど全くない。
素振りの差だろうな。

これからは暑い夏に向けて体力勝負でもある。
万全の状態で臨めるよう、自主管理の徹底を呼びかけたい。



2009.06.09  [眠気が・・・] 

今日は昼過ぎから眠くて眠くて。

考えたら金曜日の夜、ＡＭ１：００頃までＰＣをいじくり、
土曜日の朝、５：００起床、愛犬たちに食事をやり、それからまたＰＣをなでまわす。
８：００に集合し、練習試合のために遠征。
相手は強豪で、思い通りの試合をさせてもらえない。
おまけに捕手が負傷し、淀川から清水丘までつれて帰り、
とんぼ返りでまた、淀川まで。
おいおい、ゆっくり試合を見たいな。
１８：００帰宅し、夕食後ＨＰに成績を入力。
２３：００よりサッカー観戦。
これまたアパッチ同様、胃の痛くなるような試合。
勝つには勝ったが、後半戦など自陣でのﾃﾞｨﾌｪﾝｽにﾊﾗﾊﾗﾄﾞｷﾄﾞｷ。
必死で守りきり　「やった～！」
２：００睡眠

５：００起床し、６：３０家を出て、長居へ出発。
ﾘｰｸﾞ戦を2試合消化し、
午後岸和田八木北小学校へ。
強豪相手に善戦するもなかなか勝てず。

１８：００帰宅し、夕食後ＨＰに成績を入力。
その間いろいろなチームから区大会の報告のＴＥＬ．
半分居眠りしながら、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞをたたいていたが、
ついに眼がもたず２４：００ダウン。

休日とは名ばかりのﾊｰﾄﾞｽｹｼﾞｭｰﾙ。
月曜日は会議があったり来客があったりで大忙し、
夜、前日やり残したＨＰを完成させベッドへ。

火曜日、比較的仕事が落ち着き、そして眠気が・・・。



2009.06.10  [入梅]

ついに梅雨入りしたようだ。
われわれにとっていやな季節到来なのだが、
農家にとっては雨は死活問題。
この時期の雨はなくてはならない。
できればｳｨｰｸﾃﾞｰの2日間ほどたんまり降り、
週末は絶好の天気というのが理想。
これだとｸﾞﾗﾝﾄﾞ状態もいいし、農家も安心。
週末期待のお店も安泰。
すべて丸く収まるのだが。
そんなに都合よくうまくはいかない。

１死2･3塁、右方向に転がしてくれさえすれば8割がた点が入る。
（強いチームだとそれでもなかなかむつかしいけれど）
そんなときに簡単に内野フライを打ち上げるやつ。
同じく１死で満塁、痛烈ではあるが内野へのﾗｲﾅｰ。
当然ﾗﾝﾅｰはｽﾀｰﾄよくとびだしﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾚｰ。

内野フライを打つ選手がだめで痛烈なﾗｲﾅｰをうつやつはいいのか。
僕はそう思わない。
五十歩百歩。
いくら痛烈なﾗｲﾅｰを打とうが結果論ではなく
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾚｰになる可能性の打球を打ったらいかんと考える。
そのあたりは指導者により異論はあるとは思う。

でもね、内野フライを取られる可能性は９０％。
しかし、アウトはひとつ。
ﾗｲﾅｰの場合、抜ける可能性は飛んだｺｰｽによるが５０％？
そして、野手の守備範囲でﾗｲﾅｰを取られる可能性は９０％以上。
塁にトスしてｱｳﾄにするのに、送球・捕球でｴﾗｰする可能性は２０％くらいか。
すると、満塁でﾗｲﾅｰを打った時点でﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾚｰになる確率は３６％！

こんどは内野ゴロの場合はどうか。
あたりのよさやコースによるが８０％はアウト、しかし満塁ということで捕球・送球でミスの可能性
はあがる。同時に併殺を狙った場合、捕手・２･３塁手の落球の可能性があり、
うまく捕球できてこんどは１塁への送球、１塁手の落球とミスのﾁｬﾝｽがひろがる。
ここでミスがでてＯＳになりＢＤなら無条件で得点できる。
するとﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾚｰになる可能性は低く、得点ﾁｬﾝｽも断然こちらのほうが高い。
（１死のみ75～80％・ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾚｰ　25～30％・　得点できる可能性　10％以上）

と、まあ理屈をこじつけたが、相手ﾁｰﾑのレベル、こちらの打順によっても全く違ってくるから
今の理論はすべてにあてはまるとは思わない。
でも、とにかく状況を考えず、来た球をうつという意識だけでバットを振ってほしくないということを
言いたかった。
勝ちたいという気持ち、点を取りたいという気持ち、
そのためにはなにをすればいいのかという意識をもってほしい。

（ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞの数字は僕の勝手な値。何の根拠もない）



2009.06.11  [自転車通勤 ]

赤バスの廃止が決まった。
来年末までにはすべての路線がなくなる。
高齢者など市民の足として期待されたが、平均乗車が4人ということで、
空気を運んでいると不評だった。

何億という赤字を生み仕方のないことだと思うが、
わが清水丘にも1年位前から走っている。
ちょうどわが家を周回する感じで,歩いて1分くらいのところに東西に2箇所の停留所がある。
僕はまだ利用したことがないけれど、1度乗ってみたいと思っている。

乗り物といえば自転車がよく売れている。
電動式の自転車などは単車の販売台数を追い抜いたそうだ。
ガソリンがあがり、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車が売れているが、
電動式自転車の普及により、自転車通勤だけでなく、平素の業務用でもむちゃくちゃ増えたそうだ。

そういう僕も自転車通勤組だ。
もう10年以上になるのだろうか。
以前は本町まで約40～45分。
よほどひどい雨以外は一生懸命漕いでいた。
当時はタイヤがよくもって8ヶ月。
自転車も２年で買いかえていた。
夏の暑い頃は、短パンにＴシャツで行き、事務所で着替えて仕事をしていた。

いくら安い電動式自転車が販売されようが、普通の自転車で頑張りたいな。
ぼくがその新式自転車を買ったとき、心身ともに老齢化が進んだときだろう。

2009.06.12  [楽天 VS アパッチ] 

新聞を読んでいたら、男性（55歳）が盗撮容疑でつかまった記事があった。
ええ歳してなにしてんねん。
年齢の55歳は数字で改めてみると、すごい年寄りのイメージだった。
しかしよ～く考えると自分も同じ歳！
ﾜｰｯ、俺ってそんな歳よりやったんか。
すごい暗い気持ちになった。

まあ、しかしいくらお金持ちでも年齢だけは買うことはできない。
歳をとることだけはいかんともしようがない。
とにかく健康に留意し、みんなと協調しながら社会にとりのこされないようにしていかないと。
おっと、歳よりじみたことばっかり言っていると余計に老け込むし、
気持ちの中だけでも若さと活力を忘れないようにしよう。

最近の野球で思ったこと。
春先、あんなに頑張っていた楽天。
昨夜はマー君で勝ったが、
一昨日は１－１５で中日に大敗し6連敗。
マー君、岩隈がいいときは、二人で確実に勝利し、
他の投手もよく踏ん張っていたが、岩隈が調子を落とすと、
先発投手陣も総崩れ。
打線も打てない、守りも守れない。
こうなるといかに知将のノムさんもなすすべがない。

ｱﾊﾟｯﾁもあるよな。
素晴しい内容で強豪チームにいい試合をしたと思いきや、
次の試合では投げれず・打てず・守れず・・・。
どっちが本当のアパッチなの？（下手な方が本当の力と思いなさい）
こういう状態のときの対処はどうしたら。
それが分かれば苦労しない。
ひたすら練習するしかないのだろうか。



2009.06.13  [2・3年後の未来]

このたび、わが清水丘小学校の校庭を芝生化するということが検討されている。
大阪市内でも城東区や住之江区でもすでに実施されたところがあるそうだ。
東京23区でもたくさんの小学校で芝生化されて、まだまだふえていきそうな雰囲気である。
知り合いの府議さんから連絡があり、、いずれ主だったものを呼んで報告会なるものを開くということらしい。
アパッチにとっては土のほうがいいと思うのだが。
最終的には、学校と地域での話し合いになるだろう。
いろいろなケースを考慮して、決めて行きたいと思う。
今日は午前中、小学校で練習。
1～6年生ほぼ全員参加。
５０人以上でこの運動場は本当に狭い。
まず高学年(２３人）と低学年(３１人）にわかれてのランニング。
それぞれ掛け声をあわせ、なかなか壮観な眺めである。
3・4年生の練習を見ていた。
総勢２０人。
選手間の力量の差がかなりある。
投手はいま３人。
ひとりは現状Ａﾁｰﾑでも十分通用している。
内野のｼｰﾄﾉｯｸを見たがなかなかのもので、すでに出来上がった感もある。
あとは個々のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟとﾁｰﾑﾌﾟﾚｰを頑張ってほしいところだ。

2・3年後この選手たちがどういうチームを作っているのだろうか

2009.06.14  [ＶＳ 玉造バスターズ] 

今日はＭＯＳＬリーグでＡもＢも優勝をかけた大一番。
とくにＡは大阪城夏の陣でも本命の玉造さん。
大阪城制覇を目指すアパッチに大きく立ちはだかってくることは明らか。
とにかくエースがしっかりしている。
球ももちろん速いがﾁｪﾝｼﾞｱｯﾌﾟもまぜﾊﾞﾗﾝｽが非常にいい。
ただ涼介に比べ球が揃い過ぎる傾向があるので、そのあたりが狙い目か。
打線はこのｴｰｽ君と長岡ｼﾞｭﾆｱがﾎﾟｲﾝﾄ。
ｼﾞｭﾆｱは5年生ながら思い切りのいいｽｳｨﾝｸﾞでﾎｰﾑﾗﾝを連発。
春の対戦では勝つには勝ったが、ﾗｲﾄｵｰﾊﾞｰを打たれた。
来年が本当に怖い選手。
1～9番まで大きな当たりはないが、ｺﾝﾊﾟｸﾄにうまくあててくる。
下位と侮るとうまく出塁され、1・2番につなげられるとやっかい。

結果、立ち上がりが本当に悪い森涼が先頭にやっぱりの四球。
盗塁に上村がﾄﾞﾝﾋﾟｼｬの送球だったが、ｼｮｰﾄが落球！
そこからﾜｲﾙﾄﾞﾋﾟｯﾁ（ﾊﾟｽﾎﾞｰﾙか？）の連発で失点。
毎度おなじみ、ﾉｰﾋｯﾄで得点をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ。
終わってみればこれが決勝点になるのだからｿﾌﾄﾎﾞｰﾙはこわい。
好調アパッチ打線もｺﾂｺﾂ当てて行ったが、玉造内野陣は固く、くずせなかった。
しかし狙い球をしぼってのﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞは効果があったようだ。

涼介のﾋﾟｯﾁﾝｸﾞについてはあともう一息。
あまり制球が良すぎると持ち味が発揮されず、荒れ球を武器にするのもいいと思う。
ただ直接失点に結びつく暴投・ﾊﾟｽﾎﾞｰﾙを減らす工夫が必要だ。
これからは捕手上村との呼吸を合わすこと、これが一番と思う。

そして打線は好投手から1点をもぎとる、この気持ちをどれだけ強く持てるか。
唯一のチャンス4回1死3塁で4・5番。
なんとかしたかったな。
残念、無念。



知り合いの府議さんから連絡があり、、いずれ主だったものを呼んで報告会なるものを開くということらしい。



2009.06.15  [名古屋の不振]

改めて言うまでもないが、今本当に景気が悪い。
その不況のさなか新型インフルが出てきて、外食産業は一層の被害を被った。
東京・大阪とともに日本経済を引っ張ってきた名古屋も深刻な状況のようだ。
２０数年前、あの不動産バブルのときも、地道に本業のみに励み、
その後のバブル崩壊後の不況も乗り切ってきた。
国内需要がすくなくても外需により稼げたからだ。
しかし、今回のアメリカを中心とする世界経済の崩壊でいかんともしようのない状況になっている。

とくに今回はあの王者トヨタの不振だ。
２兆円もの経常利益を出した会社が、翌年５０００億弱の赤字をだすとはちょっと理解できない。
自動車部品は１台に3万個あるそうだが、そのちいさな部品を作っている会社が何千・何万とあり、
それらの会社ももろに影響を受けているはずだ。

先日名古屋市長に河村たかし氏が当選したそうだ。
氏はなかなかユニークな発想をする人で、民主党でありながら超党派的な考えもあり、
比較的柔軟にものを考えるかただと僕は思っている。
市長の給与を３分の１にしたり、いろいろ抜本的な改革も発表しているが、お手並み拝見というところだ。

それにしてもわれわれの暮らしが良くなるのはいつの日か。
僕が生きているうちに景気の回復した時代が来るのだろうか。
今の世の中の状況を普通と考えたほうがいいのでは。
つくづくそう思うようになってきた

2009.06.16  [他人の花 ]

ソフトボールにしろ野球にしろ、チーム事情でいろいろ悩みがあるものだ。
他人の花は赤いと言われるように、自分のもの意外はよく見える。

おそろしく強いチームがあり、選手もコーチもたくさんいて、
それにグランドがいつも自由に使え、なぜかお金も潤沢にある。
まあそんなチームがあったとする。
ええな、あんなチーム、うらやましいな。
それに比べわがチームは不幸だ。
大概の指導者はそこで終わってしまう。
どうしたらそんなチームに近づけることができるかということを考えない。
まわりの環境が違うのに、自分のことと他人のことを比較しても仕方ないのに。
自己を向上させるためには、今の環境をどうしたら変えるとこができるか。
自分をどう変えたらいいのか、そこから出発しないと始まらない。
自分がすべて正しいと思うのは思い上がりもはなはだしい。

先週は阿倍野区で大会があり、ＯＳＦＬのメンバーでｱﾊﾟｯﾁとも仲のよい晴明通さんが挑まれた。
インフルの影響で6年生の修学旅行が延期になり、大会の2日前というｱﾝﾗｯｷｰな条件。
大会前日の土曜日に練習試合を行ったときも、疲れからか精彩がなかった。
結果、決勝でﾗｲﾊﾞﾙ金塚さんに僅差で破れ、悲願達成はならなかった。

しかし、その夜監督さんからＴＥＬをいただいたときも、その言い訳は全くなかった。
選手の力を引き出せなかった自分が悪いというようなニュアンスで、
いかにもｽﾎﾟｰﾂﾏﾝらしいコメントでとても好感がもてた。。
（僕はどちらかというと言い訳から入る性質だ。直さなくちゃ。）

港区の田中さんといい、この晴明通さんといい、十分市大会に参加できる力量をもつチームだけに
本当に惜しい。
アパッチは幸運にもキップを手にした。
同じような仲間のチームの分まで頑張らなければ、参加できなかったチームにもうしわけがたたない。
勝ち負けでなく、思い切ったプレーを心がけるということ。
もちろん、勝つに越したことはない。
でも勝敗は時の常。
あとで悔いの残さないように。

でも、でも・・・・、やっぱり勝ちたい！



2009.06.17  [個人情報] 

ブログをはじめてまもなく50日。
その間休んだのは3日だけ！
ｱｸｾｽ数も２５００ということは、1日50人ほどの人が見ているわけだ。
自分でも頑張っているなと思うし、コーチや保護者のかたから、
「よく続いていますね。でも毎日そんなによくネタがあるものですね。」と言われる。

別に無い頭を振り絞って考えているわけではなく、その日の出来事を綴っているだけでしんどくもない。
チームのことをもっと書きたいのだけれど、あまり個人名をだせないし、
名前を言わなくてもすぐわかるからちょっといかんなあ。

アパッチのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞではﾒﾝﾊﾞｰ紹介のｺｰﾅｰがあり、全員の顔写真を掲載している。
もちろん入会のときに保護者の了解を得た上でのことだ。
個人情報保護法というのがでたとき、
「個人情報の問題もあるし、もし、●●者が見ていて、こどもが襲われたらいけないので」
という理由で断られたケースも何回かある。
個人情報保護の意味を取り違えられていると思ったが、
まあひとそれぞれの考え方もあるので、何も言わずに了承することにしている。
しかし、チームの基本方針や運営については、こちらサイドにすべて従っていただく。

他のチームでいろいろ運営上のことでトラブルがあるとよく聞く。
みんなそれぞれ言いたいこともあるだろう。
黙っていられないこともあると思う。
しかし、すべてはチームのため、こどもたちのため。
我慢すべきことは我慢しないと。

2009.06.18  [T3兄弟] 

野球は好きだが、おそろしく下手。
いわゆる運動音痴というやつ。
いつの時代でもどんなところにもいる。

アパッチにも以前　Ｔ3兄弟というのが在籍していた。
とにかく下手だった。
打てない、捕れない、投げれない、。
見ていても可哀想になるくらい、どうしようもなかった。
しかし、３人とも途中でやめるようなことはなかった。
みんな最後までやりとげ、無事卒業して行った。
とくに3番目のＳ平は、5年生ころまでどうしようもなかった。
見るに見かねてﾏﾈｰｼﾞｬｰ転向を勧めたが、本人はﾌﾟﾚｰﾔｰを希望し頑張った。

卒業するころにも、決してうまいとはいえなかったが、
代打で出て素晴らしいヒットを打ったり、
守備について、今までだったら到底捕ることができなかったﾎﾞｰﾙをうまくさばいたり、
小さいころの彼を知っている人はみんなびっくりした。
「あのＳ平がこんなになったんか」

つくづくｿﾌﾄﾎﾞｰﾙの指導者を続けてよかったと思った。
人間それぞれ成長のしかたはいろいろ。
でもかれの伸び率は計り知れないものだった。

それからはその子の能力を表面上だけで判断しないようにしている。
ちょっとしたアドバイスで子供たちは飛躍的に伸びる。
その手助けをしてやるわれわれがしっかりしないといけない。
うまい選手を教えるのは楽だし面白い。
でもそうでない選手を教えたあとに待っているのはもっと素晴しいことに違いない。

こどもを教えるということは自分を戒めることに他ならない。



2009.06.19  [連帯責任]

近大ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ部員が強盗事件をおこし、ボクシング部が廃部となった。
ぼくは近大出身でもないし、ボクシング部でもない。
ただの第3者である。
しかしこの処置についておかしいと思うことがある。

事件をおこして逮捕されたのが近大の学生でボクシング部。
だから責任をとって本人は無期停学、これは当たり前だ。
ボクシング部の総監督が辞任、う～ん？
そしてボクシング部廃部！？
捕まった学生がボクシング部の場合、それが運動部だったら廃部になるというのが理解しづらい。
それ以前に近大は責任をとらないの？
たとえば大学を廃校にするとか？
そんなことはできない。
じゃ、この学生のいる学部をなくす？
それもできない。
じゅあ、ゼミは？
・・・・・・・。
結果、部を廃部することにより、責任をとったことにしよう、かな？

彼（彼ら）がﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞ部や物理研究部だったらどうする？
文科系クラブだったらどうなるのか。
今回、犯行とボクシング部になにか相関関係があったのかな。
伝統の近大ボクシング部に憧れて入学し、自分には関係ないところで事件が起き、そして廃部。
そんな選手もいると思う。

高校や大学の学生がなにか不祥事を起こした場合、それが運動部だったらその部は廃部とか、
なにかの大会を辞退するという理屈はどうなんだろう。

プロ野球やＪﾘｰｶﾞｰこそそれで飯を食っているのだから、
こういうケースに重い処置を科するというのは当然だ。
でも学生は成長途中でまだ大人になりきっていない。
すべて連帯責任という教えはちょっと無理があると思うのだが・・・。



2009.06.21  [う～ん！？]

午前中はいきいき活動で練習。
48名の参加。
守備練習中心の高学年の練習を見ていた。
何か違う。
どこかチグハグ。
打球が飛んできてﾎﾞｰﾙの方向に移動し、ｷｬｯﾁしそして投げる。
言ってみれば別に考えなくても誰もがする動き。

しかし、やはり違う。
味方の投手は今日球が走っていず、引っ張られる可能性が大きい。
それに相手打者は体の大きな4番打者。
そして外野はベンチの指示でライン際を守っている。
そういったことを考え、いつもより三遊間を詰めて守ろう。
内野手は頭の中でそれらを瞬時に考え動かねばならない。

実際は小学生レベルでそれを実行するのは難しいと思う。
でも頭の片隅でいいから考えることができたら、ソフトはもっと面白いと思う。

守備だけでなく、ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞでも同じ。
本当はそういったことを考えなくても身体が勝手に反応し、
動いてくれるようにならなければいけないのだが。

午後からＯＳＦＬ公式戦で川辺ドンマイズさんとの1戦。
ここしばらくは負けたことがなかった。
しかし、今日は午前中の違和感が的中。
ﾋﾟｯﾁｬｰ森涼は5回で１５ｱｳﾄのうち１３個の三振を奪った。
まさしく、ﾐｽﾀｰｱﾝﾀﾁｬﾌﾞﾙ。
しかし、結果0-4の敗戦。
いつもながら、四球・盗塁・エラー・暴投が２回に集中、１安打で４失点。
打てず・守れずの負け試合。
特に15アウトのうち飛球アウトが7！
来た球にバットを振り回すだけの工夫のない打線。
う～ん、試合を減らし、もっと練習に専念するか。

2009.06.22  [宮参り]

今日は朝から宮参り。
長女に待望の長男が生まれ、本来は先月の予定だったが、
例の新型ｲﾝﾌﾙの影響でのびのびとなっていた。

まず、住吉大社の近くで写真撮影。
さすがプロ、うまく瞬間をとらえて写していく。
２０～３0分、わいわい・がやがやヤスタジオで大騒ぎ。
そして大社へお参り。
うちのベービーはだれに似たのか　おもいきりのｼﾞｬﾝﾎﾞちゃん。
結局ずっと僕がだっこ。
途中何組かの宮参りｸﾞﾙｰﾌﾟにあったが、どこもおばあちゃんと思しき御婦人が,
きれいな着物にくるんで抱いている。むさいおっちゃんが抱いているのはわがｸﾞﾙｰﾌﾟのみ。
このｼﾞｬﾝﾎﾞちゃんの未来に幸いあれ、わが残りの人生にも福が残っていますように。
わずか２００円のお賽銭で思い切り頼み込んだ。

午後から学校で練習。
今日は雨とあきらめていたが、バリバリの上天気。
久しぶりにゆっくり練習も見れた。
昨日の守備の乱れから、そのあたりをじっくり調整。
同時に送球、走塁、・・・・・。
こうやって見ていると、わがﾁｰﾑもそこそこのﾚﾍﾞﾙには達している。
あとは技術より、精神的な部分だと思うのだが。



2009.06.22  [夢の６０’年代] 

僕は最近あまりＴＶを見ない。
というか、見る時間がない。
ｱﾊﾟｯﾁのＨＰやブログの更新が忙しく、ＴＶどころではない。

先日平塚八平衛のﾄﾞﾗﾏをやっていた。
２夜連続ドラマで視聴率も２０％という高視聴率であった。
例の吉展ちゃん事件がおこったのが昭和38年。
僕が小学校の4･5年生の頃。
当時は遊びたい盛りのいちばん強いとき。
授業が終わり、2時半ころから4時くらいまで校庭で｛宝踏み｝、｛Ｓケン｝、｛ドッジﾎﾞｰﾙ｝・｛ﾜﾝﾊﾞﾝ野球｝。
日によりメニューは違うが、同じメンバーでどろどろになるまで遊びに遊んだ。
先生や校務員のおっちゃんに追い立てられ校門を後にし、家に帰り玄関にカバンを置き、速攻公園へ。
またまた同じﾒﾝﾊﾞｰで続きを再開。
くたくたになって家に帰り、母にどなられながら手を洗い、食事。
8時頃銭湯に行き、9時くらいまでＴＶを見ることを許され、就寝。
あくる朝、あわてて時間割をし、学校へ。
そんな生活だったよな。

今のようにｹﾞｰﾑはないし、ＭＤやＩＰＯＤなんてものもない。
ちいちゃなﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｰﾗｼﾞｵがあるくらい。
マンガも買うお金がないので、貸本や友達のを借りたりしていた。
しかし、楽しかったな。
なにが不自由か分からず、あるもので十分と思っていた時代。
ｸﾞﾛｰﾌﾞやバットがなくても、1個10円の柔らかいﾎﾞｰﾙがひとつあれば20人くらいの悪ガキが楽しく遊べた。
魔法のランプやﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙがあって、もう一度戻りたい時代といわれたら、即座にこの時代と答えるだろうな。

夢の６０’年代よ永遠なれ！

2009.06.23  [マイナス・ゼロ]

最近めっきり小説を読まなくなった。
昔は3日に1冊のペースで乱読していた時期もあった。
活字に疎くなったのかな。

僕のいちばん好きな小説は広瀬正の「マイナス・ゼロ」。
三国志とならんで読んだ回数はおそらく50回をくだらない。
ひとことで言うとタイムトラベルの話なのだが、この作品の面白さはとても言葉では表現できない。
古きよき昭和初期のﾉｽﾀﾙｼﾞｰ豊かな描写がなんともいえない。

氏の作品には「ツィス」「エロス」「タイムマシーンの作り方」「鏡の国のアリス」「T型フォード殺人事件」など
若くして亡くなったので、現存する作品は少ない。
しかし、どの作品も氏の頭の良さがよく分かり、素晴しいと思う。
特に「マイナス・ゼロ」は1回読んだだけでは絶対理解できない。
読めば読むほど内容について新発見することがでてくる。
本の好きな友人や寺子屋時代の生徒たちにも大いに薦めた。

この小説をドラマ化できないものかな。
内面的な描写が多く、映像の世界では表現しにくく、
TVドラマとしては不向きなのかも。
しかし、主人公 東山紀之・長澤まさみ で絶対ヒットすると思うのだが。



2009.06.25  [勝敗の帰趨]

６月もあとわずか、ということは平成21年度も半分が過ぎようとしている。
歳とともに月日のたつのが早く、今の1年は小学生の頃の1ヶ月くらいのように感じる。

仕事が忙しく、週末のｱﾊﾟｯﾁもｽｹｼﾞｭｰﾙがいっぱいつまっている。
とにかくアパッチは、9月の大阪城決戦に向けての調整。
これがいちばんの重点課題。
毎週各区で代表チームが決まり、気運もじょじょに高まってくる。

今の段階で何ﾁｰﾑかがすでに優勝候補としてあがっている。
しかし、本当の勝負はこれからの暑い2ヶ月。
どれだけ体力をつくることができるか。
どれだけ個人のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟをはかることができるか。
その個々の力をまとめあげ、チームプレーとして発揮できるか。
投手の精神的な安定感・充実感、などなど。
そういったもろもろの要素をクリアーし、
決戦当日に子供たちが１００％力を発揮できるようにもってこれるか。
そこに指導者の手腕という大きな要素があると思う。

はっきり言って、試合中の作戦が勝敗に占める比重はわずか、と僕は思っている。
監督のだしたｻｲﾝにすべて反応できることはないし、
またすべて実行できたからといって勝負に勝てるとは決まっていない。
逆にﾊﾞﾝﾄのｻｲﾝを見落とし、ヒットを打ってそれが決勝点ということもある。
ひとつのエラーが勝敗を決めるなんてことは日常茶飯事。
自分で考え、自分で動けるようになることがうまくなる、強くなる秘訣だと思う。

2009.06.26  [麻雀放浪記] 

麻雀の話。
小学校の２年生頃に麻雀を覚えた。
家に牌と麻雀本があって、難しい漢字がたくさん書いてあり、読むのが大変だったが、
絵で覚えた記憶がある。
高校に入って、一丁前に腕に自信のあるやつが集まってジャラジャラやったが、
ほとんど負けることはなかった。
最近は麻雀もﾏｲﾅｰに追いやられているが、僕らの学生時代は雀荘にたむろしている輩も多かった。
しかし、関係する本はまだ少なく、大橋巨泉と五味康介の本くらいだったように記憶する。

２０歳前のころ、偶然書店で「麻雀放浪記」という本を発見した。
読んでみたらむちゃくちゃ面白い。
麻雀中の描写にいろいろ戦術とか考え方が書いてある。
新世界の麻雀屋に飛び込んで「ブー」をうちに行ったりは絶対しないこと。
僕は肝に命じた。
麻雀にプロがいることは知っていたが、僕らとは横綱と序二段くらいの差がある、と知った。
作者は阿佐田哲也、雀聖と呼ばれた人だ。
このひとは本名色川武大、自分の小説のモデル(坊や哲）だ。
他に登場人物はドサ健・出目徳・女衒の達・上州虎など兵ばかり。
中学もおそらくろくに卒業していないと思うが、小説のなかの心理描写などすばらしい。
麻雀を知らないとこの小説は読みにくいだろうが、すこしわかる人なら文句なしに感動するだろう。
ついでに言えばこのｼﾘｰｽﾞは全４巻。
続いて「新麻雀放浪記」「麻雀狂時代」などたくさんある。
もうひとついえば麻雀の戦略書はたくさんあるが、氏の「Ａクラス麻雀」がケタ違いにＮＯ１．
しかし残念ながら僕の本は友達に貸しているうちいくえ不明になってしまった。

どの道にもスペシャリストはいる。
ここまでの域に達するともはや神の領域。
どんな世界でもいい、そういう世界をのぞきたいものだ。



2009.06.28  [親父]

世間一般にいやがられていた親父。
それがちょっと変わってきているらしい。
父の日に関する意識調査で親父を尊敬しているというのが、
中学生で52.1%、高校生で61.1％だったらしい。　
少し前なら考えにくい数字で、この不景気な世の中で、
一生懸命働いている親父を見ての感謝の気持ちの表われと考えられる。
しかし、親父を結婚相手の理想とするかという質問に対しては、
どちらとも言えないというのを合わせると70％をこえるらしい。

私にも娘が二人。
ともに大学を卒業し、就職し、そして結婚もした。
高校・大学のころはやはりあまり会話はなかった。
もっとも生活リズムがちがうので、いっしょに食事をするのも週末くらい。
唯一、進路や就職のような大切な岐路に当たったときはじっくり話し合ったかな。
しかし、二人の娘と家内とは3人姉妹のように仲良く、服もお互いに着まわしあっていた。
わたしにとってそれが心の安定を作ってくれていた。
景気が悪く、仕事上でいやなことがあっても、家に帰って自分の家庭が明るいというのがなにより。
どれだけ救われたことか。

歳とともに親父は頑固になる。
でも、好かれなくともいいから、嫌われるような親父にはなりたくない。

2009.0628  [最近の体たらく]

港区の田中子供会さんとのＯＳＦＬ公式戦・練習試合があった。
３試合を行い全敗、あらかじめ予想されたとおりの見事な結果。
昨年・一昨年もまったく同じで、区大会を終え６月中旬から７月中旬の間、これがアパッチ？という
体たらくだった。
なぜか、ひとつの目標だった区大会を終えほっとしたこと。
他のチームが区大会をまじかに控え、上昇中であること。
などなど、まだいろいろ要因はあると思う。

OSFLに関しては今年は昨年の城北さんのような絶対的なチームはなく、
全チームの力が接近していることがもっとも大きな要因。
でもアパッチにとり、いちばんはっきりしていることは自チームに問題があるということ。
今回の敗因もはっきりしている。
毎回同じようなものだが、その欠陥を克服するための練習をしていかなくては進歩しない。

いずれにしてももう一度振り出しに戻り、９月６日にＴＯＰに持ってこれるようにしたい。
あと２か月、いまさら１０００本ノックや素振り１０００回なんてのはどうかと思うし、
選手個人が今の自分をどう思うか、どうしたいかということが大事



2009.06.30  [総裁候補] 

東国原知事の総裁選候補発言。
いろいろな観点からさまざまな論議を呼んでいる。
しかし自民党大物代議士の「あほらし」発言等を聞いていると、
了見の狭い人が多いなと感じている。

知事はｲﾝﾀﾋﾞｭｰに答え、「私を総裁候補のひとりとして認めることができるなら
自民党から出馬することを考える」と言った。
この言葉にはいろいろな意味合いを含んでいると思うが、
総裁にしてくれるんならやる。してくれないならやらないといっているんじゃない。
と、僕は解釈している。
地方の力をもっと中央に認めさせ、改革していくためには一介の議員では無理。
だから総裁クラスの立場になって動いてみたい。
その気持ちが冒頭の発言になっているとぼくは解釈している。

そんなことも考えずに、顔を洗って出直せのようなことを言っているのは、あなたが出直せと言いたい。
別に東国原氏を支持したいと思っているわけではないが、
氏の発言に対し、「なかなか言いよるな。じゃおいでなさい。じっくり議論しましょう。」
それくらいのことを言う余裕もないのか。

昨日のTVでもそれ以後、自民党より回答がないということであった。
楽しみだな。
いずれにしてもその回答が今度の選挙に少なからず影響をもつことははっきりしている。
氏を自民党から出馬させることにより主導権を握ろうというもくろみが、かえって墓穴を掘りかねない。

僕自身は政権与党の自公応援の立場は崩していない。
ただ、今のような状態が続くなら、一度野に下り民主のお手並み拝見も面白いかなとは思っている。

2009.07.01  [撞球]

ビリヤードというゲームがある。
どちらかというと、世間からはあまりよく見られていないゲームだ。
しかし、このゲームがぼくはこの上もなく好きだ。

もう３０年以上も前、はまりにはまった。
１年３６５日で３５０日はゲームしていただろう。
毎月１６日に開催された十六夜会（いざよいかい）。
総理大臣杯という大会に出場し、何位か忘れたが段位もとったし、
あちこち飛び込みで、道場荒らしみたいなこともやった。
もう時効だから話せるが、胸ポケットに札束を入れて３０時間撞きっぱなしというむちゃをやったことも。
ぼくの負けず嫌いというか勝負度胸はそのころ培われた。

ホームグランドは天王寺のアポロビル６階。
同年代のひとなら覚えている方もおられると思う。
「あ～あ、あのときのやつか」
べつに悪いことはしていない。
そういえば、弟子みたいな子もいた。
北や南あちこち徘徊した。
仲間でプロになったやつもいるし、今もビリヤード場を経営しているやつもいる。

これもやってみると奥が深い。
１０年ほど前にもちょっとブームになったとき、ケーブルＴＶでよく試合が放映されていた。
日本の高橋・フィリピンのレイズ・ブスタマンテといった選手が毎週見れた。
いつものとおり、その道のスペシャリストはすごいなあと思う。
もう一度、あの体が燃えるような勝負をしてみたい、でも身体が言うことを効いてくれないだろうな。



2009.07.02  [横綱相撲] 

将棋の名人戦。
羽生名人、２勝３敗と先に郷田９段に王手をかけられたが、
そこはさすがに王者。
６戦目を取り、最終戦に持ち込む。
天下分け目の大一番はあっさりと序番の駒得をそのままに、
挑戦者の戦意を無くさせるような戦いで投了。
80数手という比較的短い手順で投了というのは、ソフトでいうコールドみたいなものか。
挑戦者がどうのこうのというより、やはり羽生名人を称えるべきだろう。

スポーツ界では横綱相撲という表現がある。
むかしむかし、双葉山という大横綱がいた。
この横綱の決まり手でうっちゃりというのがすごく多かった。
十分相手に仕切らせ、相手の間合いで立つ。
したがっていつも相手より一呼吸遅い。
ゆえに攻め込まれてからの反撃のためうっちゃりが多くなる、というわけだ。
実際の横綱相撲とは、相手に十分仕切らせても、決して相手に相撲をとらせず、一方的にやっつける。
いわゆる格が違うと感じさせる勝ち方。

最近は違う。
横綱でも大関でも下位と対戦するときでも、相手は無視して、自分のペースで仕切り、
どうどうと待ったもするし、変化もする。

ソフトボールで横綱相撲のような勝ち方はできるのだろうか。
わがアパッチはどんな強いチームが相手でも、あまりそうでもないチームにも同じような戦い方しかできない。
だから強豪チームに善戦したかと思うと、普通の子供会チームに負けたりする。
横綱になれないなら、9-6大関より大物食いの前頭筆頭が楽しいかも。

2009.07.03  [頑張れ！　サブロウ！！] 

犬を３匹飼っている。
３匹ともシーズー犬だ。
マロン（１４歳）・サブロウ（１３歳）・ラム（１１歳）。
マロンとサブロウが夫婦。
ラムが娘。
みんなそれぞれいいお歳である。
しかしマロンはいつまでもお母さんだし、ラムはいつまでも子どもだ。
たえずマロンはラムをなめまくり、自分の食事をラムに与えようとする。
ラムはときどきマロンのおっぱいをなめにいったりする。
パチンコに興じ、車に子供をほったらかしにし死なすアホ親ども。
すこしは見習え。
その点、サブロウは男。
いつも仲間はずれ。
犬も人間も男はさみしいよな。
男同士仲良くしようぜ。

サブロウは３年くらい前から耳が聞こえない。
しかし食欲旺盛元気いっぱい。
ところが昨年春から右目が見えず、平衡感覚がおかしくなってきた。
そしてついに昨日左目も・・・・・。

あわてて医者に連れて行ったが、視神経がやられているからなあ、とお医者さん。
しばらくしたら慣れてくるから、それまで辛抱。
最近涙線のゆるいぼくは涙が止まらず。
しかし医者から帰ったサブロウはちょっと落ち着いたか、食事をし、水をのみ、おしっこ、うんち。
ひととおりフルコースを終えるとやすらかに寝息をたてていた。

聞こえなくても見えなくても、鼻は人一倍（いや犬一倍）利くんだ。
サブロウ頑張れ！
あと何年生きられるかわからないが、我が家に飼われてよかったと思えるような一生を送らせてやりたい。



2009.07.05  [晴れのち雨]

今週のアパッチ
7/4（土）田島小学校さんにお邪魔する。

1試合目（Ａ）黒川が故障で、斉藤・水野のﾊﾞｯﾃﾘｰ。
練習ではとてもいいﾋﾟｯﾁﾝｸﾞをしているが、なかなか試合で発揮できていない。
今日も立ち上がり制球に苦しんでいる。
ﾗﾝﾅｰを出し、やっと打ち取ったと思ったﾋﾟｯﾁｬｰﾌﾗｲを2度も落球し、
自分で自分の首を絞める。

それにしても打線がいくら控えが中心といっても5年生。
言い訳できない。

2試合目（Ｂ）
期待の4年生ﾊﾞｯﾃﾘｰ、森純・細川。
春先、Ａでも登板していた森純。
しばらくﾋﾟｯﾁﾝｸﾞの練習をしていなかったせいか、球にきれが感じられなかった。
6年生にﾎｰﾑﾗﾝを打たれ、それで目が覚めたか腕が振れだした。
最終回、4番にすわる4年生の大砲細川の、ﾗｲﾄ線への2塁打から2点を奪ってのさよなら勝ちは見事だった。

３試合目（ＯＳＦＬ公式戦）
やはり公式戦となると独特の雰囲気がある。
5年生当時からライバルの森涼 ＶＳ 翔大君。
お互いに立ち上がりが勝負と思っていたが、
4番竹中の2点ﾀｲﾑﾘｰで2点を先制したｱﾊﾟｯﾁに対し、
その裏、内野安打と2四球の２死満塁をものにできなかったﾌｪﾆｯｸｽ。
ここで勝負が決まったか。
点数ほど差はなかったが、押せ押せのアパッチに後手後手のフェニックス。
流れを変えることができず、フェニックスにとっては納得できない敗戦だったろう。

アパッチにもこういう敗戦が最近多い。
いったんリードするとすばらしい雰囲気で試合ができるのだが、
逆の展開になると、跳ね返すことができない。
精神力をもう少し養わないと、ﾁｰﾑ力が接近したﾁｰﾑに以外ともろさをだす。

7/5（日）ＭＯＳL
Ａリーグで長居カブトさんに敗れる。
これなどもろにアパッチのもろさを露呈した試合内容。
速球といってもそれほどではないし、チェンジｱｯﾌﾟといっても玉造や昨年の松原ｶﾞｯﾂのｴｰｽに比べれば・・・。
初回の３失点が重くのしかかり、自分のﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞが全くできず完敗。
これでＭＯＳＬは優勝どころか、３位入賞も逸してしまった。
また出直し。

森涼のﾋﾟｯﾁﾝｸﾞについては、僕はよくなっていると思う。
とにかく立ち上がり。
そして崩れだす寸前の間合い。
この２点さえ気をつければなんとかなる。

打線。
４番竹中が打てば勝つ。
これははっきりしている。
本人の気持ち次第かな。
マークがきついのを跳ね返せるようになればもう１ｽﾃｯﾌﾟ成長できる。
頑張れ！カズ！！



2009.07.06  [サブロウ　アゲイン]

奇跡か。
サブロウの目が見えている。
医者に連れて行って注射（かなり液がいっぱい入っていたらしい）をうち、
そして薬もたくさん・・・。
もとから悪い右目は仕方ないけれど、左目がかすかに見えているよう。

電気が暗かったり、朝の起き抜けは見えづらいようだが、でも見えている。
サブロウよかったな。
急に元気になり、朝４時くらいから
「腹減った～！めし～めし～」
またまたうるさいサブロウに戻った。
そんなうるさいサブロウがこの上もなくかわいい。

でもこの幸せもいつまで続くか。
おそらくまた見えなくなる日がくるに違いない。
そのときにオロオロすることがないように覚悟はしておかなくてはいけない。
サブロウ、とにかくよかったな。
うるさく吠えまくれ。

2009.07.07  [かき回しコーチ]

かき回しコーチという言葉があるかどうか分からないが、
ある仲のよいチームの指導者から相談を受けた。

日ごろあまり顔を出さず、たまに練習試合や大会になるとやって来て、
ﾜｰﾜｰうるさく采配に口出ししたりする。
そのくせ、準備や後片付けは知らん顔。
当然審判などする気もない。
おまけに陰で批判的なことを言いまくっている。

スポーツだけでなく、子供会やいろいろなﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ組織にもいるんだな。
元会長とか代表ということで先輩つらする御仁が。
あんたはいったい何者？

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙの場合、たいがいは子供会組織であるわけで、
だれもが会員であればひとこと言いたいというのはわかる。
でも、言うだけならだれでもできる。
言うならやれ、やらないなら言うな。

わがアパッチは全く逆。
こどもがアパッチに属していないのに、指導者として頑張ってくれている人が
１・２・３え～っと４かな。
みんなお願いしなくても率先して、ノック・配車・整備・審判・写真撮影・用具の修理・・。
だれひとり文句も言わずお手伝いしてくれる。
うちは恵まれすぎているな



2009.07.08  [2か月を切って ]

7月に入り市子連大会まで2ヶ月を切った。
そろそろ大会当日までの計画を立てる時期が来たようだ。

当日にベストの状態に持ってくるには。
逆算すると７・８週間前（２ヶ月前）にどん底を意識し、
５・６週間前にある程度おのれの力を再認識し、
３・４週間前に感じだけでも上昇を意識する。
そして3週間まえに上向きかなという兆候があり、
1･2週間前にいい感じに持っていく。
そしてついに当日TOP。
そんなうまくいくわけないけど、もともと力のあるﾁｰﾑではないのだから、
状態だけでもﾍﾞｽﾄに持っていかないと大願成就できるわけない。

もちろんまだこれから２か月。
監督・コーチそれぞれ思うことはあると思う。
技術的な面で直していかなければならないことや、習得しなければならないことはいっぱい。

総監督としては、精神的な面を鍛えたいと思っている。
本当は２・３日でもお寺に籠り、禅でも組んで鍛練したいところだ。
ちょうど２５・２６日に一泊旅行で金剛山に登る。
夜に１時間ほど真似事でもしてみよう。
って言うか、稲川淳二ばりのこわ～い話でトイレに行けなくしてやろうか。
いや～っ、楽しみだな。

2009.07.09  [序盤の無駄な失点] 

大阪城決戦に向けて、昨年ベスト４の旭区以外でそろったようだ。
ほぼ順当な顔が勝ち上がり、大きな番狂わせはないようだ。
いちばんの理由として、勝ち上がる第１条件は投手を含めた守りが安定していること。
第２に、１日に数試合こなさねばならず、複数の投手がいるか、
または驚異的な体力があるかということ。
第３に、精神的な強さ、プレッシャーをはねのけることができるかどうかということ。

そういった諸条件をクリアーできてやっと区代表になることができる。
これは大阪城での戦いでも同じ。
２・３のチームを除いては、各チームにそんな大きな差はない。
しかし大会が始まると、同レベルのチーム同士の対戦でもｺｰﾙﾄﾞ試合がある。

どこでこの差がでるのか？
初回にエラーなどで３点ほど取ると、取られたチームはこれ以上失点したくないと
ますます守りに固さがで、エラーを重ねる。
勝っているチームはますます調子に乗り、普段以上のﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞができる。
市大会では先取点をとったチームが圧倒的に勝率がよい。
このあたりはデータを見るまでもない。

わがｱﾊﾟｯﾁは初回の失点が多い。
投手の立ち上がりが悪いということだ。
点を取られたあとは、人が変わったようにいいﾋﾟｯﾁﾝｸﾞをする。
そのあたりが予選の１･２回戦の課題だ。
序盤の無駄な失点を防げ（１点くらいはしかたないと思う）
これがさしあたってのスローガン。



2009.07.10  [ものは考えよう]

今日は朝、いつもよりずいぶん早く、6時すぎに家をでた。
雨が降ることは分かっていたので、一応傘をもってはでた。
昼休み、ちょっと仕事が立て込んで、13時30分ころ近くの麦丸（セルフうどん）へ。

僕は早食いにかけてはちょっとしたもんで、地域の運動会でも負けたことが無い。
今日も実質食べている時間は5分くらいか。
きつねうどんを食べ気分よく帰ろうとしたら「傘がない」
井上陽水の歌ではない。
今日に限ってちょっといい傘をもってきたもんだから、怒りも極限に達しそう。

傘を持ってきていなかったのか、それとも白い透明の傘を持ってきて、
僕の上等（？）の傘にチェンジさせたのか。
そういえば、傘たてには白いビニールのものがいっぱいあった。
「ちくしょー」腹たつな～。
すべてあとの祭りであるが、腹のむしがおさまらない。

昼からはもう仕事もする気になれず、ムカムカしていた。
どういう神経を持った奴かな。
今度雨のときに、この店で僕の傘を見つけたらどうしてくれよう。
いろいろなことを考えていたら、後日の雨降りが楽しみになってきた。

いやいや、ちょっと待て。
またいい歳して血の気の多いことを考えてはいけない。

ちょっとした錯覚で、同じ傘と間違えて持って帰ってしまい、
会社について気がつき、明日返しに来て謝ろうと思っているかもしれない。
今度行ったら、わび状そえてきっとマイアンブレラが戻っている。
そう考えたら落ち着いた。
ふ～っ。
ものは考えようだ。



2009.07.11  [善戦健闘] 

今日は練習試合で淀川に遠征。
西三国連合さん、言わずと知れた大阪でもＮＯ１と評判のチーム。
春先2大会連続優勝。
淀川区大会でも決勝まで無失点、予選１・２回戦で準エースがﾉｰﾋｯﾄﾉｰﾗﾝ、
準決勝・決勝とエースで完封とすきがない。

ここ数試合不甲斐ない試合が続いているアパッチにとっては
逆に思い切っていける試合かもしれない。

１試合目、初回相手ﾋﾟｯﾁｬｰに3安打をぶつけたがまずい走塁で無得点。
これがあと後尾を引く。
エース森も３回までﾊﾟｰﾌｪｸﾄに抑えてきたが、4回先頭打者に初の四球。
これで調子が狂い、ﾊﾟｽｰﾎﾞｰﾙ連発で失点。
そのあと2連続四球などで2点目。
5回も2四球に内野安打で1失点。
打線は5安打を放つも要所を抑えられ無得点。
0-3の完封負け。

２試合目Ｂチーム、2点を先行されたが、3回集中打で逆転。
先発斉藤、実践不足で簡単に四球をだす悪い癖がでたが、何とか2失点に抑えた。
4回から当番の森純、4年生とは思えないﾏｳﾝﾄﾞさばきで失点を許さなかった。

3試合目、2回にﾚﾌﾄ線のﾎｰﾑﾗﾝ。
4回に暴投・野選などで2失点し、この時点で0-4。
だがこの試合は粘った。
5回須多のﾎｰﾑﾗﾝで2-4。
須多らしい球足の速い素晴らしい当たりだった。
しかし、反撃もここまで、
最終回も4番竹中にﾋｯﾄがでたが後続を断たれ、万事窮す。

今日も防げた失点はたくさんあったが、これが力の差。
総合力でまだまだ差があると感じた。
投手がすごいと聞いていたが、投手だけでない。
捕手・内野・外野すべてうまかった。
ｱﾊﾟｯﾁとしては善戦健闘だったと思うが、大阪ＮＯ１になるためには乗り越えなくてはならない大きな壁。
もうひとランク上の守備力とチェンジアップ対策。
いずれにしても課題がはっきりしているのだからやり易いはず。
頑張るぜ！



2009.07.12  [OSFL   VS 城北ユニオンズ]

ＯＳＦＬ公式戦　ＶＳ 城北ユニオンズ
昨年ことごとく苦渋を飲まされ続けた相手
今年は６年生がいない。
しかし、３・４・５年生で編成し、たまに１・２年生が出てくるが、
下級生と侮っていると足元をすくわれる。
とにかくよく訓練されている。
訓練という言い方は大変失礼だが、小さい選手でも甘さがない。
われわれ子供会レベルのチームとしては目標としたいチームである。

１試合目  初回眞崎のヒットからあっさり先取点をとり、
先発森涼も１・２回に四球をひとつだしたものの４Ｋを奪い好調な出足。
しかしやはり３回に落とし穴が・・・。
１死後、四球ヒット四球の満塁から、１塁前にｽｸｲｽﾞが２回。
ともになんなくさばけるあたりを２回ともエラー。
このあたりアパッチのあまさがでた。
アウトにしてやろうという気持ちが見えず、アタフタとするばかり。
３回に眞崎・森涼の安打で１点。
４回に浅田の２塁打・北の内野安打などで逆転をしたが、モタモタした勝利。

２試合目  城北さんはもともと６年生がいないため１試合目とほぼ同じメンバー。
ｱﾊﾟｯﾁは２塁に村上・３塁に中橋・捕手に細川と４年生をスタメンに５年生メンバー。
先発斉藤は相変わらず先頭打者に四球をあたえる苦しいﾋﾟｯﾁﾝｸﾞ。
しかし今日は外野へ飛ばされることはなく、よくしのいだ。
３・４回活発にバットが振れだし、安藤のﾎｰﾑﾗﾝなどで大量点をあげ、最後は森純が締めた。

３試合目  ｱﾊﾟｯﾁは４５学年制。
立ち上がり眞崎・岡橋・森涼の３連打であっさり先取点をあげる。
しかし攻撃陣がめだったのは初回だけ。
上位と下位がつながらず得点できない。
森涼はこの試合も３Ｂをだしたが、大きな崩れはなく完封できた。

なんとか勝ちこすことはできたものの、さすが城北さん。
学年を感じさせない低学年の動きは、見本としたいものだ。

2009.07.13  [祭り]

昨日・一昨日と若松神社の祭りがあった。　　　　
子供の頃の祭りの記憶といえば、祖父母にもらったお小遣いをもって、両親と行くことが多かった。
たこ焼き・リンゴ飴・輪投げ・のぞきからくり（？それはないか）  たのしかったな。

今の小中学生は、友達同士で行く子がほとんど。
巡視ということで２０：３０に行った。
待ち合わせの社務所前では、小・中学校のPTA役員、各校下の青少年指導員、
連合子供会、等々たくさんのボランティア団体の面々が詰め掛けていた。

境内はたくさんのガキ、いや子供たちで大賑わい。
今年は土･日ということで例年以上の人出であった。
昔は特攻服を着た、見るからに悪そうな暴走族風の高校生や、茶髪にアロハの少年がいっぱいいた。

われわれの腕章を見ると、挑発をせんばかりの視線を投げかけてきていた。
われわれの役目はそんなかれらの存在は無視し（僕には無視できなかったが）、
地元のまじめな子供たちを守ってやることだった。
今まであまり大きな問題や事件がなかったのも、地元のそういった団体のおかげだと思う。

僕が印象に残っていることは、10年以上前、あるお店で見知った子が店番をしているのを発見したこと。
こどもたちがワイワイいろんなお店を楽しげに見て回る。
こんな楽しいひとときはない。
そんななかで、家の仕事とはいえ小学生がひとり「あてもの屋」の店番をする。
なんともいえない空虚というか、焦燥というか言葉で表現できないものを感じた。
その夜の祭りは僕にとって楽しいものではなかった。



2009.07.14  [人事部長発言]

世界の有名ホテルの関係者でｱﾝｹｰﾄしたところ、お客で最も評判のいいのが日本人だそうだ。
きれい好きで礼儀正しく、物静かというのが理由。
逆に最も評判の悪いのがフランス人。けちで無礼、外国語をはなそうともしない、らしい。

ぼくはちょっと裏を読んでしまう。
確かに日本人は礼儀正しい面はあると思う。
だが外国人に弱い（いろんな意味があるが）という1面がある。
英語もろくにしゃべれないのに、わけもわからず「YES」と言ってしまう。
そういえば「NOと言えない日本人」ていうベストセラーもあった。
そのあたりが扱いやすいと思われているのでは？

たしかにフランス人はプライドが高い。
でも、学生時代に交流のあったフランス人男性はすごくいいやつだった。
まだまだ会話力が乏しい私に対し、噛み砕くような落ち着いた口調で、
それでいて馬鹿にしたようなそぶりも全くなく、話しかけてくれていた。
ディスコなどもよく一緒に行った。
気になったのは、香水（オーデコロン？）の匂いがきつかったことくらい。

外交問題でも同じ。
新聞・ニュースでしか知識がないから、本当は違うかもしれない。
でもなにか、アメリカや大国の顔色を見ながらの発言が多いように思う。
自分の置かれている立場や考えを、十分表現できていない。
外務大臣の重要性。
少なくとも１８５cm以上の身長があり、英語力も日常会話は楽勝、
そしてハートの強い男性。
そういった大臣の就任をお願いしたいと思う。
本当は総理もそういう条件をクリアーできればいいと思うが。
勝手な人事部長発言でした。

2009.07.15  [そんなもんかな～] 

先週の土曜日、以前コーチとして頑張ってくれていたKさんが来てくれた。
彼の息子君も（KO君）アパッチのメンバーだった。
僕はこどものｿﾌﾄを見るようになって25年になる。
KO君はそのなかでも運動能力という点ではピカ１だった。
とにかく小学1年でありながら十分レギュラーとしても通用していたし、
その勝負根性というか、負けん気はだれにもおとることはなかった。

4年生でセンターを守り、5年生からバリバリの遊撃手。
とにかく試合でもかれのところにボールがいけば一安心という感じだった。
彼が卒業してからは、そのあとを守る遊撃手が見劣りするのは当たり前。
しかししかしである。
Kさんにそのことを言うとびっくりしたような顔で、
村上さん、それはいまの選手をしょっちゅう見てるからそう思うんですよ。
私から見たら、いまの選手は僕のいたころに比べて数段上のレベルだし、
息子よりいまの内野手のほうがずっとうまいです。
私は今日、ひさしぶりにアパッチの練習を見て、本当にレベルが上がったなと感心しています。
練習試合の相手をみても、あの当時と今とぜんぜん違うでしょう。

僕はびっくりした。
確かに土曜は西三国さん、日曜は城北さん。
むかしなら、練習相手などお願いしても断られそうなチームばかりと今対戦させていただいている。
区大会を勝つのにヒーヒー言っていたチームが、今は大阪城制覇を狙っている。
知らないうちにアパッチも上達していたのかな。
そう考えるとすこし嬉しくなってきた。

とにかく今年はわずかだがチャンスはある。
むつかしいかもしれないが、狙えるなら狙いたい。
アパッチのみんな、しんどいかもしれないけれど、ついて来いよ！



2009.07.16  [暗い経済界] 

政界の話題は、たとえば大阪だったら橋下知事を中心にいろいろ広がるし、
宮崎県ではあの東国原知事、そして永田町では麻生総理のわけが分かったような、
分らんような政策・答弁も結構面白い。

しかし経済界の話題は暗い。
とにかく景気が回復する兆しがなく、中小企業だけでなく上場企業でも今や正社員にまでリストラの
波がやって来ている。
ある日突然、上司から「明日から来なくてもいい」と言われて、気絶した４０代男性。
会社に抗議しても「仕事がないから給料も払えない。どうしようもないんです。」
そう言われても、こっちにも家族を養わなければいけない。
負けたらいかん、と言い返す。
しかし、会社側もひとりの人間に粘られる時間の余裕もない。
とにかく、来ても給料払えませんから、ご理解ください。

これはもうどこまで行っても平行線。
日本のいたるところでこういう紛争が起こってるらしい。
４０歳をこえてリストラされ、まだ子供は中学生、これから高校・大学とお金のいる時期。
働く気持ちがあっても雇ってくれるところがない。
２０数年働いてきて、今更違う業種といってもなかなかつぶしが利かない。
しかし家族を養うためにはそんなことは言ってられない。
草むしりでも、力仕事でもなんでもします。
それでも職く場がない。

なんとかという給付金もいいけれど、こういう雇用対策も考えてもらわないと日本の未来はない。
頼みますよ、東国・・いや麻生さん、いや今度は誰？

2009.07.17  [目指すはジャパネットたかた]

最近、朝６：３０頃出勤している。
なにかやることがいっぱいあって、そのくせもともと残業が嫌い。
早朝、電話もならない静かな環境で仕事するほうがはかどる。

だから4時ころに睡魔が襲ってくる。
そして5時に腹が減ってきて・・・。

6時半～7時に夕食をとり、HP・ブログ更新して
9時ころ休憩し、ストレッチ・腹筋・・・。
風呂にはいり10時ころから12時までPCにむかう。

毎日ほぼ狂いのない健康的な生活。
食欲も旺盛、体も元気。
今の自分に不足しているもの、現金以外は物欲はない。
精神的にもサブロウの目の心配以外はない。

今は手がけている通販の仕事を軌道に乗せること。
そしていつか「ジャパネットたかた」を追い抜くこと。
まだまだ勉強せねばならないし、やることもいっぱい。
人間することがないということほどつらいことはない。
いまの自分の環境は恵まれている。
頑張らねば！



2009.07.18  [アックン]

３連休の初日。
残念ながら仕事。
会社から帰ると、長女夫婦と篤仁（あつと）君が来ていた。

篤仁君、長女のﾍﾞｰﾋﾞｰ・ﾎﾞｰｲ、平たく言えば孫。
栄養満点なのか、３か月で7.8kg（平均で6kgくらい）というから、かなりのデカベービーだ。
今日は１００日の「お食い初め」という儀式があるそうで、
正式にすると大変なので簡単に用意したみたい。
お箸で鯛をつまみ、口に持って行って食べる真似。
「はい、終了。」
準備に１時間、本番１分。

身体が大きいわりにまだまだベビーフェイス、おまけに首がすわっていない。
だっこするのも重くて大変。
しかしなんといっても、これからしばらくはこのベービーを中心に家族は動く。
ハイハイできたといっては喜び、ちょっと熱があるといっては悲しみ、
歩いたといっては親戚中にふれ回る。
ちょっとぽっちゃりのプリンス君、早く大きくなってほしいような、
このままでいてほしい気もちょっぴり。

2009.07.19  [5・5こどもｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ]

のびのびになっていた5・5子供ソフトボール大会の決勝トーナメントがあった。
出場メンバーの学年合計が４５学年制という面白い大会。
アパッチは参加３年目になるが、連続で決勝トーナメント進出を果たしている。
各チームいろいろ作戦をたて、ノーマルだと４・５・６年生が３人ずつというのが多い。

今年は2チーム参加し、Ａチームが６年・３年・２年生
Ｂチームが４年・５年という布陣。
ともに予選を２連勝で突破したが、Ｂチームは決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ初戦で強豪私市さんに0-3で敗退した。
Ａチームは初戦を長居カブトさんに僅差で勝ち、その後雨で順延となり今日を迎えた。

第１試合北田辺さん。
今季のＭＯＳＬでも苦杯をなめさせられている。
迫力はないが、選手・ベンチ・応援団一体となって盛り上がるまとまりのある好チーム。
立ち上がりさえ間違わなければいけそうと思っていたが・・・。

やはり初回、3Ｈ・2Ｗ・2Ｅと悪い予感が的中４失点。
しかしその裏、眞崎・森純の2ﾎｰﾑﾗﾝで追いつき振り出しに。
2・3回と塁上をにぎわし圧倒的に押したがあと１歩が出ず、同点延長ﾀｲﾌﾞﾚｰｶｰに。（この大会では
無死満塁からという変則ルール、制球に難あるｱﾊﾟｯﾁにとってはしんどい！）
４回ともに0.
５回２点を取られたが（ﾉｰﾋｯﾄ）、その裏２点を返し粘る。
６回不運な内野安打・Ｐ・Ｗ・Ｂと３失点し(この時点で90分経過）刀折れ矢尽きた。

安打数だけで見るとアパッチ１０に対し北田辺５。
しかし、肝心のところで内野フライを打ち上げる我がチームに対し、
相手は確実にたたきつけるﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞが効果的だった。
それにこの試合に関しては四球の差。
[0-6]この差は大変大きかった。

いずれにしても決勝で玉造さんに勝利し、大阪城へのはずみをつけるというのがもろくも崩れた。
優勝はやはり玉造さん。
本日３試合で無失点と万全。
強いチームとは安定感のあるチーム。
玉造さんおめでとうございました。
でも、大阪城であなたを破るのはアパッチです。



2009.07.20  [迫田杯清水丘ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会]

昨日からどの天気予報を見ても雨。
ということで、朝4時30分に目覚めたが雨が降っているし、
迫田杯は中止にしないといけないだろうなと思い、
追悼セレモニーだけは体育館でやって・・・、といろいろ考えていた。

迫田杯は、去る4/4にお亡くなりになられた初代監督迫田氏の追悼大会。
今のアパッチがあるのは彼のおかげといっても過言ではない。
とにかく情熱家、子どもが好き、ソフトボールが好き。
本当に惜しい・・・。

6時30分学校到着。
体育館で放送設備の確認をしながら、雨が降っている空をうらめしげに眺めていた。
8時30分、セレモニーの準備が終わる。
空がだんだん輝いてきた。
ひょっとしたら。
とりあえず降るまでやろう！
全員でアパッチお得意のコート整備。
そして試合を開始した。

1試合め、迫田氏の３女のどかちゃん(中３）の所属する南大阪ｻﾝﾀﾞｰｽ VS ｱﾊﾟｯﾁｼﾞｭﾆｱ
森涼のﾋﾟｯﾁﾝｸﾞが素晴らしく、0-0のまま最終回、
須多の目の覚めるようなﾚﾌﾄｵｰﾊﾞｰの２塁打などでさよなら勝ち。

そのあと、ｱﾊﾟｯﾁ全５４選手を４チームに分けてのﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦。
高学年（5・6年）の紅白戦。
そしてﾊｲﾗｲﾄ、１～４年生の紅白戦など。
保護者のかたも大勢観戦に見えられ、とても楽しい大会で、迫田氏も天国で喜んでくれていると思った。

そしてもっと嬉しかったのは、歴代のコーチやＯＢ・保護者ＯＧたちがたくさん来てくれたこと。
なつかしい顔に会えてさながら同窓会気分。
迫田氏の人柄、人徳によるものだ。

みなさん、今日はありがとう。
㈱サコダの関係者のかたがた、本当にお世話になりました。
これからもずっと、迫田氏のことを忘れず、こどもたちは努力し続けてくれると思います。
そしてこの大会を今後もずっと・・・。



2009.07.22  [ ライバル伝説 「 天才江川 VS 雑草西本 」 ] 

先日、２０世紀名勝負　ライバル伝説・・・光と影「いつもおまえが憎かった」というＴＶ番組があった。
小谷美可子・中田ヒデ・松坂大輔といったスポーツ選手のなかで、
江川卓と西本聖の組み合わせがあった。

現役時代からあまり仲がよくないとは聞いていた。
かたや超エリート、かたやドラフト外入団の苦労人。
ちょうど長嶋と野村のような関係だ。

高校時代からｽｰﾊﾟｰｽﾀｰでドラフトでうまくいかず法政大に入学。
そして２度目のドラフト直前に例の「空白の一日事件」
あの記者会見でも「そう、ムキにならないで・・・」という発言で、ますます視聴者に悪い印象をあたえた。
しかし、それからの活躍はすごかった。
あの天才落合博満に「ｵｰﾙｽﾀｰで対戦したい投手？江川しかいないだろう！」って言わしめた、
天才・怪物江川。

かたや西本聖。
同年のドラフト１位は定坊こと定岡正二。
しかし、そこからあの負けじ魂を発揮しレギュラーを勝ち取った、雑草西本。
そんなとき江川の入団。
「あいつが入団すると自分の居場所がなくなる、ふざけるな！入ってくるな！」
そりゃ面白いわけがない。

その後、巨人投手陣の柱となった二人、そのライバル意識は加速していく。
ブルペンでも、互いに譲らず、どちらかが止めるまでピッチングを止めない二人。
食事はもちろん、新聞や雑誌などの取材でも頑なに2人での取材を避けた。
相手の試合を見る時には　奇しくも、二人とも、
「打たれろ！負けろ！」と心の中で叫び続けていたという。
二人とも「相手が負けた後に自分が勝つことで、自分の価値が上がる」と言い切る。
「エースは　たった一人だけ！」という強烈なプライドの表れだ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＴＢＳ番組紹介より抜粋）

しかし、このライバル意識がふたりの技術を相乗効果となって高めていく。
結局９年後江川の引退後、西本もその闘魂あふれるピッチングも影をひそめ、
しずかに巨人を離れて行く。

スポーツだけでなく、勉強でも仕事でもライバルの存在は大きい。
目標を高い位置に持っていき、いつも自己の向上をはかることがいかに大事か。
今の自分に満足するようになれば人生おわり。

アパッチの選手諸君、チーム内だけでなく他のチームでも目標としたい選手はいっぱいいるぞ。
そして、自分も目標とされる選手になることを目標にするのもいいことだよ。
そのためになにをすればいいのかじっくり考えよう。



2009.07.24  [楽しい ＞ しんどい] 

大体僕はものごとを考える場合、あまり目先のことをいうより、
どちらかというと長期展望を見る性質だ。

明日のことより、５年後１０年後の自分はどうなっているのか。
明日の１万円より今日の１０００円というけれど、ほんとうにそうなのか。

アパッチのｽｹｼﾞｭｰﾙでも２・３ヶ月先を睨んで計画をたてている。
今は９月６日の大阪城しか見えていない。
毎年、大阪城のあと調子を崩す。
ほっとするのか、目標がなくなるのか、気合が入らない。
１１月ころ翌年の卒業記念大会に向けて再始動する。

しかし、今年は少し違う。
５年生以下も目の色が違うし、ﾚｷﾞｭﾗｰ陣もﾋﾞｯｸﾞな大会がまだまだ続く。
特に３･４年生もやる気満々。
ジュニア大会も例年以上に多く、今のアパッチの陣容ならそこそこやれそう。
そのためにも、他の強豪チームに比べて練習量の少なさを質でカバーしないといけない。

先日の迫田杯。
トーナメント戦もよかったが、
１～４年生の紅白戦はとても面白かった。
両チームの投手はともに３年生。
どちらもいい球を投げ、四球もあまりなくしまった試合。
2年生の女の子が佐藤の球をﾌｧｰﾙしたり、
同じく1年生の女の子が1塁ゴロをさばきアウトにしたり、
保護者も1球1球に拍手が鳴り止まなかった。
だいたい他のチームで低学年の紅白戦ができるところなんてあまりないだろう。
この時点ではどこのチームより進んでいるのだが。

問題はここから。
楽しむソフトもいいが、勝つソフトをいかに浸透させるか。
厳しさが足りない、という外野の声も聞こえている。
しかし、低学年にはこの限られた時間でやれることを精一杯やり、
ソフトを思い切り楽しませてやりたい。
４年になればいやでもしんどい練習が待っている。
楽しくなけりゃスポーツではない、僕はこの姿勢だけは崩したくないと思っている。



2009.07.26  [雨にも負けずの一泊旅行] 

7/25・7/26夏の一泊旅行
週間予報でもずっと雨。
当日何とか曇り状態で出発。
行く先は金剛山。

観光バスを利用したのだが、なんと行きで運転手さんが道を間違えるというｱｸｼﾃﾞﾝﾄ。
というか、プロとしては恥ずかしい醜態。
予定より約1時間遅れ、しかも山道をくねくねしたおかげで、乗り物酔い者が続出。
しょっぱなから暗雲がたちこめる。

バスの降り場からみんなで登山（というほどではないけれど）
1時間の山登りは少ししんどかったが、楽しかった。
着後すぐうどんうち教室。
みんな初めての経験でとても面白かった。
昼ごはんはそのきつねうどん。
なかなかうまかったね。

昼からは残念ながら雨模様。
宿泊施設[香楠荘]の大広間・娯楽室で遊ばせてもらう。
夜、みんなでバーベキュー。
初めに炭酸系ドリンクを飲んだおかげで、食が進まないものが多かった。
しかし、おいしい肉にみんな大満足。
これはいつもの松原ガッツさんの石川さんにお願いした、あの「うまい肉」。

キャンプ場に場を移し就寝。
雨・風が強くなり、テントも揺れていた。
２時・３時・４時３０分とテントを巡回。
みんな風などもろともせず熟睡していた。

日曜日、昨日の豪雨がうそのように快晴、とまではいかなかったけれどまあまあの天気。
探検ラリー・ピザつくり・大道芸などもりだくさんのイベントを体験し、
帰りはロープウェーで下山。
バスのなかは疲れからかほとんどみんな寝ていた。

２日間を通し、あまりお天気には恵まれなかったけれど、
本当に楽しい旅行だったと思う。
僕としては夜、スタッフでのﾐｰﾃｨﾝｸﾞがとてもよかった。
コーチそれぞれの考え方を知ることができ、これからのアパッチを運営するにあたり、
とても参考になった。

そして今回お世話になった[香楠荘]のみなさんがた。
かなり無理なお願いごとをしたにもかかわらず、いやな顔ひとつせず、
また空いている部屋をお借りしたり、あまった食材を冷凍処理してくださったり、ありがとうございました。
スタッフのみなさん全員が本当ににいいかたばかり。
個人的にまた来たいという意見もいっぱいありました。

さあ、これから心機一転、9/6に向けて出発だ。



2009.07.28  [タイムトンネル]

今日、会社で昔見たＴＶドラマの話題で盛り上がった。
てなもんや三度笠とか月光仮面なんかが中心だったが。
ぼくが押したのは邦画では「ジャガーの目」・｢風小僧」このあたりはかなりﾏﾆｱｯｸかな。
洋画では「スーパーマン」「タイムトンネル」
「タイメトンネル」はなんどか再放送されたが、若い人はほとんど知らないだろう。
広瀬正の「マイナス０」のように、僕はﾀｲﾑﾄﾗﾍﾞﾙ系が好きなのは、このタイムトンネルがきっかけだ。

「若き科学者ダグとトニーはこの開発途上のﾀｲﾑﾄﾝﾈﾙに送りこまれたまま、
過去と未来をさまよう放浪者となってしまった。」という名セリフで始まるこのドラマ。
まだ未完成のこの機械に誤って送り込まれ、過去や未来をｱﾄﾗﾝﾀﾞﾑにさまよう。
おもしろいことに、その行く先々が歴史上の大事件が起こる寸前ばかりで、
この２人がその事件の主人公となって働く。
しかし、未来（１９６０年代の現在）ではちゃんとその歴史に綴られた結果となって残っている。
もちろん、ダグやトニーの名前はでてこない。

タイタニック号の沈没寸前やﾘﾝｶｰﾝ大統領暗殺計画だとか、紀元前のあのトロイの木馬作戦など。
そうそう、日本を背景にしたものもあったらしいが、第２次大戦にまつわる真珠湾や硫黄島の話で、
日本では放映されなかったらしい。
小さいながらアメリカという国のｽｹｰﾙの大きさに度肝を抜かれた。
このドラマはいろいろ問題がありＤＶＤ化はむつかしいそうだ。
しかし今でも十分楽しめる内容だけに、ｽﾀｰﾄﾚｯｸやスパイ大作戦のように、
いつかは復活し、またリニューアルされるであろう。

できれば日本版を製作したら面白いと思うのだが、
ただ日本の場合、現代と過去の服装（洋服と着物）・頭髪（昔はちょんまげ）の差があり、
そこをどうとらえていくかが難点。
まあ僕がﾌﾟﾛﾃﾞﾞｭｰｻｰでもなんでもないのだから、そんなことで悩む必要もないが。
しかし、もういちどじっくり見てみたい。

2009.07.30  [なつかしきヤングナツメロ]

昔の話題でＴＶや漫画のこと以外にやっぱり歌がある。
最近のあの早口言葉のような歌詞にはついていけず、
また、どの曲を聴いても同じように思うのは私だけではないと思う。

たしかに、中学生時代に一世を風靡したｸﾞﾙｰﾌﾟｻｳﾝﾄﾞ。
当時両親から「何言うてんのかわからん、女みたいな髪の毛して」とよく言われた。
まあ、自分がその両親の歳になって、その頃の両親の発言が理解できる。

しかし、60年～70年代はよかったな。
まず歌詞がいい。
こころに染みるあの詩。
曲も歌いやすいあのメロディー。
10年ほど前、ヤングナツメロというジャンルでその当時の歌が再燃した。
むかしのカバー曲がでまわったのもその頃から。

好きな歌手はいっぱいいたが、元祖御三家では西郷輝彦。
ほかに「骨まで愛して」の城卓也　。
歌では断然、日野てる子の「夏の日の想いで」。
まだまだ言い出したら１００曲ではおさまらない。
そして「初恋の人」の小川知子。

中学時代、あの夜のヒットスタジオでのﾚｰｻｰ福澤幸雄との悲劇のロマンス。
その思いを胸に泣きながら歌った「初恋の人」
小川知子、可愛かったな。
そよ風みたいにしのぶ　あの人はもう　わたしのことなどみんな　忘れたかしら～
恋に恋した中学時代を思い出す。
あの頃の仲間、みんなどうしているのだろう。



2009.08.01  [梅雨は明けたの？] 

今年は8月に入ったと言うのにまだ梅雨が明けていないらしい。
そして週末によく雨が降るので、いろんな大会が予定通り進まず、
関係者が大変苦労している。

雨よ降るな、降るのなら平日にしてくれ。
でないと予定が狂う。
頼む！

今日も雨の予報。
小学校で朝からＰＭ3：00ころまでﾛﾝｸﾞの練習のチャンス。
どこまでもつかなと思っていたが、最後まで大丈夫だった。
ラッキー！
有意義な練習ができた！？

ＭＯＳリーグもいよいよ大詰め。
Ａはすでに3敗しているため、他力本願で3位のチャンスがあるのみ。
今回は好不調の波が激しく、残念だった。
前半の山場、杉の子さんに勝った段階で優勝を意識したが、その後は尻すぼみ。
負けた試合はいずれもミスによる失点がほとんど。

Ｂは今全勝。
しかし、同じく杉の子戦で、投手以下3年生の練習とばかりの起用が引き分けにおわり、
これがあとに響いた。
もっとも、最終戦の玉造戦に勝てば文句なしの優勝。
ﾍﾞｽﾄﾒﾝﾊﾞｰが揃えばいい試合になりそう。
.頑張れ、アパッチ！！
がっぷり四つに組んで、堂々とした試合にしたいもんだ。

2009.08.03  [友] 

7/30・31・8/1と住吉大社の祭礼があった。
「すみよっさん」で親しまれ全国でも有数の参拝客を誇る。

7/31に青少年指導員の巡視活動の日。
２０時に集合し、周辺を巡回。
例年、僕は補導員という肩書もあるため、１０時すぎ頃までうろちょろしている。
今年は、巡視後仲間たちとの懇親会に向かった。。

今回は青指ＯＢも参加しているため平均年齢は５０歳を超える。（１人２０代がいるが）
いつもながら楽しい懇親会（実は単なる飲み会なのだが）だ。
当然仕事はバラバラ。
サラリーマンあり、自営あり、社長もいれば、部長も課長もいる。
ＪＲもＮＴＴもいる。
誰も会社や家庭の不満を漏らすやつなんかいない。
会社関係の飲み会だとこうは行かない。

どうしたら自分の町会をよくすることができるのか。
どうしたら子供たちを幸せにできるのか。
そんなことばかり話している。
そして年に２・３度みんなで旅行に行く。
ｷｬﾝﾌﾟやｽｷｰ・お寺巡りなどなど。
今は毎週末のｱﾊﾟｯﾁとこの旅行が楽しみの生活。

つくづく僕はこういう仲間に恵まれているなと思う。
なにか行動をおこす時には、みんな「いざ、鎌倉」ごとく集まってくれる。
ぼくにはなにも取り柄もないし、自慢できるものはない。
しかし、「友」・「仲間」　これはみんなに誇れるものだ。



2009.08.15  [柳の下の・・・] 

8/1・2の2日にわたり墨江丘中学校にて中学生の校外ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会が開かれた。
毎年8月の第1土・日に行われるこの大会は、
中学校の校外行事で各地域の町会単位でチームが編成される。
以前は清水丘で12～13、墨江で14～15で、全体で25～6チームという状態だった。
今は諸事情で全部で16チームくらい。

子供の多さなどで昔は墨江地区のほうが優勢だったが、
最近はｱﾊﾟｯﾁでの経験者が多いせいで清水丘地区が断然強い。
この暑い時期男の子はまだいいとして、女の子はどちらかというとイヤイヤ。
喜んで参加しているのは、運動が大好きな女の子くらい。

今年は予想どり、一昨年のエース高岡の１北町会の圧勝。
ＰＴＡに混じって投げて、大人でも打てないのだから、当然と言えば当然。
去年も、大阪市の大会でもほとんど打たれることはなかったそうだ。

高岡といえば現役時代
４年生まではどうしようもない選手だった。
守れず、投げれず、パワーがあるがバットにあたらず。
レギュラーにはほど遠い。
しかし、４年生の２学期ころからはじめたピッチャー。
あれよあれよというまにとんでもないエースに。
対戦相手のチームにも評判よく、清水丘の高岡といえば誰もが知っていた。

そんな彼も中学２年。
クラブは水泳部に属している。
今年もこのソフトボールでは、住吉区を勝ち抜き、ブロック大会、大阪市大会でも活躍するだろう。

アパッチでも高岡のごとく、２匹目のどじょうを狙い、隠れた逸材の発掘に懸命だ。
しかし、やはり努力に勝る天才はいない。
かれも人１倍努力をした。
現役選手諸君、高岡もなにもせずに上手くなったんじゃないよ。
かげの努力、忘れてはいけない。

2009.08.07  [立秋]

やっと梅雨が明けたと思ったら、もう今日は立秋。
ことしは夏は来なかったの？
別に海に泳ぎに行くわけではないけれど、
夏の終わりと言うのは、物悲しい気分になります。

いまはもう秋　　だれもいない海　　知らん顔して　人が行き過ぎても～
トワエモアの歌（これもずいぶん古いけれど）にもあるけれど、
夏のおわりは寂しいですね。

おっと、こんなセンチな気分に浸っていてはいけない。
雨や行事でずいぶん実践から遠ざかっている。
来週は、お盆特訓強化練習試合や龍華・玉造という強豪との練習試合が待っている。
そして大阪夏の陣まで1ヶ月をきった。
ここでぶざまな敗戦をすると、ちょっと黄信号。
ここは内容もさることながら、勝ちにこだわりたい。

しかし、お盆ということもあり、ベストのメンバーでは臨めそうにない。
アパッチ得意の豊富なメンバー（？）でのりきりたい。
やれるかな？
いや、やらねばならない。

明日、明後日とじっくり練習。
おいおい、天気予報は日曜日また雨。
こら～！



2009.08.09   [窮鼠猫をかむ] 

今日は朝からじっくり学校で練習と思いきや、雨！！。
おとなしい私といえども、しまいにゃ怒るぞ。
大阪城で優勝でけへんかったら、雨のせいやからな！
って言ってもみんな同じ条件か。
午前中に止んでくれたら、昼から出来るんやけどな。

とにかく9月以降のｽｹｼﾞｭｰﾙを調整したり、
ﾒﾝﾊﾞｰ・監督・ｺｰﾁの編成をしたり、いろいろやることはある.
大阪城夏の陣のあとも大会は続く。
すべての大会に最低目標として予選の突破。
もちろん上位進出。
5年生チームも同じく予選の突破。
そして4年生以下はジュニア大会での優勝。

と、まあ前向きな話題ばかりで、とても楽しいのだが、
他のチームでのいろいろな問題点が浮き彫りにされてきた。
日頃あまり来ない父兄（コーチ）のおせっかい。
組織としての子供会との温度差、などなど・・・。
なかなか解決策が見つからないまま、チームとして失速しかねない内部事情。
私にはそのひとつひとつにｱﾄﾞﾊﾞｲｽできる立場ではないし、またその策もない。
ただ、だれもが自分の立場での主張だけで、相手の事情というか、
考えを把握できていない、またしようとせずに主張を貫いている気がする。

とにかく、相手　7：3　自分　の立場で話し合う。
とことん論破して議論すると相手は「窮鼠猫をかむ」
この姿勢を忘れなかったら、きっと解決できる方向に進めると思う。
しかし相手の立場で話し合うというのは難しいだろうな。

2009.08.11  [手前味噌]

清水丘の最大行事の大運動会。
今年は１０月１１日（日）におこなわれる。
土曜日（8/8）に青指と子供会の合同会議があった。

今回、数をかさねて２９回目になる。
雨で流れたことがあったからかれこれ３０年。
僕は第１回から運営に携わっている。
種目も半分くらい変わったかな。

いろいろな他の地域の運動会に行き、
参考になる競技とか、運営方法なんかを偵察に行った。
しかし、手前味噌ながら、うちに勝る大会にお目にかかったことがない。
開会式からはじまり、閉会式にいたるまで、国体に負けない組織力。
その運営に携わる100人以上のひとのまとまり。
誰も自分勝手に動かず統率された団結。
こどもから老人まで楽しめる20数種目の競技のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ。
数え上げたらきりがない。
ぜひ、他の地区のかたにも見に来てほしいと思います。

ここまで来るにはいろいろ紆余曲折もあった。
しかしその大変さをみんなしっているからこそ今の状態がある。

ほんとうにこの清水丘という地域はすばらしい。
さあ、ことしもどんな感動が待っているか。
これから2か月忙しくなるぞ。



2009.08.12  [休みがない]

今日からお盆休みというところもあるようだが、
朝は結構道が混んでいた。

今年もお盆休みはなさそう。
通常通りの土・日の休みのみ。
しかし、仕事があるというのがベスト。
働けるうちは働いたほうがいい。

今週は土曜日にお盆特訓強化練習試合。
大阪市内の有力校が集まり、さながらプレ大阪夏の陣。
ｱﾊﾟｯﾁはＡ・Ｂで６試合。大丈夫かな？
でもどのチームもﾍﾞｽﾄﾒﾝﾊﾞｰじゃないので、手の内のさぐりあい。
夜は盆踊り。
１０時すぎまで巡視が待っている。

日曜日は龍華さんに招待をうけての練習試合。
しかし、相手は龍華さん以外に、玉造ﾊﾞｽﾀｰｽﾞさんと庭代台ｻﾆｰｽﾞさん。
ゆっくり調整させていただこうと思っていたのに、
大変しんどい練習試合になりそう。
でも、ぜいたくは言ってられない。
こんなメンバーで１日遊ばせていただけるなんて・・・。

アパッチもずいぶんﾒﾝﾊﾞｰが欠けるけれど、残りの選手で頑張らなくては！
この２日でクタクタになりそう。
そういえばその夜も盆踊りの巡視。
いつ休むね～ん！

2009.08.14  [泥臭く] 

明日は久々実践練習。
1日6試合（A・B合わせて）のﾊｰﾄﾞｽｹｼﾞｭｰﾙ。
雨は大丈夫やろな！

メンバーはちょっと欠けるけれどそれはどのチームも同じ。
どれだけほかのメンバーをカバーできるか。
どこまで自分のプレーができるか。
その試合に集中し、持てる力を100％発揮できるか。

今更こまかいことを言っても仕方がない。
ことここに至っては大きな視点で考えたい。
とび抜けた選手がいないのだから、全員野球あるのみ。

完封勝ちできないのだから、1・2点の失点を悔やむことなく、
泥臭く3・4点を取りに行く。
振り逃げでもいい、ｽﾘｰﾊﾞﾝﾄﾞもいい。
格好よくても負ければ意味がない。
これから9/6まで勝ちにこだわるぞ！



2009.08.17  [お盆特訓強化練習試合] 

8/15(土）お盆特訓強化練習試合
昨年につづいての催し。
今年は大阪城進出ﾁｰﾑが５ﾁｰﾑ揃った。
いつものとおり審判講習会をおこなう。
今回参加者は30人を超えていたが、みんな真剣。
質問もあとからあとから出て、予定よりずいぶんｵｰﾊﾞｰした。
やっぱりこういう機会をもっと作らねばいけないな。

３面に分かれて試合開始。
お盆ということもあり、どのﾁｰﾑも主力選手が何人か休んでいる。
控え選手にとっては絶好のチャンス。暑いけれど弱音をはかずがんばれ！　

この日はｴｰｽ森涼が好調。
いつもの四球・暴投が少ない。
眞崎・竹中という主力が欠けていたが（打順は１・４番）、残ったﾒﾝﾊﾞｰはよくﾊﾞｯﾄが振れていた。
黒川が故障のため、斉藤がＡで投げたが、重い球を有効に使い、失点を最小限に抑えていた。
あとはハートの問題だけ。
森純も相変わらず４年生とは思えないﾏｳﾝﾄﾞさばきで、
Ａ・Ｂ両方で活躍、非凡さを発揮していた。
ということで、今日は上出来の６連勝！
ピッチャーが安定していれば、打線好調のｱﾊﾟｯﾁはこわいものなし？？

毎回ＯＳＦＬのこういった行事は盛り上がる。
おまけに最低３試合できて、相手もいいし、審判講習会があり、なにより参加費無料。
自慢じゃないが、最高！

2009.08.19  [この感触を忘れることなく] 

8/16（日）、前日の好感触をそのままにと、龍華さんに乗り込んだ。
着くやいなや雨。ここでもやっぱり天気が邪魔を～！

しかし２０分後には何とか止んで試合開始。
入らな～い、ストライ～クが。ひさびさの１０四死球。
龍華という名前に負けたのか、いやいやこれはｳｵｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ不足に他ならない。
とにかく朝一の試合、これが最重要課題。

２試合目玉造さんとのＢ対戦。
白熱した好試合。
最後はｲｯﾍﾟｲ君にやられた格好だが、
安藤・岡本が欠けていた分、打線に厚みがなく打てなかったのが敗因。

３試合目、庭代台ｻﾆｰｽﾞさん。
初回、森涼の２塁打、須多・大北のﾀｲﾑﾘｰで先制。
しかしその後打てず、逆に３回この回さえ抑えれば大金星という意識からか、
先頭に死球、次打者も四球。
またまた悪い癖が・・・。
４番にレフト前のへんな当たりの２点ﾀｲﾑﾘｰ。
最終回ちょっと球が上ずり決勝点を奪われた。
しかし、森涼は強打のｻﾆｰｽﾞ打線に押し勝っていた。
このピッチングを忘れるなよ！

その後龍華Ｂ、城北戦と勝利し終了。

昼のカレー、ﾃﾞｻﾞｰﾄのかき氷とごちそうになった。
氷を３杯食ってるやつがいたな。

この２日間、アパッチにとって大変有意義なものであった。
この感触を忘れることなく本番でも持てる力を発揮できれば面白いと思う。
さあ、明日は抽選会。
黄金の左手を見せてやる！



2009.08.20  [夏の陣抽選会]

ついに相手決定。

今日は大阪夏の陣の抽選会
２年前の初出場のときは、右も左も知らないチームばかり、
しかし３回目の今回は半分以上は対戦したことのあるチーム。
塩草・田島・安立・西三国・玉造・大道南・鶴北・港晴・
金塚・今川・関目・・・。
アパッチも成長しているよな。

そして今回初めて６年生の希望者（７人）を連れて行った。
新今宮駅で待ち合わせ、それから環状線で森の宮へ。
６時３０分到着。
２３チームのうち８番目。

よび抽選はＮｏ６．
本抽選は今日誕生日でもある総監督のわたしの黄金の左手で。
だが、１回戦はよりにもよって、アパッチと１番仲の良い田島ﾌｪﾆｯｸｽさん。
う～ん、もっと戦いやすいチームがいっぱいあるのに。
そして次は、港晴子供会さん。
これは超強豪。

会場からどよめきが、
１回戦で西三国さんと玉造さんがあたった。
これは大変。
ひとごとながら、両監督、両ﾁｰﾑの選手たちの顔がひきしまった。
つぶしあいという嬉しそうな顔した別のチームの監督。
強豪とあたり、黙り込んだ監督、さまざま。

ブロックによりかなり差がある今回の夏の陣。
どう見ても両サイドに強豪が集まり過ぎている。
Ａ・Ｄﾌﾞﾛｯｸはしんどいな。
しかし、公明正大な抽選。
あとは頑張るしかない。

帰りの車中、岡橋監督と作戦会議。
いろいろ話し合ったが、その間６年生たちの話題は遊ぶことばかり。
緊張感のないやつらやな。
そこがこいつらのいいとこか。

とにかくあと２週間と少し。
やるっきゃない！



2009.08.23  [白鷺大会] 

8/23白鷺大会
昨年はＡチームがベスト８、ジュニアの部が準優勝という結果だった。

今年はＡチームとして、６年生と５年生の2ﾁｰﾑをｴﾝﾄﾘｰ、そしてｼﾞｭﾆｱの部と全部で３ﾁｰﾑも参加した。

朝から配車が１０台、コーチが10人、保護者が10数人という大所帯。
いつも御協力ありがとうございます。

結果はＡで6年生ﾁｰﾑが1勝1引き分け、星田さんとの1戦は自滅
初回四死球にＷで2点を先制されたが、その裏2死で森涼、会心のレフトオーバーのホームラン。
アパッチでここ数年見たあたりの中で最高のもの。
いったいどのくらい飛んだのか、とにかくこの1発で流れがこちらに。
２回も3点をとり、この時点で6-2と楽勝ペース。
と、思いきや、3回エラーが２つ続き、3塁線へのﾗｲﾅｰをﾚﾌﾄも追い付けずﾎｰﾑﾗﾝ。
そして次打者にも合わされ、ここで出たＷ・Ｐ連発。
同点のまま、最終回さよならのチャンスもあったが引き分け、1勝1分で決勝進出。

5年生チームは善戦したが、まだまだこまかいところで力を出しきれず2敗。
しかし、斉藤のﾋﾟｯﾁﾝｸﾞはとてもよかった。
もう少しなげこみをして行けばもっとよくなるはず。
そうそう、藤が尾戦での岡本のﾎｰﾑﾗﾝ。なかなかいい当たりだった。

ジュニアチーム。
今回の参加チームではとび抜けていると思っていた。
まあ、予想通り、3勝し決勝戦へと進むことができたが、楽勝とはいかなかった。
内外野の守備にも課題はあるし、
下位打線にもう少し、厚みを持たさないとだめだ。

とにかく朝早くから、進行が遅れ、最終試合がおわったのが18時をはるかに回っていた。
あ～あ明日は月曜日、これから1週間長いな、と眠い目をこすりながらこのブログを作成中。

2009.08.25  [白鷺大会決勝予想]

朝夕はクーラーなしでも過ごせるようになった。
今年は秋の訪れが早いようだ。

9/6の大阪城決戦は思いきり暑いほうがいいな。
アパッチは練習試合を数多くこなし、どちらかというと体力は自信があるし、
一応投手も3人いる。
一発勝負には弱いかもしれないけれど、ロングで考えると底力はある。

しかし、どんな状況でも安定した力を発揮できなければ、真の実力とはいえないだろうな。
この前の白鷺大会の予選でも、相手には失礼かもしれないが、力の差はあったと思う。
でも結局は引き分け。
エラー・四球・ＷＰ・ＰＢ。
負けないでよかったというべきか。
打力はたしかに上がって来ているが、投・捕を含めた守備力でまだまだ満足できない。
勝てる試合を確実に、それが安心して見ていられない。

今週末はその白鷺大会の決勝トーナメント。
Ｃチームはしょっぱなに優勝戦。
普段通りの守備ができれば優勝できると思う。
純介・中橋の前にいかに出塁できるか、ここがポイント。
失点はおそらく取られても2・3点。

Ａは強豪揃い。
まず苦手の初戦。
立ち上がりの１・２回を抑えれば波に乗れる。
優勝するには4試合。
涼介ひとりではチト厳しいかな。
でも弱音をはかず頑張ろう！



2009.08.27  [なにから取り組めば・・] 

9月から11月までの予定をたてていた。
とにかく毎年のことだが、大阪城決戦のあと、ほっとしてか調子を狂わす。
11月末頃からぼちぼち上がってくるのだが、ことしは結構大会もあるし、
大阪城の覇者としてはその名に恥じるような試合はできない。！！？？
（う～ん？勝つ気でいるから怖い。）

Ａチームだけでなく、Ｃチーム（4年生以下）も他チームに比べ、かなり出来上がっている。
絶対タイトルをとる！！

もちろんＡもベストメンバーを組めるようになってきたし、安定した試合運びができれば
十分チャンスはある。

9月　大阪城決戦、ﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟ、城北ジュニア大会、豊崎東記念大会
10月　読売杯意岐部大会、八大親睦大会
11月　近畿大会、・・・。
この間にＭＯＳＬ・ＯＳＦＬのリーグ戦。

2月の知事杯にむけて6年生チームの充実。
5年生中心の新チームつくり。
4年生の控えﾒﾝﾊﾞｰのスキルアップ。
3年生の捕手。
2年生の投手育成。
まだまだやることがいっぱい。



2009.08.30  [大阪夏の陣優勝予想対談] 

大阪夏の陣戦力分析仮想対談

司会 　　いよいよ来週に迫ってきた大阪夏の陣
　　ここで各チームの戦力を分析したいと思います。

Ｍ 　　なんといっても１回戦、西三国ＶＳ玉造という夢の対決が実現しました。
　　どちらが勝っても優勝を左右することになると思います。

Ｋ 　　Ａブロックでは好投手を擁する豊崎東が、順当にいけばそのあとこの勝者と当たります。
　　なかなか厳しいＡブロックですね。

Ｘ 　　喜連北の投手もいいですよ。
　　でも私は抽選会の前から”どうせあたるなら１回戦で西三国さんと当たりたい”とおっしゃっていた
     長岡監督の意気込みをかって、玉造さんを推します。

司会 　　Ｂブロックはいかがですか。

Ｋ 　　岸里は全然知らないのですが、他は拮抗しているんじゃないですか。
　　住ノ江区の安立ビクトリーは伝統のあるチームですよね。
　　最近はあまり表舞台に立っていませんが、今年はどんなチームなんでしょう。

Ｍ 　　伝統といえば鷺洲子ども会は、数年前まで全国大会にも出場していましたね。
　　今年は投手は変則的な軟投派で、打線は左が多く、長打はないがコツコツあててくる
　　　　　　　いやらしい感じのチームという印象です。

Ｘ 　　関目・塩草・大道南と常連校ですが、接戦ですね。
　　ミスのない普段の力を発揮したチームが残りそうです。

司会 　　Ｃブロックでは最後までヤキモキさせた旭区がやっと決まりました。

Ｘ 　　左側では金塚が１歩リードかな。好投手を中心にチームワークがいい。

Ｍ 　　右側は城北と今川のＯＳＦL対決。６年生のいない城北がまとまりの今川にどう挑むか。
　　面白い対戦です。

司会 　　問題のＤブロック。

Ｋ 　　ある意味一番激戦ですね。左側は鶴見北ＶＳ聖和エース。今の戦力では鶴見北に分が
     あるように思います。エースはなかなかいい球を投げますし、熱血監督の采配も楽しみです。

Ｍ 　　右側ですが、田島ＶＳ清水丘の仲良し対決が注目されていますが、エースの金原ＶＳ森は
       ４年生からライバル関係で公式大会ではじめてぶつかります。
　　エースの出来次第だと思いますが打線でアパッチが１歩リードかな。

Ｘ 　　どちらが勝っても２回戦は港晴子供会とあたるわけで、こちらも優勝にかかわる大一番でしょう。

司会 　　全体を通してずばり優勝は？

Ｋ 　　西三国・玉造・港晴・清水丘

Ｘ 　　玉造！！

Ｍ 　　一番手 西三国・玉造　　二番手 豊崎東・港晴・清水丘

司会 　　ありがとうございました。
　　いずれにしてもその日の調子によりどうなるかわからず、
　　出場チームは悔いの残さないよう頑張ってほしいと思います。

　　[これはあくまでも予想で不謹慎とお怒りのことばもあるかもしれませんが、
　　ジョークとして受け取っていただきたいと思います。]



2009.09.01  [白鷺大会決勝トーナメント] 

８/３０（日）　白鷺大会決勝
ｼﾞｭﾆｱの部は朝一の決勝戦
相手は榎グレートさん。
試合前の練習を見ていてもなかなか動きもよく、
投手もいい球を投げている。

試合開始。
まず応援団の多さ、声援の大きさにびっくり。
アパッチもたくさん保護者のかたがたが駆けつけて来ていただいたが、
とうてい及ばない。
ひとつひとつのプレーにものすごい拍手・声援、脅威だった。
追いつ追われつ、一進一退の攻防。
勝てるチャンスはあったが、最後は１点に泣いた。
負けたけれど、これからの課題がはっきりして、有意義な敗戦だったと思う。

Ａチーム。
１回戦、大江ｼﾞｭﾆｱﾌｧｲﾀｰｽﾞさん、２回戦藤が尾ﾌﾚﾝｽﾞさん。
ともに無難に勝ち（7-0.6-0）、準決勝は玉造ﾊﾞｽﾀｰｽﾞさん。

初回、１死からいっぺい君に三遊間を破られ、そこから３つのﾜｲﾙﾄﾞﾋﾟｯﾁで１失点。
私の目からはこの時点で勝負あり。
森涼もそこからよく踏ん張ったが、（結局被安打３）４回に守備にちょっと乱れが出て３失点。
逆に打線は散発の２安打。
１・２回戦の勝利で満足したわけでもないと思うが、
勝負に対する執着が不足しているように感じた。

大会はジュニアが準優勝、Ａﾁｰﾑが第３位。
結果だけで見ると立派な成績なんだが、これに満足してはいけない。
いよいよこの日曜日。
もういちど玉造さん（西三国さんか）にﾁｬﾚﾝｼﾞできる位置に、進むことができるか。
もう一度気合を入れなおし頑張ろう！

2009.09.03  [あと３日] 

あと３日に迫った大阪夏の陣。
心配ごとがただひとつ。
新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ。
先週の話だと2回戦であたるかもしれない港晴さんが学級閉鎖だとか。
市子連の発表で、当該校で学級閉鎖が出た場合、出場できないとのこと。
本人にその兆候がなくても、大型感染予防のためらしい。

さあ大変。
いまのところそういった情報はないが、気が気じゃない。
試合で負けるならあきらめもつくが、土俵にあがらず負けなんて。

昨日、祝勝会をしている夢を見た。
経過はわからないのだが、とにかく優勝していた。
今、頭の中には秘策がある。
優勝するための戦略がいろいろ湧いている。
秘策といっても正攻法なんだけれど、まともにいっても分が悪い相手には、
ちょっと相手の弱点をつき、こちらの弱点を隠してしまう。

とにかく1戦１戦が勝負。
その試合を全力でぶつかるのみ。
やれることはすべてやった。
あとは結果を待つのみ。　「人事を尽くして天命を待つ」
いやいや勝ち取るんだ！　「人事を尽くして天命を勝ち取るゾ！」



2009.09.05  [いよいよ明日、やるぞ～！]

今日の練習でのこと。
６年生が朝の挨拶で寄って来た。
見ればレギュラー陣が全員坊主！
だれかれともなく言い合い、決めたそうだ。
気合いの表れか。
いいぞ、みんなそれなりによく似合っている。

午前・午後の練習でも、なかなかいい動きで、よくここまで来たなという感じ。
あとは何度も言うように、普段の力をいかに発揮できるか、この１点。
出場チームのなかでも、層のあつさ、チームワークではＮＯ１だと思っている。
個々の技量ではまだ伸びしろがあり、最大限まで引き伸ばしてやることはできていない。
しかしこの大会でその潜在力を発揮できれば、アパッチはまた１段ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟできる。
ここからはわれわれ指導者が、その力を引っ張りだしてやれるかどうか。
こどもたちが、それに気づき、自分で引っ張りだせるかどうか。

インフルエンザの影響も無く、そして入場行進の練習もしたし、用意万端整いました。
明日の今頃は祝杯をあげているだろう。
やるぞ～！

2009.09.06  [流れがつかめず]

くやし～い。
意気込んでのぞんだ大阪城決戦。
朝、7時前に大阪城に到着。

はやくも数ﾁｰﾑが先着し、ｳｵｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟをしていた。
7時半ころにはほとんどのﾁｰﾑがそろっていた。

いろいろな監督・コーチのかたから挨拶を受けた。
へ～、アパッチも有名になったもんだ。
2年前までは無名の弱っちいﾁｰﾑだったのに。

さあ、初戦。
動かない、体が、腕が、足が。
対するＯＳＦＬの仲間、田島ﾌｪﾆｯｸｽさん。
のびのびとしたソフトで流れを抱えたまま放そうとしない。
唯一、こちらに来そうになったときも、自分で捕まえることができず、そのまま時間切れ。

結局、だれに負けたというのではなく、自分に勝てなかった。
優勝のはずがあえなく初戦敗退。
これも勝負。
結果がすべての残酷な勝負の世界。

切り替えてまた明日から出直し。
この悔しさをバネにして・・・。



2009.09.08  [大阪城への要望書] 

大阪城決戦もおわり、今日から新しい目標に向かってスタートした。
優勝した港晴さん、本当におめでとうございました。
本当に強かったです。（脱帽）
2回戦であたり、絶対倒してやると意気込んでいたのですが、
その土俵にすら上がることができず、アパッチは敗退してしまいました。

準優勝の西三国さん、あと1歩のところで涙を飲まれたわけですが、
やっぱり強いと思いました。
あのピッチャーを中心とする鉄壁の守り、メンバー全員が放つ打席での集中力。
われわれの模範とするところです。

しかし、敢えて今、この立派な大会に物申したいことがあります。
まず、ルールの一貫性のなさ。
大会規定の不明確・不合理性。
数え上げればきりがありません。
毎回抽選会のときに言いたいのですが、すでに体育部会で決定しているからとかで
議論にもなりません。
次年度はその体育部会が開催されるまでに、要望書を提出したいと思います。
それも１単独チームではなく、大阪23区の出場チームで話し合ってまとめたものを。
なかなか大変なことかもしれませんが、今のままでは進歩なく、
もっともっとよいものにするためには必要なことだと思います。

どうか、このブログをご覧いただいているチームの監督・関係者のみなさん。
私の意見にご賛同いただけるかた、ご連絡お願い申し上げます。
ご意見まとめまして、来年4月までに大阪市子連事務局に提出したいと思います。
みなさん立ち上がってください

2009.09.11  [後半戦・来年に向けて]

大阪夏の陣の後、優勝せずとも決勝に進めば焼肉ﾊﾟｰﾃｨｰの予定だった。
しかし、夢ははかなく消え、会館での反省会に変更。
選手たちは、1回戦で負けたことなど忘れたかのように、寿司やから揚げ争奪戦に興じていた。

例年のごとくの大阪城決戦のあとの体たらくは今年は認めず、
せっかくの坊主頭を卒業まで維持し、出場する大会に全力で臨む。
ﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟ・意岐部大会・ＭＯＳＬと続く。
その合間にも城北杯や八大親睦など個人大会も目白押し。
参加するだけでは意味がない。
目指せ優勝！この1点！！

5年生以下は来年の新チームつくりをめざし、
同じくＡチームとして参加した大会にもベストで挑む。
早くもＨ２２の大阪城にむけてのスタートだ。
3・4年生の底上げなど、それぞれのスタッフの役割も重要だ。

わたしにもいろいろ仕事ができた。
アパッチをもう１ステップ上げるにはなにが必要か。
練習場所・練習方法・年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ・・・。
それともうひとつ大事なことが。
大阪城決戦の大会規定・ﾙｰﾙ・要綱の改善。
各区の意見を聞いてもっとよい大会にせねば。
重い腰をあげてやるか！



2009.9.13  [やっぱりユンケル皇帝だった]

今日は朝から松原ガッツさんとの練習試合。
しかしアパッチは今のところ３試合連続完封負け。
１５イニング無得点という不名誉な記録継続中。
バッティングはみずものというけれど、あんなに活発な打線がさっぱり。
今日も左腕の剛腕投手に対し、不吉な予感。

１試合目案の定、ノーヒット、これで４試合連続で２０イニング連続無得点更新。
森涼被安打４ながら５Ｅに足を引っ張られ、自責点は0.
打たれへんかったらもっとしっかり守ったれよ！

その後のＢ・Ｃチームは３連勝。
しっかり投げ、しっかり打った。
内野はいろいろ試みた。
岡本キャッチャー、水野セカンド、森大ショート。
でも、まあ、これからやね～。

最終戦、Ａ対決。
１回戦から森涼が徹底的にマークされ、手の打ちようがなかった。
アパッチ守備陣もしっかり守っていたが、４回踏ん張りきれずついに１失点。
この試合も散発の２安打に抑えられ、５試合連続で２５イニング無得点。
お～い、いつまで続くのや～！

2009.09.15  [中庸の美？]

チームにより指導は千差万別、そのカラーにあわせた独自の方法でされている。
まずホームグランドの事情により、練習頻度が決まってくる。
いくらやる気のあるコーチ・選手がいても、場所がなくてははじまらない。
反対に、いくら大きい立派なグランドがあっても、人がいなくちゃなにもできない。

われわれソフトボールチームはクラブ組織より、子ども会や青指のチームがほとんどで、
そのため小学校の校庭を使えるところが多い。
しかし近年、サッカーや少年野球・ＰＴＡや老人会といった諸団体との校庭争奪戦が激しい。
アパッチも厳密には、第２・４の土曜日の午前中と、月１の日曜日くらいか。
仕方なしに、３年位前から会費を集め、公的なグランドを利用するようになった。
あまりエスカレートしてクラブ化しないようにこころがけてはいる。

あるチームでは、あまり練習や対外試合を増やして、
子ども会から「やりすぎ！」とストップがかかったそうだ。
別に、１週間毎日やっているわけでもなし、週末の土・日くらいいいんじゃないと思うのだが。
とにかく中庸の美が好きなのは日本人の特徴。
やらないとしかられるが、やりすぎるとたたかれる。
なんでもほどほどがいいということか。

しかし、そんな中途半端がわたしは一番嫌い。
やるなら徹底的に。
やらないなら吉本流の表現で言うところの「帰って屁こいて寝る」。
それがポリシー。



2009.09.17  [無事これ名馬なり] 

イチローがメジャー通算２０００本安打に続き、
９年連続２００本安打を達成した。

ｲﾁﾛｰがやったからみんなスゴイナーとは思っていても、
それがどれだけすごいのかあまり考えていない。
９年連続２００本なんてメジャーのこれまで何万人の選手が在籍していたか知らないけれど、
いままでだれも踏み込んだことのない数字なのだ。

イチローが優れているのは、他の日本人大ﾘｰｶﾞｰの成績を見ればわかる。
投手と野手の差はあるけれど、何年も実績を残してきたのは野茂くらい。
黒田・上原・川上はまだまだ。
松坂はＷＢＣの影響があったにせよ、今年はまだ２勝。
野手でもいまひとつ成果がでず、松井秀も故障がち、松井稼もｺﾝｽﾀﾝﾄには結果残せず、
期待の福留・岩村も本来の力を発揮できていない。
この数字だけをみてもイチローのすばらしさが分かる。

少年野球の選手たちもあのイチローの振り子打法を真似する選手が多い。
でも真似するのだったらあの練習態度、朝だれよりも早くグランドに出て、
十分な柔軟体操・ストレッチを繰り返す、あれを見習ってほしい。
無事これ名馬というけれど、イチローの素晴らしさは技術的なことより、故障が少ないということだ。
この試合前（というか練習前）のストレッチが一番の要因だと思う。

今後おそらくイチローのような選手は現れないと思う。
まだまだ5年は活躍するだろうが、このイチローをリアルタイムで見れる幸せを痛感できるのは、
何十年もたってからのことだろうな。

2009.09.19  [敬老の式典]

5月のｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸに対抗して、ｼﾙﾊﾞｰｳｨｰｸというそうだ。
ことしは曜日の関係で、秋分の日と敬老の日が合わさり、5連休となっている。
（残念ながら私は２１・２２の2日しか休めないけれど。）
心配していた台風も回避でき、比較的天気もよさそう。

いよいよ、ｽﾎﾟｰﾂの・行楽の・食欲の・勉強の・と、なにをやってもすばらしい季節である。
ｱﾊﾟｯﾁは今週ﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟ。
３チームをエントリーしている。
Aチームはもちろん、大阪城で残せなかった結果をある程度出したい。
Bチームは来年を見据えて、Aチームに混じってどこまでいけるか。
もちろんBチームという意識は捨て、Aチームとしてのぞんでほしい。
Cチームはｼﾞｭﾆｱとして、他のチームより先んじていると思っている。
目標はもちろん優勝だ。

閑話休題

明日は敬老の日
わが地元は65歳以上のかたをご招待しての式典とお楽しみ会が催される。
60歳以上だと小学校の体育館に入りきらず、65歳以上ということだそうだ。
それでも400人超のお年寄り（最近は70歳でも元気でばりばり働かれているから
お年寄りと呼ぶのは失礼かな）がお越しになる。
気の早いかたがおられて1３時開演に対し、11時すぎから来られるかたもいる。
われわれ青指や子ども会は9時から準備にはいり、
4時過ぎの後片付けまで忙しい。

いずれ私もその方たちと同じように、歌や踊りを楽しんでいるのだろうな。
いや、その歳になっても相変わらず椅子をはこんだり、舞台袖で幕を引っ張っているかも。
そっちのほうがわたしには似つかわしい。



2009.09.22  [VS　氷野ブレイブ]

9/20、地元清水丘では敬老の式典が行われた。
朝から青指・子ども会が準備におおわらわ。
私は朝のお手伝いをした後、電車で氷野小学校へ移動。
学研都市線の住道駅から徒歩10分くらいで到着。

氷野ﾌﾞﾚｲﾌﾞさんはいわずと知れた大東市だけでなく、大阪府を代表する強豪ﾁｰﾑ。
今回、新本総監督からお誘いを受けお邪魔した次第。
わたしが到着するまでに氷野さんとの試合はおわっていた。
ｱﾊﾟｯﾁはこの日まで5試合連続完封負け。
連続無得点イニングも25という不名誉な記録。
今日も、氷野さん、弥刀東さんという対戦相手から考えると、まだまだ伸びそうな感じだった。

しかし、、結果は２－０で勝利！！
森涼も球の走りは完璧とまでいかないがそこそこ。
そして捕手として初マスクの秋山もがんばっていたそうな。
決勝点は岡橋のセンター前ﾀｲﾑﾘｰらしい。
最近は四球だけでなく、いいところでヒットがでている拓海。
努力は裏切らず、成果があらわれてきた。

この勝利はこのところ低迷を続けるアパッチにとってこれ以上のない薬。
これをきっかけに浮上してほしい。

2試合目は弥戸東さん。
森涼をもう一度登板させたいところだが、練習試合で連戦は無理。
黒川先発で、1順目はよく抑えた。
しかし、2順目エラーが続き、黒川の辛抱もここまで。
あとは抑えただけにこのイニングだけは惜しかった。
打線はやっぱり変わらずで完封負け。
そんなにすぐには直らんか。

しかしこのきっかけを大事にし、明後日のﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟに活かしたい。



2009.09.24  [ﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟ１次予選] 

9/21ﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟ
参加ﾁｰﾑが１００を超える大きな大会
目標は決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出
予選を4連勝し、なおかつ失点が少ないことが条件
ｱﾊﾟｯﾁは6年、5年、4年以下の3チームをｴﾝﾄﾘｰした

Aチームは東深井ﾚｰﾙｽﾞ・くみの木
Bチームは津々山ｳｨﾝｸﾞｽ・西山台ﾌｪﾆｯｸｽ
Cチームはくみの木B・上六万寺B
いずれも強いチームにあわされた　
特にAの"くみの木"・Bの"西山台"はどちらも超のつく強豪

Aは1回戦、東深井になかなか点がとれずいらいらしたが、
最後は森涼の1発で決まった。
四球などでピンチもあったが、被安打は０で要所はおさえ、安心して見ていられた。

Bの1回戦、西山台に当たって砕けろ作戦だったが、
なかなかどうして力負けしていない。
投手黒川もよく投げ、5年生チームとは思えない戦いぶり。
結局ミスもあり、追いつかれ引き分けたが、タイムリーあり、
センター井戸の好返球で決勝点を与えなかったﾌﾟﾚｰありでよく戦ったと思う。

A2回戦、くみの木戦。
とにかく良い試合をと思っていたが、初回連打で3点を先制
それをエース森が守り抜いた。
危ない場面でライト森純の好守備に2度たすけられたが、
ｱﾊﾟｯﾁにとっては久しぶりのナイスゲームだった。

B2回戦は津々山ｳｨﾝｸﾞｽ
まったく予備知識がなく、それはお互い様だったが、
ずいぶん大きな選手がいて、迫力はあった。
序盤5点をﾘｰﾄﾞされ苦しかったが、脅威の粘りで逆転。
これはﾒﾝﾊﾞｰ一丸の勝利、よくやった。

Cは初戦くみの木さん。
強かったな。
2年後の大阪NO1をめざすにはまだまだやることがあるようだ。
個々の能力は十分対応できる力を持っているように思うので、
目標に向かって邁進してほしい。

結果、A・Cは予選突破。
Bは1勝１分ながら失点の差で進めず、惜しかったな。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（続く）



2009.09.26  [ﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟ二次予選] 

9/23ﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟ2次予選

今日も苦手の第1試合。
対戦は堺市の雄、榎木グレート。
昨年の５・５大会でちょっともめた経緯があり、
なおかつ先日の白鷺大会ｼﾞｭﾆｱの部の決勝で敗れた因縁の相手。
これは負けられない。
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞで何人か休んでいるそうだ。
こちらも眞崎が休み、ｷｬｯﾁｬｰは急造の新米、条件は同じ。

たちあがり、この試合トップに入った森涼のどでかい１発。
２回にも追加点を奪いｱﾊﾟｯﾁﾍﾟｰｽ
しかし、内野の動きが悪い、いや悪すぎる。
案の定３回にエラーがらみで１点を失う。
しかし、今日の森涼しっかり踏ん張った。
４回　弟森純の３ランなどで６点を奪い勝利を決定付けたが、ちょっと不安が残った。

案の定、2回戦の恵我連合は試合巧者、その弱点を見逃さなかった。
出来の悪い内野を徹底的に攻められる。
それに答えてミスの連発。
二転三転の試合で、結局は1点差で涙を呑んだが、この試合は勝たなければいけなかったな。
バンドもかんじんなところで決めれず、外野の落球もあり、この試合エラーがすべて失点につながった。
森涼の自責点は０。

もうちょっと、みんな自信をもってプレーしようぜ。
あと1歩でベスト８に手が届かず。
今のアパッチにはここら辺が限界なのか？
いや、もっとやれるはず、やらねばならぬ。
もう一度初心に戻って。



2009.09.28  [豊崎東記念大会] 

9/27（日）豊崎東さんの30周年記念大会。
とても素晴らしい冊子を作られていて、参加チームも強豪揃い、立派な大会である。

1回戦は大宮連合さん、
城北ﾕﾆｵﾝｽﾞと同じ旭区のﾁｰﾑ。
予備知識は全くなかったが、今のｱﾊﾟｯﾁの状態ならミスなくやれればそこそこ出来るなと思っていた。
たちあがり、そのミスから1点を先制されたが、攻撃陣が取り返していき、結果は6-1で勝利。

そして問題の2回戦。
ﾎｽﾄﾁｰﾑの豊崎東さん。
左の好投手と噂に高い。
確かに初戦で相手に試合をさせず、楽勝していた。
しかし、ｱﾊﾟｯﾁには松原ｶﾞｯﾂのﾋﾞｯｸﾞ左腕と何度も対戦しているので、
どんな投手がでてきても驚きはしない。
0-0のまま最終回、浅田のﾎｰﾑﾗﾝと相手ミスもあり3点を先制したが、
その裏不運な当たりが続き同点引き分け。
結果、1勝1分けで何とか決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄへ進出できた。

昼の抽選でまたまた豊崎東さんとの再戦が決まる。
2回に先行を許すも、その裏本日の当たりや浅田の2試合連続のﾎｰﾑﾗﾝで逆転。
3回もｽｸｲｽﾞが決まりダメを押した。
森涼の好投にﾊﾞｯｸもしっかり守りきり、難敵を破った。

準決勝はあの西三国さん。
いわずもがなの大阪ＮＯ１ﾁｰﾑ。
決勝1回戦の試合でも玉造ﾊﾞｽﾀｰｽﾞさんに4-0と完封勝利。
練習試合のﾘﾍﾞﾝｼﾞとみんな意気込んで試合開始。
初回森涼の左中間への2塁打を岡橋が送り、
竹中のｼｮｰﾄｺﾞﾛでｽﾀｰﾄよくﾎｰﾑｲﾝ。
結局この1点を守り抜いた。
強打の西三国さんにﾚﾌﾄ前へのｸﾘｰﾝﾋｯﾄ、と投手前への当たりそこねの2本に抑えた。
しかし西三国さん、やっぱり強かった。

決勝は福島の名門、鷺洲子ども会さん。
ここまで強豪を撃破してきたのだからこのまま一気に優勝と思っていたが・・・。
それが少し空回り。
ﾁｬﾝｽはあるがあと1本が出ず、いらいらの連続。
こういう試合はｴﾗｰか1本のﾎｰﾑﾗﾝで決まるもの。
幸運の神はｱﾊﾟｯﾁに微笑んでくれず、4回３つの四死球、ＷＰで先制を許した。
しかしなおも続く無死満塁のﾋﾟﾝﾁに岡橋監督の檄が・・・。
それにこたえるかの森涼の渾身のﾋﾟｯﾁﾝｸﾞ。
後続を断ち、追加点を許さず、最終回の攻撃に望みをつないだ。
最終回、大北が四球を選び、期待されたが上位打線にあたりがでず、無念の敗戦。

この強豪15ﾁｰﾑにあって準優勝は立派な成績。
くじ運の影響でしんどい試合が続き、疲労も極限に達していたのが
決勝戦の元気のなさの原因だったのかも知れない。

豊崎東さん、今日はお世話になりました。
とても素晴らしい大会にお招きありがとうございました。
これを機会によき交流をお願いします。



2009.09.30  [理想の勝利] 

先週の豊崎東記念大会の準優勝で、他ﾁｰﾑの多くの監督・ｺｰﾁからご祝辞を頂戴した。
この場をお借りして改めて御礼申し上げたいと思います。
確かに、好投手左腕を擁する豊崎東さんに１勝１分、そしてあの西三国さんに1-0で勝利と
立派な戦いではあった。
それにしても午前中2試合、午後3試合はちょっときつかった。
勝っているときは現金なもので、疲れもほとんど感じていなかったが、
決勝で負けるとドドッと疲れが押し寄せてきた。
おかげ月・火と足が腫上がり（通風の疑いあり）会社を休む羽目に。
（病気や怪我で休むなんて何十年ぶりか）
痛み止めや抗生物質でごまかしているのだが、やっぱり歳のせいかな？

この大会で気づいたこと。
ｱﾊﾟｯﾁのよい点。
まず選手層が厚い。
この日も核弾頭、また内野の要の眞崎が休み。
正捕手上村の故障のため、公式戦5試合目の秋山がﾏｽｸ。
そのための代理ﾒﾝﾊﾞｰが出場したにもかかわらず、大きな影響がない。
そして、平均的に力を持っているため、どこからでも得点能力がある。

欠点。
総合力からして、打撃に比べ守備に難がある。
特に捕手、３遊間（この日は大きなｴﾗｰはなかったけれど）。
もっともこれが解消していれば、各大会で何度か優勝しているだろうが。

なかなか結果をだせていないﾁｰﾑのかたからすると、何を贅沢を言っているのかと叱られそうだが、
試合をずっと見ていると、結果ｵｰﾗｲで勝っているように思われて仕方ない。
じゃ、どんな勝ち方がいいの？と聞かれると、
相手にﾋｯﾄらしいﾋｯﾄをゆるさず、ﾉｰｴﾗｰで、こちらもたくさんのﾋｯﾄはいらないので、
とにかく内野安打で出塁したﾗﾝﾅｰをﾊﾞﾝﾄﾞで送り、
センター前へﾀｲﾑﾘｰﾋｯﾄ。
そして３－０くらいで勝利、というのが理想。
「あほか、このくらいのﾚﾍﾞﾙでそんな試合が初始終できるか！」とおこられそう。

常に理想を求め、しかしながら目標はなかなか達成されず、落胆しながら何度もﾁｬﾚﾝｼﾞする。
これが一番、いい状態なのかもしれない。
目標達成され、TOPに立ってしまうと、あとがしんどいものね。
と、思えば気も休まるし、明日が楽しみ



2009.10.02  [痛風か？] 

今日、医者に行って来た。

先週の豊崎東大会のあと、足に違和感を覚え、
月曜日歩ける状態ではなかった。
激痛と戦いながらいったんは出社し、やっぱり我慢できず医者に駆け込んだ。
先生いわく、「ひょっとしたら痛風かも。」
「エ～ッ！」
「とりあえず、血液検査します。いたみ止めの薬を出しておきますので、水曜日来てください。」
ショックと足の痛みで何十年ぶりかで仕事を休んだ。

薬のせいか少し痛みがやわらいできたが、相変わらず足が腫れている。
水曜日診察室で、「尿酸値が低いということは、痛風とちゃうかもしれんな。はっきりわからんけど。」
「ほんなら先生、なんなんですか？」
「白血球が異常に高いので爪の間からでもバイ菌が入ったんちゃうかな。」
ひとまずよかった～。
「抗生物質出しとくから、それで様子見て金曜日また来てください。」

そして今日。
「まだちょっと腫れてるみたいやけど、いけるやろ。」
「先生、もう来んでもいいんですか？」
「おそらく大丈夫やと思う。もしまた腫れたら来てください。」

ということで、一時はどうなる事かと思ったが大したことなくよかった。
それにしても人騒がせなバイ菌野郎め。
どこから侵入しやがったのか。
お問い合わせのＴＥＬやﾒｰﾙくださったかたがたありがとうございました。
復活しました。

2009.10.04  [小学校の運動会]

昨日は午前中まで降っていた雨も午後から止み、練習も実のあるものができたようだった。

今日は小学校の運動会。
来週の連合運動会の参考のためにもなり、じっくり見学させてもらった。
ﾕﾆﾌｫｰﾑを着ていないとなかなかわからないが、やはり走り出すとすぐわかる。
ﾍﾞｰﾗﾝはあまり速いと思わないのに、徒競走やﾘﾚｰの走りを見ているとびっくりするくらい速いやつがいる。
試合でもそれくらい一生懸命走れ！

１・2年生の遊戯というか、ﾀﾞﾝｽは可愛いな。
教えられたものを間違わずにこなしている姿は、他人の子といえ見ていて飽きない。
しかし、ﾘﾚｰや徒競走で、男女が一緒に走るというのがどうも解せない。
いくら男女同権といえども、体力や運動力で差があるのは当然のこと。
確かに、男子のほうが競技で圧倒的に勝っているのかというとそうでもないようだった。
でも田舎の過疎地のように、男女合わせないとひとつの競技が成立しないというのだったら別だが、
可能なら男女のﾚｰｽにしたほうが面白いと思うのだが。

それともうひとつ、ちょっと気になるのは、若い先生の動き。
ﾘﾚｰのｺｰｽ取りや、ひとつひとつの競技の準備・ｾｯﾃｨﾝｸﾞのまずさが目についた。
まあ、経験がもの言うイベントだし、ある程度は仕方ないか。

今日は暑すぎるくらいで、見ている人もＴシャツ姿が圧倒的に多い。
来週もこのようなお天気になればいいのだが。
青指にとっても1年間で最大の行事。
みんなの力で立派な大会にしたいと思う。



2009.10.06  [立ち去れ、　新型インフル！]

心配なことが。
ついに新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞが清水丘にやってきたようだ。
お隣りの安立小でも長居小でも来ていたらしいが、
誰も招待していないのに、やはり来てしまった。

今日（火曜日）で5・6年生で10人感染者がでたらしい。
このまま沈静化するのか、それともまだピークを迎えていないのかは、
今日・明日様子を見ないと分からないらしい。
教育委員会の通達は4日間、とにかく土曜日まで何もするなと、従って今週の練習はお休み。

と、言うことは日曜日の連合運動会も微妙。
景品もすべて調達済みでスタンバイOK。
あとは当日を待つのみだった。
しかし、この件に関しては冷静沈着かつ迅速にことを運ばないといけない。
最終木曜日にはある程度の結論を出さないとだめだろうけれど、
木曜日というと大型台風がやってきて、かなり荒れた空模様になるようだ。
ややこしいときにヤヤコシイやつが来よる。

学校や連合町会とのすり合わせ。
いつどの時点でだれが・・・。
ああ、頭が痛い。

2009.10.08  [誰が決めるねん！]

日曜日の連合運動会。
何も考えず延期すればこれほど楽なことはない。
しかし、いつ？
結局各団体でもスケジュールがつまっているため、
こちらを立てればあちらが立たずの状態。

はなから延期有りきでなく、状況をもっと把握した上で、
可能ならばＧＯしたい。
もちろん、インフルを全く無視して決行するのではない。
とにかく状況把握、これしかない。

教育委員会でもクラスで５人以上の感染者が出た場合、
４日間の学級閉鎖。
途中の状況で、増えるようであれば考慮する。
増えないようであればＯＫ．

その点からは一応、土曜日までの自粛ということ。
天候の問題ならば話は簡単なんだが、事がことだけにむつかしい。
結論を出せる人がいないというのも情けない。

今週初めから私一人が気をもんで、学校側とはなしをしている。
いやになるな～。



2009.10.09  [リーダーシップ] 

連合運動会　その２
小学校のほうはさしたる変化もなかったが、
中学校は３年生が学年閉鎖という事態になり、これはやむなく中止ということになった。
今後の成り行きについては、話し合いを持った上で決めていくということになりそう。

台風一過で天候も最高。
抜群の運動会日和ではあるけれど、仕方がない。
とにかく今年はこの新型インフルエンザに振り回されている。
今年は未曾有の不景気に、この新型インフル・台風・竜巻とｱｹﾞｲﾝｽﾄが厳しい。

政権も民主党に代わり、なにか変わろうとしている。
すぐには結果はでないだろうが、じょじょにでもよくなる兆候が現れればいいと思う。
鳩山総理が何年か前に民主党の代表になったとき、いろいろ問題が上がり、短期間でやめられたことがあった。
私にはそのときの印象が強く、今回も民主党には少し期待感はあったが、彼はさほど期待していなかった。
しかし、今回マメに動き、以前もった印象とは違う感じがする。
いずれにしても、もう少したてばちょっとは結果はでてくる。
個人的な好みは別にし、頑張ってほしいと思う。

このことから見てもリーダーは大切だ。
本当のリーダーシップを取れる人はそうそういない。
すべて事なかれ主義とか、自分で決めれないとかいう人が多い。
また、逆に誰にも相談せず、なんでも勝手に決めてしまい反感を買うひともいる。
そのへんの頃合いも難しいところだが、
とにかく有事のときにその人の真価が問われる。
これは絶対まちがいない。
そしてそのときに、そのリーダーシップが本物か偽者かが判明する。

2009.10.10  [連合運動会順延決定！]

先日のﾄﾞﾘｰﾑｶｯﾌﾟの決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ。
ジュニアの部で抽選の結果、強豪ｻﾝﾎﾞｰｲｽﾞさんとの対戦が決まった。

初回に森純のどでかい会心のｾﾝﾀｰｵｰﾊﾞｰで１点を先制し、
なんとかいけるかと思いきや、その裏、名手雄志が・・・。
完全ｱｳｪｰ＆大会独特の雰囲気が悪魔の誘いとなり動きを硬くさせる。
あれよあれよという間に１・２回で４失点。
打線も流れについていけず沈黙。
負ける時はこんなもの。
しかし、さすがｻﾝﾎﾞｰｲｽﾞさん、
よく訓練されている感じがした。
まだまだ課題はいっぱいあるようだ。

連合運動会
協議の結果、１１月１５日に順延が決まった。
二転三転したが、なんとか落ち着いた。
これで景品も使えそうだし、保険や風船のｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞもやりくりできる。
西森さん、福井さんいろいろありがとうございました。
まわりにこういう理解のある人がたくさんいらっしゃるおかげで、
いろんなことをｽﾑｰｽに進めることができる。
本当にありがたいことだ。

明日はお休み。
ゆっくり休養したいな。
でもやっぱり７時前に目がさめ、パソコンとニラメッコしながら１日が終わることだろう。



2009.10.11  [区Pｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会]

連合大運動会が延期になり、区PTAのｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会を観戦に行った。
ﾒﾝﾊﾞｰはｱﾊﾟｯﾁｼﾞｭﾆｱのｺｰﾁが１１人参加している。

１回戦は遠里小野小。
初回２点を先制、宮本C監督も３番ﾊﾞｯﾀｰにﾎｰﾑﾗﾝを打たれたが無難に投げていた。
打線も上位から下位までうまくつなげ、追加点をあげていく。
３回に２点を返されたが、4回表清水丘打線が猛爆発し打者一巡の攻撃で大量１１得点。
その裏ﾘﾘｰﾌの森コーチ、涼介を彷彿するﾋﾟｯﾁﾝｸﾞだったが、練習不足から制球を乱しｱｯﾌﾟｱｯﾌﾟながら
逃げ切り、見事１回戦突破。

２回戦は強豪山之内小。
五分五分の予想であったが、勝運なく　３-９　で敗れた。

ﾒﾝﾊﾞｰも若返り、それ以上にとても雰囲気の良いﾁｰﾑに仕上がっている。
優勝するためには課題は多いが、ｼﾞｭﾆｱの指導が主となった今、みんな練習不足は歪めない。
しかし、ﾘｸﾚｰｼｮﾝ感覚で楽しむという意味では、とてもうらやましいくらい。
やはり、ｽﾎﾟｰﾂはこうでなくてはいけない。
勝利至上主義は別次元の問題だな。

2009.10.12  [東野ｿﾌﾄさんとの練習試合] 

狭山の北小学校にお邪魔して強豪東野ソフトさんとの練習試合
とても楽しみにしてた練習試合だが、残念ながら欠席者が多い。
6年生のﾚｷﾞｭﾗｰ陣では凌雅、そして和輝・隆時がけがでﾄﾞｸﾀｰｽﾄｯﾌﾟ
ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟがいない。
5年生はもっとで滉基・大祐・佳佑・雄貴と内野が全員ｱｳﾄ。
せっかくご招待を受けたのにみっともない試合はできない。
残されたﾒﾝﾊﾞｰでぶつかって行こう、

住吉を出発して約40分で北小学校到着
すでにｸﾞﾗﾝﾄﾞの設営も完了し、お待ちかねであった。
ｽﾀｯﾌも12～3人。
いつもｱﾊﾟｯﾁもたくさん来てくれているのだが、
今日はみなさん都合が悪く、こちらは私を含め4人。

最初に津田監督から、審判について今日初めての人もいるので指導してほしいという依頼。
ｱﾊﾟｯﾁ審判部長の森一種公認審判員が欠席のため、不肖私が即席審判講習会を開催。
なかなかみなさん熱心で、試合中もいろいろ質問が出、またお教えしたことをみんな吸収していく。
この積極姿勢がなにごとにも上達していく唯一の道だ。
いまにこの東野ｿﾌﾄさんから立派な公認審判がたくさん出てくることだろう。

試合内容はAﾁｰﾑは2試合とも好ｹﾞｰﾑ。
ｱﾊﾟｯﾁとしては1試合めの点の取られ方に不満が残ったが、まあいつものことだから。
それにしても2試合めの純介のﾌｧｲﾝﾌﾟﾚｰ、それも2度。
惚れ惚れとする超美技で相手ﾁｰﾑも大絶賛。
あの積極性がみんなに欲しいところ。
しかし打線はやはり4・5番の穴をうめることはできず苦戦。
でもまあもう少し何とかしないとな。

収穫はBの試合。
ﾚｷﾞｭﾗｰ内野が全員休みで1塁中橋・2塁橋本・3塁細川・遊撃井戸という布陣。
おまけに外野は難波・柳本・工藤。
BﾁｰﾑというよりCﾁｰﾑという感じ。
しかし、先発黒川、さすがに来期ｴｰｽ候補NO1。
被安打２に抑え完投。
それよりも打線が活発。
中橋・工藤にﾎｰﾑﾗﾝが出、また2年生柳本が2安打、黒川・細川も貫禄の2安打と計12本のヒットを放った。

たくさんの収穫を得て帰宅。
みんな早く体を直して出て来いよ！



2009.10.14  [頑張れ　OSFL ！] 

いったん沈静化していた新型ｲﾝﾌﾙがひつこくのさばっている。
1年生が学年閉鎖、2年・4年も学級閉鎖となっている。
大きく増えはしていないし、すでに直っている子もいるのだが、
次々と新しく発症するので性質が悪い。

ｱﾊﾟｯﾁでは今週は大きな大会もないし、あまり無理をしないほうがいいのかな。
とりあえず教育委員会からは４日間の自粛で、土曜日まで何もするなということなので、
日曜日はOKのはずなのだが。
今週も金曜日まで様子を見ることにしよう。

HPを見ていると、港区の田中子供会さんがある大会で優勝というニュース。
OSFLの仲間がよい成績をあげているのはとても喜ばしいことだ。
今年度加盟している７つのチームがそれなりに活躍し、大会でも名を成している。
この会の本来の目的は、お互いに切磋琢磨し、技術を向上しあうことだから、十分目的は達成している。
これからは、もっともっと磨きあい、ビッグな大会のベスト４を独占し続けることを目指したい。

でもまたﾄﾗﾌﾞﾙがあったようですね。
くわしくは聞いていないので不明ですが、審判の判定でしょうか？
とにかく審判の判定は絶対と言っても、やはり我慢にも限界があります。
それが練習試合ならまだしも、大会ともなるとそりゃもう・・・。

わずかなｽﾄﾗｲｸ・ﾎﾞｰﾙなら許せるとしても、ﾙｰﾙの解釈等になると公式審判でもおかしいときはおかしい。
今度の八大交流戦で監督者会議を持ち、来年の市子連大会にむけ意見を出し合いまとめていきたい。
いつも言うように子供たちのﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ同様、われわれの審判技術の向上もはかっていかないと
こどもたちがかわいそうだ。

2009.10.16  [楽しいブログ]

結局のところ今週は活動を自粛することにした。
それにしてもこの新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞというやつはいやらしい。
かかっても4～5日で熱が下がり、それほどでもないのかなとおもいきや、
すぐにまた別の子が発症し、なかなか完全終了というわけにいかない。
発熱だけで終わり、普通の風邪・インフルと同じように思うが、
他地域では命までも奪っているような例もある。

せっかくのｽﾎﾟｰﾂの秋、それも絶好の天気が続いているのにもったいないが、
まあ仕方ない。
夏の間も休まず活動してきて、ここで少し休養し、
”ソフトボールがしたいよう！”と思うようになればそれもいいんじゃないかな。

最近、いろいろなところからこの”つれづれではないけれど”に訪問がある。
私も履歴をたどって覗いてみる。
中にはビックリするぐらいすばらしい、おもしろいものがある。
TVや本を読むよりはるかに楽しい。
それにしてもプロ顔負けの技術力を発揮し、見るのにタダでいいのかなと心配したりする。
動画にしても音声入りでかなり時間がかかっているのだろうな。
とかあと、付近の野山を散策して、季節の雰囲気がするものをカメラにおさめ、上手く表現したもの。
これなど何げなく見過ごすと気付かないものを、素晴らしい観察力で発見し映像で表す。
およそカメラに弱い僕にとっては羨ましい限り。

なにか偉そうに、ことばでのみ教訓じみたことばかり書き綴っているのが恥ずかしい。
ぼちぼち方向転換しようかな



2009.10.18  [再スタート]

先週・今週とほとんど練習できないまま、次週の意岐部大会に挑む。
いい休養だったかな。
それともなにもせずに身体がなまっちゃったかな。

これから１１月にかけてｽｹｼﾞｭｰﾙが詰まっている。
大小合わせて大会が５つ、OSFL・MOSLの公式戦がAで７～８試合。
ほかに５～６ﾁｰﾑとの練習試合の予定。
６年生にとって最終コーナーを迎えて総仕上げに入る。

今、アパッチは好調と言われている。
好調というのは、その平均的な実力をこえて、力を発揮できているということだと思うのだが、
そういう意味では好調という表現は間違っていると思う。
最近の試合ぶりはアパッチにとって”普通”の勝ち方。
つまり今までが悪過ぎた。
これは驕りでもなんでもない。
持てる力１００のうち良くて８０、せいぜい７０くらいしか出せていなかった。
ここにきてやっと９０くらいは出せるようになり、勝ち方も分かってきた。
あと残りの１０の力をいかに発揮できるか。
これはﾍﾞﾝﾁﾜｰｸだと思う。

４番竹中が故障者リストにはいり、打線がちょっと薄くなった。
しかしﾏｲﾅｽ部分はそこだけ。
１番から９番までｽｰﾊﾟｰｽﾀｰはいないけれど、どこからでも得点できる打線。
秋から捕手にｺﾝﾊﾞｰﾄされた秋山、まだまだ十分とまではいかないがバランスよくなった内野陣。
森純がライトにはいり安定感増した外野陣。
何よりエース森涼が大きく崩れることがなくなったことが一番。
どんな強豪チームにもそこそこ戦えるようになった。

さあ、インフルももうそろそろ退散するだろう。
再スタートだ。
力をあわせて頑張ろうぜ！

2009.10.19  [色づく街]

毎夜ホームページやブログの更新をしながらyou tubeにはまっている。
６０年代や７０年代の曲にいいものが多いと思っているのは、私くらいの年代だけでなく、
若い人にも多いらしい。
最近のカバー曲をみればそれがよく分かる。
欧陽菲菲のﾋｯﾄ曲”ﾗﾌﾞｲｽﾞｵｰﾊﾞｰ”が３４人の人にｶﾊﾞｰされているというのもすごい。

学生の頃、天地真理・小柳ルミ子・南沙織の３人がいた。
当時人気を３分していたが、僕はあまり興味がなかった。
でも歌は南沙織がすきだった。

先日you tubde で引退して１３年後（１９９１年）紅白に出場した映像をみつけた。
歌は”色づく街”、僕の最も好きだった曲。
あらためて上手に歳を重ね、また歳相応の色気も感じ、相変わらずの声の響きに感動した。

http://www.youtube.com/watch?v=_S2ZDBeUtMI

いいね～。
幸せそうで。
南沙織さんの現在の生活が見た目で想像でき、こちらまで豊かな気持ちになった。

週末のｱﾊﾟｯﾁの成績だけでなく、
ちょっと古いかもしれないけれど、６０~７０年代の好きだった曲を紹介したくなった。
年齢もばれているし、他のﾌﾞﾛｸﾞのように写真技術を誇れないので、こんなこともおもしろいのでは。



2009.10.21  [３人家族]

中高校生の頃、わたしは赤面症で、特に女の子の前に行くとドキドキし、
当然、好きな子に話かけることもできない内気な少年だった。
と言っても誰も信用しないかもしれないけれど本当の話。

友人がいいドラマがあるよと教えてくれた。
ちょうど私と同じように好きなひとに告白できず、なにか気の弱い恋愛物語だと言う。
主人公竹脇無我はお父さんと弟（あおい輝彦）との３人家族。
通勤途中、電車のなかで見かけた女性（栗原小巻）に恋心が芽生えるが、
どうしても自己ｱﾋﾟｰﾙができない。
一方栗原小巻もお母さんと妹（沢田雅美だったと思う）の３人暮らし。
同じく通勤途中で見かけた男性（竹脇無我）に心惹かれるが、こちらもこのまま。
この清純な若者の恋愛模様を描いていく。（と思うが、はるか昔に見たTVで記憶が定かではない）

今の自由な恋愛からは想像できないようなイライラするような恋物語。
そのときの主題歌があおい輝彦が歌った「３人家族」
この歌を口ずさみながら、つらく長く苦しい受験生活を送った気がする。
あれから約４０年。
ほとんど出会うことのなかった歌を久々聞くことができた。

http://www.youtube.com/watch?v=akJ6OoHANlU

恋に恋したあの当時。
胸がせつなくなるような淡い恋心。
そんな純粋な時代もあったんだ。

2009.10.23  [キーハンター] 

好きな男優のひとりに千葉真一がいる。
ふといまゆに、ひとなっつっこい目、しかし何かあるとその眼が鬼と化す。
身体は鍛え上げたすばらしい肉体。

そのソニー千葉が出演したキーハンター。
同じ番組に、やはり大好きだった「００７」にボンドと共演した唯一の日本人丹波哲郎。
かっこよかったな～。

http://www.youtube.com/watch?v=Puby0f-Ag5U

この主題歌は野際陽子。
曲も歌詞もいいねえ。
お世辞にも歌はうまいとは思わないが、知的で魅力的な女性だった。
千葉真一と結婚し、（のちに離婚するが）子ども心にもやっぱりと思った。

http://www.youtube.com/watch?v=MU4dT8ZkslQ

番組のオープニングにこの曲がながれ、バックの映像がこれまた抜群。
丹波哲郎のアクションシーンも格好いいが、やはり千葉真一。
ガレージのなかで車に追い回され、肩をいからして走り回り、鉄のパイプかにつかまり難をのがれ、
ハイキックを放つ。

蛇足ながら千葉真一もこの主題歌「非情のライセンスを歌っている」

http://www.youtube.com/watch?v=jDctQ2BFcn0

いいな、ソニー千葉！



2009.10.25  [読売旗杯争奪　意岐部大会]

１０月２４日　土曜日 ２週間ぶりの練習。
やはりみんな禁断症状が出ていたようだ。
ソフトがやりたくてやりたくて、あらためてソフトボールができる喜びみたいなものを感じているように思えた。
守備練習を見ていても、うちはこんなに上手かったのかな、とも思うほど充実していた。
確かに内野・外野にほとんど穴がなく、ほぼ理想的に仕上がっている。
エース森涼がストライク先行すれば、ほとんど打たれることがなく、まず失点も２点以内に抑えてくれる。
明日の意岐部大会に備え、久しぶりにしてはいい練習だった。

１０月２５日　日曜日　読売旗杯意岐部大会。
実践の感が少し心配だったがそれ以外は不安なし。
初戦、ドンマイズ戦。
初回、２死から四球・盗塁・ﾜｲﾙﾄﾞﾋﾟｯﾁ・ｴﾗｰで無安打の１失点。
いつものことと別に気にせず、その裏森涼のヒット、岡橋のバンド・眞崎・須多のﾀｲﾑﾘｰで逆転。
２回に北の気持ちの良いﾚﾌﾄｵｰﾊﾞｰのﾀｲﾑﾘｰがでたあと、ちょっとしたｱｸｼﾃﾞﾝﾄで７分間の中断。
ジャッジの解釈の違いで本部と食い違う。
あまりもめるのもどうかと思い、引き下がったが走塁妨害が守備妨害と逆の判定！
それはないぜ！！
その後、アパッチのﾃﾝｼｮﾝが下がり、なにか気の抜けたようであったが、逃げ切った。
それにしても８安打で３得点は問題あり。
逆に被安打２で２失点もダメ。

４時間半後、待ちくたびれた２試合目。
昨年、２戦２敗の石切校下子供会。
初回、やはりﾜｲﾙﾄﾞﾋﾟｯﾁ２連発で１失点。
しかし２回以降きれいに３人ずつでかたづけ８奪三振。
攻撃ではこの試合５盗塁と足でかき回し５得点、みごと昨年のリベンジを果たした。

Bチームも２試合とも相手ﾁｰﾑを圧倒し、20-1、8-0と２連勝。
みごとにA・Bとも決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄに進出した。

次週、決勝にはそれなりのチームが駒を進めているようだ。
しかし、今のアパッチの状態なら、十分優勝を狙えるはずだ。
雰囲気に飲まれず、ベストを尽くせば結果は出せる。
やるぞ！

2009.10.27  [ザ.ガードマン] 

幼い頃、ＴＶ番組では今のようなﾜｲﾄﾞｼｮｰやﾊﾞﾗｴﾃｨはほとんどなく、
子供向けのﾋｰﾛやﾎｰﾑﾄﾞﾗﾏか刑事ものが多かった。

ｻﾞ･ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ。
現在のﾋﾞﾙの警備や工事現場で立っているｲﾒｰｼﾞではなく、
００７や政府高官のＳＰのような働きをする。
宇津井健がｷｬｯﾌﾟで陣頭指揮のもと、犯人を追いかける。
今から思えば、警察でもない彼らがなにをしていたのかと思うと可笑しくなる。

http://www.youtube.com/watch?v=X8McNZqBmVQ

ﾃｰﾏｿﾝｸﾞが格好よく、画面に出てくる俳優さんがそれぞれ特徴ありよかった。
中条静也、藤巻潤、倉石功、達者なタレントがたくさんでていた。
なぜかオランダのｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑでのﾛｹがやたら多かった印象がある。

この番組のＣＭはサントリー。
トリスおじさんがｳｨｽｷｰを飲んで赤くなる顔が面白かった。
I my me ｻﾝﾄﾘｰﾚｯﾄﾞ　 you your you ｻﾝﾄﾘｰﾚｯﾄﾞ we our us ｻﾝﾄﾘｰﾚｯﾄﾞ
中学1年生で英語を習い初めたばかりでこのｺﾏｰｼｬﾙｿﾝｸﾞ。
すぐおぼえたな。　



2009.10.29  [今週もやるぜ！] 

１１月から１２月にかけての予定をたててみた。
八大対抗戦のあと、意岐部大会の決勝、MOSLのA・B・Cチームの消化を見ながら
城北杯・まがたま杯があり、１２月に中央区のｼﾞｭﾆｱ大会、大阪狭山出口杯そしてｸﾘｽﾏｽｶｰﾆﾊﾞﾙ大会。
その合間にOSFLのﾘｰｸﾞ戦がある。

もちろんその間練習はあるし、練習試合もいろいろ申し込まれている。
ぼちぼち５年生中心の練習に切り替えたいとは思っている。
ただ、１月には新平野Lとの交流戦・新平野ｸﾞﾘｰﾝｶｯﾌﾟ・MOSLお別れ大会・蓮池大会、
そして卒業記念大会と続く状況では、ﾋﾞｼｯと新チームにと言う訳にはいかない。

従って、BチームもAチームと同じ大会に出場し、揉まれさせたい。
来年３月の新人戦、４月初めの大東フレッシュカップに万全の状態で臨めるように。

今週は大阪府知事杯　八大対抗戦、八尾の強豪チームとの親睦交流戦だ。
朝に審判講習会があり、対抗戦３試合のあと、選抜代表対抗戦と続く。
特に最後の選抜戦は他ではできない試合で、見ていてとても面白い。
野球のｵｰﾙｽﾀｰみたいなものだ。監督さんも大変だ。

日曜日は意岐部大会の決勝。
初戦の高井田西は初対戦。データがない点ではお互い様。
そして勝てば２回戦はホストの意岐部。
５年生ながら抜群のｽﾋﾟｰﾄﾞを誇るｽｰﾊﾟｰｴｰｽをどう打ち崩すか。
Bチームの初戦は田川連合。これまた初対戦だが、来年を占う試金石の試合。
ベストで臨みたい。

2009.11.02  [八大親睦交流戦戦]

10/31大阪府知事杯八大対抗戦
今年で３回目を迎えるこの大会、今回より大阪府知事杯の冠を頂戴した。
われらOSFLの７チームに鶴見北さんが助人に入ってもらい８チーム。
そして八尾の強豪８チームとの対抗戦。

OSFL主催の大会は必ず審判講習会をおこなうことにしている。
アパッチの誇る本部直轄の１種公認審判員の森氏が講師として指導してくださる。
今回も総勢５０人ほどのひとが講習を受けた。

対抗戦は１試合目と３試合目がAチーム　２試合目がBチームの対戦と決まっている。
アパッチ１回戦は初対戦の曙川東さん。
投手は小柄だがなかなかいい球を投げる。
打撃自慢のｱﾊﾟｯﾁ打線も振り遅れる選手が多い。
何とか１点を奪い取り、森涼・純の兄弟リレーでﾉｰﾋｯﾄに抑え逃げ切った。
しかし、あとで聞いてびっくり、なんと相手投手は４年生だったそうだ。
「ひえ～」森純も４年生としては群を抜いた選手と思っていたが、
スピードだけでいうと負けだ。
やはり探せばいるものだ。

３回戦は春にも苦杯をなめさせられたﾊﾆｰﾎﾞｰｲｽﾞさん。
１試合めもそうだったが、昨日から打撃陣が機能していない。
案の定、全くタイミングが合わず0行進。
逆に相手３番ﾊﾞｯﾀｰ曲谷君に２打席連続２ﾗﾝﾎｰﾑﾗﾝを浴びる。
このあたり森涼の球威がないと同時に、いい打者には真ん中１本では打たれるということだ。

最後はｵｰﾙｽﾀｰの選抜選手戦だ。
各チームの代表選手によるチーム編成で、こんなチームの監督は気持がいい。
各チームのエースが1ｲﾆﾝｸﾞずつを投げ、また各チームの4番ﾊﾞｯﾀｰが続く。
楽しいね！（写真はすべて代表戦）

結局、交流戦は大阪vｓ八尾は10対10　４分け
選抜戦がA・Bとも大阪の勝ちで　これで大阪の３連勝。
いつも言うことだが高い会費をとらなくても立派な大会ができ、みんな満足してくださっている。
これからもずっと続けていきたいものだ。



2009.11.04  [意岐部大会決勝] 

11/1(土）意岐部大会決勝
週間天気予報ではかなりの悪天候。
とても無理だと思っていたのだが、何とか午前中はもちそうな雰囲気だった。

Aは初対戦の高井田西さん。
予選を勝ち上がって来ているわけで当然弱いはずはない。
しかし、相手投手はあまりｽﾋﾟｰﾄﾞは速くないし、しっかり振れば打てそうな感じだった。
ところがアパッチはこういうタイプの投手にはめっぽう弱い。
速球派にはついていけるのだが、いつでも打てるとタカをくくっていると足元をすくわれる。
今日も初回の森涼のﾎｰﾑﾗﾝによる1点だけ。
あとはヒットは出るがつながりが悪く得点できない。
結局我慢比べに勝てず試合も負けてしまった。

Bチームは初戦、田川連合。
昨年、剛腕投手を擁し,数々のタイトルを取った強豪チーム。
初回は上位打線が、3回は下位打線がうまくつながり4点をとり、
黒川は丁寧なピッチングで２四球のみの無安打に抑えた。

準決勝は枚岡のつくし・わかば連合チーム。
この試合も黒川が好投、四球からPBで1点をあたえたが、
終わってみれば被安打0で7奪三振という内容。
ここまで黒川は2試合でヒットを1本も許していない。

そして決勝戦。
Aでも予選で対戦した石切校下子供会。
投手も速球派でチームがまとまったすばらしいチーム。

初回ﾎﾞｰﾙが手につかず、3四球に3エラーで2失点、
打たれたのは内野安打1本だけという内容だから惜しかった。
打線は速球によくついていき、あたりはよかったと思う。
ただ打球が野手の正面をつき不運であった。
内容は圧していたがｽｺｱｰは0-3.
またまた準優勝という結果。

今、Aチームは打線につながりがなく、得点力が乏しい。
ヒットは出るが、どうも進塁打や得点しようとするﾁｰﾑﾌﾟﾚｰに欠けるところがある。
来た球を思い切り振る。
これでは得点できない。
1死3塁、２塁方向にたたきつければ必ず得点できる。
それを思い切りひっぱりｼｮｰﾄﾗｲﾅｰ、とびだした3塁ランナーがﾀｯﾁｱｳﾄでﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾚｰ。
飛び出したやつも悪いかもしれないが、打ったやつのほうがもっと悪い。
そこらあたりが確実にできるようになれば、強豪チームの仲間入りができるのだが。



2009.11.06  [清青会研修小旅行]

10/30・11/1と青少年指導員で研修旅行が開催された。
両日とも大会と重なり、10/31は大会終了後からの参加。
今回は河内長野への小旅行で、朝から花の文化園、午後から広栄社という爪楊枝の工場見学。

爪楊枝は河内長野の地場産業で、広栄社の社長はTVにもよく出る有名人。
話もとても面白く、きっちり1時間30分お話が聞ける。
先が三角形で歯と歯の間をきれいにするだけでなく、歯ぐきもマッサージしてくれる・・・・。
話に誘惑され、みんな3000円～4000円のお土産を買ったそうだ。

18：30河内長野荘にて宴会開始。
おいしい料理に舌鼓をうちながら、いつもながら話が弾む。
おっさんばかりではしゃぎまわり、終わりがない。
でも今回は比較的早く12：00には就寝。

日曜日。
滝谷不動へ。
たまにこういう所へ来て手を合わすというのはいいもんだ。
わたしは特別信心深い方でもないし、あまり神や仏を信じていない。
でも神社・仏閣に行くと、わずかのお賽銭で目いっぱいのお願いごとをする。
日頃ほったらかしのくせに、たまに来て100円やそこらでそんないっぱい聞けるか！と怒られそうだ。

そして道の駅へ。
自宅に電話すると、なんでもいいから安かったら買ってきて。
と、家内に頼まれ大根・里芋・キャベツ・柿・・・・。
見ればみんな奥さんと電話しながら買っていた。
あ～あ、やっぱりみんな同じく恐妻家！？

そして河内長野といえばワイン工場。
私はその段階で、意岐部大会に出場のBチームが決勝戦に進出という情報を得、
みんなと別れて試合会場へ。

一行はワイン工場で試飲を楽しんだらしい。
楽しい1日でした。
つぎはどこへ行こうかな。
その計画をするのがまた楽しい。



2009.11.08  [MOSL公式戦]

久しぶりの南大阪連盟秋季大会
Aリーグはﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦。
A・Bの２チームをｴﾝﾄﾘｰしている。
今日は　A　VS 金塚子供会。
金塚さんとはいつも僅差の接戦。
まして新型インフルの第2波の影響で欠席者が数人出ている。
しっかりいかないとだめだなと思い試合に臨んだ。

ところがふたを開けてみるとアパッチの動きがいい。
森涼はスピードは抑えｺﾝﾄﾛｰﾙ重視。
しっかり投げ先頭打者の遊撃内野安打1本のみで完封。
打線は森涼の2打席連続3塁打（通常のｸﾞﾗﾝﾄﾞならﾎｰﾑﾗﾝか？）などで大量点、
まあ金塚さんとは点差ほどの実力差はない。
今日はこちらのﾊﾞｲｵﾘｽﾞﾑが勝ったようだ。

2試合目は　B VS 遠里小野連合
相手投手はｽﾋﾟｰﾄﾞのあるいい球を投げる。
3回に四球を足場に斉藤・森大の連打などで3点を先制。
しかしその裏、エラー2つで2点を返される。
とくに遊撃のトンネルと外野がカバーを怠るという二重のミスが大きかった。
しかし、黒川落ち着いてその後の反撃を許さず、何とか勝利。

Cチームは1試合め南田辺子供会。
春にもアパッチに次いで準優勝した実力派の好チーム。
初回エラーが続き4点を失う。
しかし宮本は2回以降落ち着いた投球で抑える。
3年生ながら恵まれた体格を活かし、ピッチングにも幅が出てきたようだ。
村上雄志が欠席でショートは代役工藤。
動きは悪くなかったが、まだまだ経験不足。
でも練習次第ではいけるかも。
打線は左の速球投手を打てず0-4の敗戦

2試合目は杉の子子ども会。
先制されるも、打線がよく反撃し5-2の逆転勝ち。
この試合も3年生ｴｰｽの宮本はしっかり投げていた。
こうしてみると2・3年生も頑張っているな。
４年生諸君、しっかり頑張らんと出番がなくなるぞ！

2009.11.12  [エイトマン ]

久し振りに懐かしのアニメをひとつ。
すばらしい主題歌としては「怪傑ハリマオ」とならぶ名曲だと思う「エイトマン」
歌い手は克美しげる。
残念な事件をおこし、芸能界から追放された格好になったが、
あの男性らしい響き・張りのある声。
私の好きな男性歌手のひとりだった。

http://www.youtube.com/watch?v=6Igq4fWlbA4&feature=related

またアニメも毎回完結（当たり前か）でおもしろかった。
刑事時代に一度死んでロボットとして生まれ変わる。
普段は頼りない男だが、いざとなるとどこからともなく現れ活躍する。
いわば日本版変型ｽｰﾊﾟｰﾏﾝというところか。

ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞで新幹線（なつかしい07系）と並走する足もとが、
子ども心に不思議というか面白かった。

丸美屋のふりかけをかえばシールがついていて
おふくろに頼んで買ってもらい、冷蔵庫に貼った記憶が。
ついでに言えば克美しげるの「さすらい」これまたいい歌でした。



209.11.16  [連合大運動会]

11/15新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの影響でのびのびになっていた連合大運動会。
やっとのことで開催できた。
朝4：00起床。
5月開催のときは5時ころはもう明るく、5時すぎには学校に行き、校庭整備をしていた。
しかし今年は11月それも中旬。
とにかく6時に学校に到着したが、まだまだ暗く、6時15分になってやっと明るくなってきた。

入場行進、開会式と続きいよいよ競技開始。
競技役員に欠席が多く、ちょっと今日はハードな一日になりそう。
というか、どうも一日中スタートピストルをうち続けなくてはいけないようだ。
このピストルも使い始めて30年。
この運動会、水泳大会、マラソン大会・・・よく頑張ってくれている。

ことしで第29回、競技種目は２３。
第1回目からするとかなり競技内容も変わってきた。
しかし運動会といえば綱引き・玉入れ・リレー。
この３つだけは不変。

私も孫ができ、世間では初老の仲間入りということになっている。
しかし、今年も早食いの「くいだおれに」に出場。
本当は1週間まえから足の調子が悪く、肉離れの兆候を感じていた。
でも出るからには負けられない。
またまた負けん気の虫が。
ゆっくり行っても勝てるだろうとタカをくくっていたがぼくだけバナナが2本。
（どんなハンデや、て言うか、運動会でハンデ戦って聞いたことないぞ！）
これはきつい。
阿修羅のごとく、マントヒヒのごとく口いっぱいにほおばりゴールへ。
負けられるか！

少し肌寒かったが順調に進み、リレーの決勝のみ残すところ。
その前に親善対抗リレー。
若手が増え、ここ3年はスターターとして応援側。
ことしは欠席者が多く、久しぶりの出場となった。
相手は子供会・先生・PTA。
第4走、意外と走れるもんだな。
おそらく、リレー走者では最年長だろう。
でも気持ちだけは負けたくない。



2209.11.21  [来年を占う　VS 田中子供会]

連合運動会をはさんで2週間ぶりの実戦。
MOSLのﾄｰﾅﾒﾝﾄの消化が遅れ、Aﾁｰﾑは特別に今日土曜日に組んでもらった。
2回戦はﾄﾞﾝﾏｲｽﾞさん。
前期ＯＳＦＬで唯一完封負けを喫した。
5回で13三振を奪いながらわずか被安打１で4失点という不名誉。
今日はそのリベンジだ。（もっともそのあと何回も戦っているが）

不動の4番の竹中がﾘﾀｲｱし、須多が重圧からかｽﾗﾝﾌﾟが続く。
おまけにｸﾘｰﾅｯﾌﾟ候補だった上村も故障。
打線の組み替えに非常に頭がいたいところ。
最近好調の浅田が本日の4番。

立ち上がりエラーと2四球でピンチを迎えたが、6番を3振にきってとり、そこからはまあ無難に。
結局、４四球はいただけないが無安打に抑えた。
打線は2回秋山・森純のヒットに敵失がからみ2点。
3回は森涼の2塁打と4番に入った浅田が期待に応え、右中間の3塁打で2点を追加しダメを押した。
これでＡチームは決勝進出が決定した。

午後から田中小学校に移動。

初戦にＯＳＦＬ後期公式戦。
1回先頭打者にレフト前にヒットを許し、
続く2番打者のﾋﾟｯﾁｬｰｺﾞﾛをﾌｨﾙﾀﾞｰﾁｮｲｽ。
3番にあわやのﾚﾌﾄｵｰﾊﾞｰを打たれ先制される。
6番に押し出しのﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞｰﾙを与えどうなるかと思ったが、後続を断ち2失点で収まった。
ｱﾊﾟｯﾁは２回に内野安打２つと相手ｴﾗｰで2点を返す。
立ち直った森涼はその後は内野安打1本に抑えたが、
ｱﾊﾟｯﾁもその後は1安打のみ。
両投手の投げ合いは２－２の引き分け。

２試合目はＢ対戦でﾋﾟｯﾁｬｰは斉藤。
３試合目はＡ対戦でﾋﾟｯﾁｬｰは黒川。
２試合とも１－３の敗戦だったが、控え選手の練習にもなり有意義な内容だった。
特にＢ対戦は来年を占う意味でもよかった。
森大・橋本・森純が抜けてﾍﾞｽﾄの布陣ではないがよく戦えたと思う。

田中子供会さんお世話様でした。
きっと来年はいろいろな大会で顔を合わすことでしょう。
お互いに頑張りましょう。



2009.11.24  [城北杯]

11/22（日）城北杯
苦手の朝一の試合。
おまけにエースは大阪ＮＯ１速球投手と噂に高い楠の里ﾄﾞﾘｰﾑｽさん。
そういえば今春、大東ﾌﾚｯｼｭ杯で初めてそのｴｰｽを見たときびっくりした。
うちの森より速い！
いずれいろいろな大会で上位に顔を出すだろうなとその時思った。

その後チャンスなく今日にいたるまで対戦することがなかった。
今、やっと機会にめぐり会えた。
しかし予想していたｽﾋﾟｰﾄﾞではない。
もっともｱﾊﾟｯﾁは左腕では松原ｶﾞｯﾂ・豊崎東・港晴、右腕では玉造・西三国というそうそうたる投手と
対戦している。今更速球投手がでてきてもびっくりしないぞ。
２回に浅田・秋山のﾋｯﾄで２点を先制。
森涼は球の走りはいまいちで打たせて取る内容。
しかし、要所ではきっちり締め完封勝ち。

２回戦は石切子供会さん。
昨年３度ほど対戦したが、ほんとうにデカイ選手が多かった。
ことしは小柄な選手ばかり、しかしやはり基本に忠実でうまい。
初回あっさり先制。
しかしその後、走者はだすがあと１歩詰めが甘く追加できない。
３回に楽に投げ過ぎ連打をあび追いつかれる。
でもまあ何とかなるだろうと思っていたら延長ﾀｲﾌﾞﾚｰｶｰに。
６回、ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾚｰで０点におさえ、こちらは３番から。
「よし、もらった！」とほくそ笑んでいたら、平凡な内野安打が３つ。
そりゃ、勝利の神さんも怒るはず。
７回にミスがあり１安打で３失点。
あ～あここまでか。

結局この大会、決勝は西三国ＶＳ玉造と予想通りの横綱対戦で、延長ﾀｲﾌﾞﾚｰｶｰの末 玉造さんの優勝。
やっぱ強いな～。



2009.11.26  [まがたま杯]

11/23(祝）まがたま杯
玉造さん主催で強豪12ﾁｰﾑが参加
朝6:00に長岡監督より電話
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝﾃﾞｼｮﾝがわるいので、1時間遅れで開始しますとのこと。
集合時間がせまっているのと、ｱﾊﾟｯﾁ得意のｺｰﾄ整備のお手伝いのため、
予定通り行く旨を伝える。

7:15 越中ｸﾞﾗﾝﾄﾞ着
確かに水溜りなど数箇所あるが、不良という状態ではない。
約１時間で整備完成。

玉造小学校に移動して開会式
可愛い鼓笛隊の演奏やﾊﾞﾄﾝのﾊﾟｰﾌｫｰﾏﾝｽ。
いろいろな大会でそれぞれ趣向を凝らして楽しませてくれる。
2月のｱﾊﾟｯﾁ大会もまけないようにせねば。

第1試合
初対戦の高津子供会さん。
3年位前まで余暇を楽しむ程度の子供会ﾁｰﾑが
大学時代に経験のあるコーチが入って大きく変身したらしい。
今日は森涼が調子よく、ｽﾋﾟｰﾄﾞは抑えて打たせてとるﾋﾟｯﾁﾝｸﾞ。
初回久々須多のﾀｲﾑﾘｰで先制。
2・3回にも小刻みに得点し快勝！

第2試合
王者西三国さんに挑戦
先日の豊崎東大会で偶然1-０で勝ちをおさめ、今回はおそらく西三国さんも勝ちに来るだろう。
ところが、思ったより森涼がよく（最終回黒川につないだが）
両チームとも無安打で終わった。（ｱﾊﾟｯﾁは四球も奪えず完全状態）
まあ予選で2位でも上がれるため、西三国さんも必死さはなかったかも。
しかし、ｱﾊﾟｯﾁにとっては西三国戦、直近2試合で1勝１分とは特筆もののﾆｭｰｽ！

準々決勝
相手はホストの玉造さん
今年度1勝2敗（2-0、0-1、0-4）、今日勝って五分に持っていきたいところ。
しかしその思いももろくも崩れ去った。
森涼も西三国戦で力尽きたか、5四死球では勝負にならない。
やはり西三国・玉造の連戦はしんどい。
いずれにしても力の差を感じながらの敗戦だった。

それにしても決勝はすさまじい戦いだった。
審判をしていても、こんなに面白く、しかししんどい試合は経験がない。
結局１０回さよならで西三国さんに軍配があがったが、
どちらに転んでもおかしくない内容だった。
さすが今ｼｰｽﾞﾝ、大阪市ＮＯ１・２の争いだった。
まだまだアパッチとは差があるなあ。
今期対戦成績　
　　ＶＳ　西三国　　１勝２敗１分
　　ＶＳ　玉　造　 　１勝３敗



2009.11.29  [MOSLでの戦い]

11/29午前中のＭＯＳＬ
ＡリーグでｱﾊﾟｯﾁはＡ・Ｂとも決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄに進出を果たした。
こうなればＡ・Ｂで決勝戦といきたいところだが、そうは問屋が卸さない。

Ｂチームの相手は優勝候補のすぎの子さん。
ところが、今売り出し中の井戸と、堅実な守備・打撃の森大が欠席らしい。
痛いことは痛いが、いない選手のことを言っても仕方ない。

初回、先頭の斉藤がﾅｲｽﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞのｾﾝﾀｰ返し。
安藤・黒川のヒットで幸先よく２点を先制。
ところがその裏、ﾗﾝﾅｰを１塁において、相手３番にｾﾝﾀｰ前へ痛烈なあたり。
これをｾﾝﾀｰ後逸し追いつかれる。
しっかり守れば単打だったのでは？
その後ﾁｬﾝｽは何度かあったがものにできず、逆に３回送球ミスから決勝点を奪われくやしい敗戦。
しかし優勝候補のＡﾁｰﾑにｱﾊﾟｯﾁ５年生ﾁｰﾑの１点差は上出来か。

ＣﾁｰﾑはＢﾘｰｸﾞ首位を走る金塚さんとの対戦
５年生中心の来期新ﾁｰﾑ相手にどれくらい食い下がれるか。
最近ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞがよくなった中橋が先頭打者ﾎｰﾑﾗﾝ
そのあと、この日４番に入った細川にもﾎｰﾑﾗﾝがとびだし３点を先制。
しかしその裏、久しぶり先発の森純。
この日はどうにもこうにも・・・。
ｽﾄﾗｲｸが入らず、打者１０人に６四死球。
結局１死しかとれず９失点。
森純も人の子、こんな日もあるということか。
２回にも森純・細川の連続ﾎｰﾑﾗﾝで追いすがったが、初回の９点が重かった。

2009.12.02  [ちょっとまじめに] 

いよいよ１２月に入り、なにか気ぜわしい気持ちになってきた。
今月は５日ﾘｰｸﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ、１２日中央区ジュニア大会。
１３日出口杯１次、１９日２次、２０日決勝。
２３日Ａがｸﾘｽﾏｽｶｰﾆﾊﾞﾙ大会、Ｃが加島ジュニア大会。
その間、練習試合やﾘｰｸﾞ戦。

そうそう1/17の新大会の要項を作らないといけないし、
懸案の大阪市子連への要望書もまだ途中。
２月の卒業記念大会の準備もぼちぼち掛からないとだめだし・・・。
う～ん、今年は超ハードだな。

仕事も通販の関係がやっと少しずつ動きがでてきたようだし。
じっとしているのがいくら嫌いといっても、こうｽｹｼﾞｭｰﾙが詰まってくると大変。
とにかく抜けがないように、十分注意してかからないとみんなに迷惑がかかる。

しかしこの過密ｽｹｼﾞｭｰﾙのおかげで今年は風邪をひいている暇がない。
この歳になって今年は運動会でも復活できたし、元気いっぱいだ。
先日の半日ﾄﾞｯｸﾞでまたまたひっかかって、来週胃カメラを飲むことになったけれど、
僕の場合、胃のﾎﾟﾘｰﾌﾟは筋肉みたいなものだと医者から言われた。
物は考えようで、いろいろ悩むとｽﾄﾚｽからそのﾎﾟﾘｰﾌﾟが悪性へと変わって行く。

僕くらいの年齢の人でどこも悪くないなんていう人は絶対いないのであって、
いかに病気とうまくつきあっていくかが肝心なんだ。
髪がうすくなったのが唯一の欠点であるが、それ以外は3・4０代とほとんど体力的にはかわらない。
まあそれでも油断大敵、与えられた仕事をうまくこなし、公私とも充実させていきたい。
ちょっと今日はマジになりすぎたかな～？



2009.12.04  [今年もあと27日 ]

楽しみにしていた、新平野・ＯＳＦＬﾘｰｸﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ大会。
天気予報では９時頃から１５時くらいまで雨。
会場は雨よどりの場所がほとんどない。
16ﾁｰﾑ総勢300人のひとが大変！
そんなこんなでやむなく中止に決定した。
前日の夜に中止することなんか考えたこともなかったが、
今回は冬場ということもあり仕方なかった。
橋下知事の表彰状もあるし、メダルも用意できている。
全くの中止というわけにいかず、とりあえず1月に延期だ。

12月も今日は4日。
今年もあと27日。
って言うか、この6年生たちとも残り3か月でおわり。
他のチームはすでに6年生が引退し、新チームに切り替わっているところも多い。
今年は6年生が14人。
ｱﾊﾟｯﾁのこの8年の歴史でも14人というのは最多。
例年以上にいろいろな大会で好成績を上げることができたが、
タイトルをとるまでは至っていない。
まだまだ精神的なところでひ弱さがあり、いまいち勝負に対するどん欲さが感じられなかった。

卒業まで残された大きな大会は5つ。
タイトルをとれるかどうかは、技術でなく気持ちというのが理解できれば、
タイトル獲得も夢ではないはず。
さあもう一度、みんなが一つの目標に向かって精進してほしい。
悔いを残すな！

2009.12.06  [今更ながら両親に感謝] 

ｱﾊﾟｯﾁはお休みで今日は久し振りにゆっくりできると思っていた。
午前中、清子連の耐久競走、10時から災害救助班員の実地訓練、
午後からｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ大会と続くが、まあゆっくり見学でいいつもり。

ところがどっこい、耐久競走の駅伝の部、ｱﾊﾟｯﾁｺｰﾁﾁｰﾑが急遽編成され走ることに。
「おいおい僕を何歳と思っているんだ。」
準備運動もなしにぶっつけ本番。
ｱﾝｶｰで走ったが、でも不思議なことに息が切れてない。
毎日の自転車通勤がいいのかな。

午後からのｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ大会。
10数年前、住吉区の大会に出場し、30数ﾁｰﾑ参加でなんと5連勝し優勝。
そういえば若かりし頃、僕はﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部だった。
それでこの競技のおもしろさを認識し、清水丘でもやろうと思い立ち大会を作った。
今回で10回目、なかなか盛り上がりのある大会になってきた。

ﾁｰﾑ編成は女性3人、男性1人の4人ｸﾞﾙｰﾌﾟなのだが、
１チームだけ予定していた男性が欠席で私に参加要請がきた。
再び、「おいおい僕を何歳と思っているんだ。」
しかし、またまた負けじ魂がムラムラと。
４０年ぶりのﾌﾗｲﾝｸﾞﾚｼｰﾌﾞ（というよりｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞにもなっていたのかな）
ﾁｰﾑの西島親子、小林ヒトミちゃん、島さんとの息もぴったりであれよあれよの優勝！
今ブログ中も少し膝が痛いが、心地よい疲労で充実感いっぱい。
まだまだ元気で動ける。
こんな強靭な肉体に生んでくれた両親に感謝。

あと何年この動きが出来るのかわからないが、
気持ちだけは負けたくないな。



2009.12.09  [胃カメラ]

先月年1回の定期検診を受けた

今から15年前、ﾊﾞﾘｭｰﾑを飲んだ僕に怖いお知らせが。異常が認められるので、胃カメラを飲んでください。
３週間後、胃ｶﾒﾗがぼくの咽喉を通って胃に。１．５センチ大のできものが。
ﾄﾞｸﾀｰいわく「良性ですからまあ心配はいりません。胃にできた筋肉みたいなものです。
ただ５センチくらいに大きくなったら切ってください。それと毎年ｶﾒﾗは欠かさずに」

少々痛い注射でも全然平気なんだけれど、あの胃カメラは我慢できない。
それを毎年なんて・・・。それから３年は我慢して飲んできた。
できものはそれ以降特別大きくなるようでもないので、というより胃カメラの恐怖から逃れたかった。

あれから１０年。今年の定期検診。
前からできているのとは違うものが２か所見られます。
今年はぜひ胃カメラを飲んでいただきます。医者がそう宣った。
昨今胃カメラといっても鼻からのところもあるらしい。中西クリニック！
岡田氏から聞いていた中クリ。よしここだ。
果たして僕の運命やいかに・・・。果たして僕の運命やいかに・・・。

鼻からのカメラもすこし違和感はあるが、のどからに比べれば全然楽。
モニターでは食道を通って胃に入って行くのが見えている。
いくら自分の持ち物といえど、内臓の中を見るのはあまり気持ちのいいものではない。
あった。
妙なできものがポツポツとある。
こいつか、勝手に居候しているやつは。
ちょっと細胞を採取して調べてみます、と先生はピンのようなものでつまみだした。
とりあえず１０日ほどしたら結果を聞きに来てください。
これが悪性のがん細胞だったら、毎晩こんなに食欲があろうはずがない。
きっとまた内臓にできた筋肉のかたまりだろう。
かってに診断し、会社へ向かった。

12/5は中央区のｼﾞｭﾆｱ大会

これで4回目を迎えるこの大会は第1回から参加させていただいている。
現地到着したが雄志が車酔い。
顔色が冴えず、出場も微妙、暗雲が漂う。
苦手の第1試合。
公式練習を見ていても動きが悪く、特に三遊間の雄志・工藤がさっぱり。
案の定、試合開始と同時にその三遊間がエラー連発で先行を許す。
打線も夏の扇風機のごとくｸﾙｸﾙ回るだけ。
流れを変えるきっかけもつかめずゲームセット
あ～あ、決勝進出はあかんな、今日は午前中で帰って昼からなにをしようか。

第2試合は城北さん。
昨年は苦渋をなめ続けさせられた相手。
今年はどうにか勝ち越しているが油断ならない。
4回に2点を入れﾘｰﾄﾞしたが、その裏1点を失いなおも無死満塁。
このまま試合に勝っても、１・2回戦での失点がこの時点で計5点。
あと1点を失うと失点６でアウト。
絶体絶命
ところがさすが森純。
まずは3振。
続くﾊﾞｯﾀｰの痛烈なﾋﾟｯﾁｬｰﾗｲﾅｰを好捕。
そして最後は三振。
さすが～！

この日のハイライトはここだった。
尻上がりに調子がでてきたチームアパッチは準決勝・決勝と勝ち、
見事に優勝することができたのだった



2009.12.13  [中央区ｼﾞｭﾆｱ大会]

12/5は中央区のｼﾞｭﾆｱ大会
これで4回目を迎えるこの大会は第1回から参加させていただいている。

現地到着したが雄志が車酔い。
顔色が冴えず、出場も微妙、暗雲が漂う。
苦手の第1試合。
公式練習を見ていても動きが悪く、特に三遊間の雄志・工藤がさっぱり。
案の定、試合開始と同時にその三遊間がエラー連発で先行を許す。
打線も夏の扇風機のごとくｸﾙｸﾙ回るだけ。
流れを変えるきっかけもつかめずゲームセット
あ～あ、決勝進出はあかんな、今日は午前中で帰って昼からなにをしようか。

第2試合は城北さん。
昨年は苦渋をなめ続けさせられた相手。
今年はどうにか勝ち越しているが油断ならない。
4回に2点を入れﾘｰﾄﾞしたが、その裏1点を失いなおも無死満塁。
このまま試合に勝っても、１・2回戦での失点がこの時点で計5点。
あと1点を失うと失点６でアウト。
絶体絶命
ところがさすが森純。
まずは3振。
続くﾊﾞｯﾀｰの痛烈なﾋﾟｯﾁｬｰﾗｲﾅｰを好捕。
そして最後は三振。
さすが～！

この日のハイライトはここだった。
尻上がりに調子がでてきたチームアパッチは準決勝・決勝と勝ち、
見事に優勝することができたのだった



2009.12.15  [判定の難しさ]

12/13 出口杯1次予選

Aﾁｰﾑは6年生中心で会場は加島グランド
Bチームは5･6年生で会場は天美西グランド
ｽﾀｯﾌも二手に分かれて臨むことに。

Bは今年の出来から行ってもまあ大丈夫かなと思っていた。
もちろん油断大敵なのだが、投手は2枚いる。
4年生の純介がAで出場、今売り出し中の井戸が欠席でちょっと痛いけれど。
しかし、結果は2試合とも問題なかったそうだ。

さてAの試合。
大江ｼﾞｭﾆｱﾌｧｲﾀｰｽﾞさんと城北ﾕﾆｵﾝｽﾞさん。
大江さんは今年1回対戦したが、なかなかﾊﾞｯﾃﾘｰはしっかりしている印象だった。
特に主将のｷｬｯﾁｬｰは肩がよく、うまい。
わがアパッチは現在打撃が絶不調。
とにかく数少ないチャンスをいかにものにするかがカギ。
試合開始、案の定、打てない。
4回頼みの涼介の、ｾﾝﾀｰｵｰﾊﾞｰのﾌｪﾝｽ越え2ﾗﾝﾎｰﾑﾗﾝで何とか勝ったが、
もう少しみんな打ったれよ！
涼介が安定しているからいいようなものの、どうも勝ち味が遅い。

2試合目、ＶＳ ﾁﾋﾞｯｺｷﾞｬﾝｸﾞ隊。
小憎らしいほど元気でうまい。
ちっこいやつらが、精一杯頑張っている。
苦しみながらも何とか勝利したが見習いたいことがいっぱい。

2勝して（Bと合わせて４戦全勝）うれしいはずが気持ちは晴れない。
それは4試合目のこと。
１塁の審判をしているときのことだ。
緊迫した接戦のときには、自分も集中し、確りした判定できる自信がある。
先日のまがたま杯、決勝の西三国VS玉造は１０回までいったが、よく見ていたと自分でも思う。
しかし今日のこの試合、いい勝負と思っていたのだが、途中から予期せぬ展開で一方的に。
またまた悪い虫が・・・。
試合中にもかかわらず他のことを考えていた刹那、微妙な内野ゴロ。
頭の中はややセーフが勝っていた。
しかしなぜか自分の反応はアウトに！
「しまった」
しかし、判定は変えれない。
なにもなかったような顔をしていたが２塁審の明石さんや、森さんはどう見ているのかな。

試合終了後、きっちり森１種公認審判からクレーム。
「あれは微妙やったね」
わたしは「頭の中はセーフだったが、声はアウトにしてしまった」ことを言った。
森氏から判定するときに塁に近すぎることが原因というアドバイス。
僕の唯一のいいところは、自分の非は素直に認め、他人の忠告は素直に聞くところだ。
いっちょまえに審判の格好をしている手前、みんなの模範となれるよう頑張らなければ。
だれでもミスはある。
でも同じ間違いを繰り返さないことが大事。
人間いつまでも勉強



2009.12.19  [出口杯２次予選]

12/19（土）　出口杯2次予選、今日はむちゃくちゃ寒い
試合は第3試合だが、第1試合に審判に当たっているのでチームより先に現地へ。
ガッツ・龍華・田中・東野などなど知ったチームばかりで緊張感はない。
1試合目の主審のとき1塁側のﾁｰﾑ、とにかく文句が多かった。
あまり大きな大会の経験がないのか、ﾊｰﾌｽｨﾝｸﾞの定義もお分かりでない。
審判に対する印象が悪くなるのに残念だった。
対する大阪の強豪T・Fチーム。さすがに強いだけでなく、ベンチも悪口雑言のヤジもない。
やはり強いチームはそのあたりもしっかりしている。うちは大丈夫かな？

さてさて3試合目ｱﾊﾟｯﾁ登場。件の文句の多いチームとの対戦。
森涼は力まず、楽～に完封、気持ちよかった。
打線は出来はよくなかったが、浅田の左中間の２ﾗﾝﾎｰﾑﾗﾝで決まった。さすが、4番。

そこで、残念ながら本日は仕事のため、後ろ髪を引かれながら会場をあとにした。
報告では東野さんと行き詰る投手戦（？）かどうか分からないが１－０で勝利。
相変わらず打てなかったそうだが、チームメイクはなかなかのもので、
最近1ヶ月の公式戦は8勝1敗2分。総得点が23点、総失点が6点。

いかに貧打線、投手におんぶにだっこかが分かる。
もっとも守備陣も安定してきて無駄なエラーもなくなってはきている。

さあ明日は決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ。ｼﾞｭﾆｱは当日抽選。Aの初戦は杉の子子供会。
最低でもベスト４めざし、あわよくばｱﾍﾞｯｸ優勝を狙いたいな。

2009.12.21出口杯決勝 

12/20（日）出口杯決勝、今年はｱﾊﾟｯﾁはＡ・Ｂとも決勝に進むことができた。
思えば３日間の大会で最終日に残るなんて初めてのこと。
さあ、いくぞ！

昨日に比べすこし寒さもましかなと思っていたが、あにはからんや、雪が・・・。
またまた寒さとの戦いも。

Ａの初戦は杉の子さん。
先日のＭＯＳＬでＢチームが善戦及ばず惜敗した相手。
前評判ではアパッチが劣勢という噂。
立ち上がりほんのちょっとしたミスから先制を許したが、森涼は落ち着いていた。
球威もそこそこで追加点を与えず味方の打線待ち。
しかし今大会はもちろん投手もいい選手ばかりで仕方ないが、それにしても打てなさすぎる。
終盤、森涼の１発で流れを呼び込み勝負を決めたが、まあしんどい試合ばかり。

２回戦は加島連合さん。もちろん大阪随一の強豪だが、逆にこの１戦は勝算があった。
しかしやはり打てない。
逆に、涼介のたちあがり寒さかｳｵｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ不足か切れがなく、１点を失う。
そして気がつけば、反撃の糸口もなくｹﾞｰﾑｾｯﾄ。結局、出口杯は６戦して５勝１敗、ベスト８。
総得点１２　総失点２という攻撃力の不足を露呈した。

Bチーム（５年生以下）
予選はあまり苦しむこともなく勝ち上がったが、決勝はどうなることやら。
１回戦は五条パレスさん。
優勝するための第１関門。
立ち上がり相手に硬さが目立ちﾗｯｷｰにも５点を先制、これは楽。
その裏、ピンチもあったが大量点に守られ動揺することもなく無失点、これでほぼ決まったようだ。
初戦を突破でき２戦・３戦と勝ち抜け、決勝戦へ。
相手は強豪鳥居さん。
互角の戦いだったが、４回ｷｬﾌﾟﾃﾝ水野の１発が出てﾘｰﾄﾞそのまま押し切った。

４戦を通してｴｰｽ黒川がよく頑張ったが、課題点もかなり見えてきた。
とにかく守備陣、現状では投手・１塁手以外は再編成が必要。
個々の適正をじっくり考慮しながら、学年を超えたチームの編成に取り組みたい。



2009.12.24   [休日の仕事]

12/23（水）
今年もあと１週間と少し。
押し迫ってきたな～。
今日は加島ｼﾞｭﾆｱ大会（４年生以下）。
５・６年生はＡＭ～玉造さん、ＰＭ～龍華・弥刀連合さんとの練習試合。
最近はあちこちでお呼びがかかる。
ありがたいことだ。

大会の会場は城北小なので、そちらへ行ってから龍華小へと考えていたのだが、
残念ながら今日もお仕事。
一応審判のｽﾀｲﾙをして７時３０分に会社へ。
早く終わりそうなら駆けつけようと思っていた。
しかし、仕事をしだすとこれが終わりそうにない。
昼ごろ加島ｼﾞｭﾆｱ大会は２勝したという報告が。
やるな～。
最近のｼﾞｭﾆｱは（４年生のＣチームも５年生のＢチームも）メチャメチャ勝率がよい。
投手が安定しているのが１番の原因。
３年生までは各学年１～２人出来上がっているから、新年から２年生の養成かな。
２人ほど目をつけているのがいるので、森・森林コーチに特にお願しないと。

結局気がつけば３時を回っていたので今日はあきらめた。
しゃーないな、仕事があることは幸せと思わないと。

夕刻、Ａ・Ｂの結果報告。
５年生も６年生も何人か休んでいるそうなので、
今日の練習試合はちょっとしんどいやろな、と思っていたが、
電話で様子を聞けば、Ｂは１勝１敗、Ａは２勝１敗ということらしい。
まあ強いチーム相手で結果だけ聞けばまあまあか。
土曜日の決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄはなんとかして行きたいな。
仕事をうまくケリをつけることができるかどうか。

2009.12.27  [加島ジュニア決勝]

先週強豪２チームを撃破して決勝に進んだ。
朝7：45加島中央ｸﾞﾗﾝﾄﾞ到着。
決勝に進んだ１０ﾁｰﾑ。
さすがに名だたるチームが名を連ねている。

8：00抽選。
第１試合 VS 森ソフト（明石市）　　第３位試合　VS 加島連合
森ソフトさんとは初対戦。
ソフトの盛んな明石市から遠路出場して来るチーム、弱いはずがない。
１回簡単に２死をとったが、内野ｴﾗｰ・盗塁のあと４番ﾊﾞｯﾀｰにうまく右中間に運ばれあっさり先制を許す。
ｱﾊﾟｯﾁも毎回ﾗﾝﾅｰをだすが、ここ１発がでない。
３回、細川・村上の連打、中橋のｾﾝﾀｰ前のｸﾘｰﾝﾋｯﾄ。
ｱﾊﾟｯﾁにとっては絶好のﾁｬﾝｽ。
このﾁｬﾝｽに宮本会心のｾﾝﾀｰ前２点ﾀｲﾑﾘｰで逆転に成功。
勝利目前の4回、先頭ﾊﾞｯﾀｰを内野ｴﾗｰで出塁を許し、バントで送られ、（8番ﾊﾞｯﾀｰながらきっちり
送りバントを決めるところはさすがです）、２死からﾄｯﾌﾟﾊﾞｯﾀｰにレフト前へはかったように決められ同点。
惜しくも引き分けにおわった。
この試合不安定な内野守備陣に５つのｴﾗｰがでて自滅のような感じ。
まだまだ鍛えなくてはいけないようだ。

第２試合
相手はホストの加島さん
初回、第１試合の流れがひきずり、守備のみだれ（被安打２）で６失点。
２回以降無安打に抑えただけに、この回が悔やまれる。
本大会予選・決勝を通して無失点の加島さんから２点をとったことは評価できる。
しかしまだまだ自分のﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞができていない選手が多い。
優勝：加島　準優勝：くみの木　３位：森ソフト・狭山ラッキーズ

最近同クラスのﾁｰﾑに負けることの少ないＢ・Ｃチーム。
いつも言うように「負けて覚える」ことのほうが多いｽﾎﾟｰﾂ。
しっかり反省し、次に活かして欲しい



2009.12.30  [景気のせい？] 

12/30（水）
今日は仕事納め。
納めといっても朝から掃除をしてというのではなく、通常通り仕事。
朝、7：30出発。やっぱり道はすいている。
全然車が走っていない。
20代から30代にかけて、景気が良い頃、12月に入ると10日過ぎころから、
市内は車があふれ超混雑していた。
つい先日の22日、梅田まで車を走らしたが、異様に車が少ない。景気が悪いんだな。

会社の業績が悪く、またまた赤字決算。
しかしそれを景気のせいにしている御仁が多い。
「おいおい、すべての会社が悪いのではなく、よい成績を残している会社もあるんだよ。
その会社と自分の会社の違いは何なのか考えたことあるの？」
雨が降ったから、人の往来が少なく、そのためお客さんが減った。
そんなことが言い訳になるはずがない。
雨が降って往来が少なくても、お客さんが減らない工夫。
それができないなら、マイナスを最小限におさえるためにはどうしたらいいのか。
それを考えず、景気が悪いという弁解ばかり先にでる。
そんなんで会社がよくなるはずはない。

政治が変わっても、日本経済が飛躍的によくなることはない。
悪いときは悪いなりになにをすべきか。まだまだやるべきことはたくさんある。

2010.01.01  [勝負の年] 

年が明けた。
今年はぼくにとっても勝負の年。

経営していた会社も結局は思う通りにいかず、
ＴＯＰとしては失格し、全面的に義弟に譲る格好になってしまった。
繊維会社はあかんナ。
そしてｻﾗﾘｰﾏﾝとして再出発したのが1年半前。

昨年通販事業を立ち上げ、商品も6ｶﾃｺﾞﾘｰ、約40品目を数えるまでに至った。
ゼロからスタートして、僕なりにここまでよくやったと思う。
これからその成長をという矢先、先日異動の内示をいただいた。
「エッ！」と驚いたが、そのあとを聞いてもうひとつびっくり仰天。
なんと4階級の特進！
「エッ、エッ！」
会社は未曾有の不景気による赤字決算。
噂ではリストラや降格人事がかなりあると聞いていた。
いくら超優良企業といわれてもそれは昔の話、上場企業といっても安閑としていられる状態

ではないのだ。

さあ、えらいこっちゃ、今でも武者震いが止まらない。
自分にかけられた期待を裏切るわけにはいかない。
この歳になって、また勝負のときが来たようだ。
全従業員12000人のこの会社で何ができるのか。
前任の人のいいものは継承しながらも、僕しかできないことを積極的に行いたい。
それがぼくを大抜擢してくれた会社への奉公だと思う。
幸い30年営業で培ってきた経験がある。
同じく30年子供会・青指・ｱﾊﾟｯﾁでやってきた指導力もあるつもりだ。
奢ることなく、謙虚さを忘れず、しかし自信をもって立ち向かっていきたい。

もちろん週末の総監督業は僕のライフワーク。
後進に譲るまで（僕はできても精一杯60歳までと思っている）頑張りたい。



2010.01.03  [初練習で思うこと]

１月３日（日）　初練習
朝6：00起床。
メールの確認、ＨＰの掲示板をチェック。
7：00家を出て7：05学校到着。
コート整備を開始、グランドをつくる。
7：20過ぎ森兄弟到着。
続いて斉藤。
結局１年生から６年生まで約２０人、
このお正月に３分の１の選手が参加した。

いつもより長い目のランニング。
ストレッチ＆体操。
守備練習のノック。
こうして見ていると、本当にうまくなったなあと思う。
４年生以上で内野手として十分できるのが10人はいる。
こいつらも他のチームならレギュラーとしてやっていけるのに。

保護者のかたと今後のスケジュールについての打ち合わせ。
ＭＯＳＬカップ・蓮池さよなら・卒業記念大会・追い出し会・・・。
行事はいっぱい、やることも盛りだくさん。

とにかく今は、１４人もいる６年生全員に、良い思い出を作ってやること。
ひとりとして、後悔をさせることなく卒業させてやること。
これからの２か月と少し、頑張らねば

2010.01.05  [忙しい毎日] 

年が明けてもう5日
早くも正月気分は無く、仕事はフル回転。
こんなに景気が悪いんだから当たり前で、未だにおとそ気分でいるやつはどうしようもない。

今月やらねばならないこと。
①仕事編
　　現状の問題点の整理整頓
　　外商事業を円滑に推進するための準備
　　
②アパッチ編
　　MOSLカップの運営協力
　　卒業記念大会の準備
　　大阪市子連への要望書の完成
　　卒業記念冊子の作成準備

文章化すると簡単なのだが、どれも一筋縄ではいかない。
おまけに4月から、青少年福祉委員やら、町会の会計監査とかで
いろいろ会合が増えそう。
もともとじっとしているのがいやな性質で、いそがしいのが好きだから全然苦にならないのだけれど、
それにしても仕事にアパッチ、かなりハードな日々になりそうだ。



2010.01.07  [騒がしい毎日]

1月7日（木）
身の回りが非常に騒がしい。
仕事の面では組織の問題や、これからの方向性などでやらねばならないことが目白押し。
どうもこれまでどおりの休みをとれそうにない。
特に土曜日。
ほとんどの土曜日に会議があり、出勤しないといけない。
うわーお！

アパッチもこれからあと2ヶ月とすこし、イベントがたくさんあり、主催行事も多い。
限られた時間でうまくこなしていかないと捌ききれない。
まず整理・整頓。
次に戦略（やるべきことの具体的な内容整理）ヲ決め、
そして戦術（どうすればいいのか、なにをすればうまくいくのか）を考える。
いつも通り着地点を決め、それに従いﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙをつくる。
あとはそれに沿って動くだけ。

言うは易し、行うは難し。
さあ、どれだけ集中力を発揮できるか。

2010.01.10  [やっと役者が揃ったかな]

1月１０日（日）
朝から清水ﾌﾘｰﾊﾞｰｽﾞさん主催のミニ大会。
大阪・松原・八尾の強豪チームが12集まり練習試合
アパッチは主催のﾌﾘｰﾊﾞｰｽﾞさん・松原の松小ﾌﾞﾙｰｽｶｲさんとの対戦。

大阪のほとんどのいわゆる強いﾁｰﾑと評判のなかで、このﾌﾘｰﾊﾞｰｽﾞさんとはまだ対戦がない。
そういう意味では楽しみな試合。
涼介は出足好調。
強豪相手にひるむことなく、最初の一順はパーフェクト。
打線は走者をだすが相変わらずのまずい攻め。
なんとか三回に一点を先制するが、もうひと押しが足らず最少得点のみ。
２回り目にうまいバントからWPもあり、同点に追いつかれる。
結局打線のつながりなく引き分け。
もったいないな。

２試合目。
これまたお初のブルースカイさん。
けがで３カ月休んでいた竹中が待ってましたの登場。
その竹中が２回に出ました、お待たせの右中間２塁打！
思わず恥ずかしながらほろっとしたものが・・・。
これでやっとそろったな。
おまけにこれまた故障明けの上村が２試合連続のヒット！
ええぞ！ええぞ！！

明日のガッツ戦、どれだけ食い下がれるか。
仕事で同行できないけれど、みんな頑張れ～！



2010.10.12  [第１回ＭＯＳＬ大会開会式]

1月10日(日）19時より第1回ＭＯＳＬカップの開会式・抽選会があった。
とにかく第1回目ということで段取りも何も分からなかったが、まあなんとかなるでしょう。
出場チーム２８のうち、約２０のチームが参加した。

参加チームの自己紹介では、思い思いの胸のうちを言うというところだが、
異口同音に「悔いの残らないように精一杯頑張ります」というものだった。
突然とはいうものの、もう少し表現力があってもいいのにな。

選手宣誓は長居カブトの主将黒沢君。
身体も大きいが、声もしっかり出てとても素晴らしいものだった。
宣誓はこうでなくては。

組み合わせ抽選はＭＯＳＬ・ＯＳＦＬ・新平野の同リーグの対戦を避けるため、
一部シード制を採用し、公平に行なった。
公開抽選で仕方ないが、やっぱり死のブロックができたようだ。
この抽選会の一喜一憂がまた面白い。
強豪チームが引いた途端、｢終わった！」という声がどこからか聞こえる。
おいおい、トーナメントとちゃうねんからあきらめたらあかんぞ。

今回、参加チームに出来る限り試合数をこなすことができるように、
予選は４チーム総当りの各３試合ずつ。
２日目は予選で勝ったチームは決勝トーナメント。
負けても敗者ゾーンで３位の可能性がある敗者トーナメントシステムを採用した。
管理する本部やコート責任は大変だが、みんなで力を合わせてやっていきたい。

１時間足らずで無事終了。
大会まで１週間。
記念の１回目ということもあり、目指すは優勝の２文字のみ。
チャンスはある。



2010.01.13  [何かが変わってきた]

1/11松原ミニ大会２日目。
第１試合　ＶＳ　西すずらん
春先に一度対戦したが、女子だけのチームもあり、基本に忠実でうまいという印象がある。
今日の涼介はあまり出来がよくない、というより相手がうまく攻めてくる。
大振りせず、センター返しで合わせてくる感じ。
しかし、さすが涼介、要所は抑え点をやらない。
ここぞというときは三振を取りに行く。
そういうピッチングができるようになった。
初回に安打を集中し３点を奪い逃げ切った。
最終回黒川が打たれ１点差まで詰め寄られたが、これはご愛嬌か。

そして２試合目はあの松原ガッツさん。
今や大阪ＮＯ１といってもいいバッテリー。
もちろん調子の波はあるけれど、文句なしにピッチングのうまさ・スピードは群を抜いている。
涼介も速さではいい勝負と思っていたが、やっぱり少し負けているかな。
中盤まではよく食い下がったが、このバッテリーにでかいやつを２発打たれ完敗。
反対にこちらは眞崎の２安打のみ。
残念ながら力の差を認めざるを得ない。
（しかし、次の試合ガッツは清水ﾌﾘｰﾊﾞｰｽﾞに敗れたとか。
もちろんﾌﾘｰﾊﾞｰｽﾞもいいチームだと思うが、ガッツも身体は大きくてもはやはり小学生チーム。
モチベーションの違いが勝敗をわけたのだろう。
石川氏いわくｱﾊﾟｯﾁに精力を使いすぎたと言ってくださっていたが、これはたぶんに社交辞令）

午後から田島小学校に移動してのＯＳＦＬ公式戦。
１試合目はＢ対戦。
先発の斉藤もなかなかいいﾋﾟｯﾁﾝｸﾞで完封ペース。
しかし、最終回２連続四球から２失点。
このあたりが課題かな。

そしてＯＳＦＬの公式戦
動きがみんな抜群にいい。
岡橋監督・森コーチがそろって「ガッツ効果！」と言う。
最近ほとんど完敗という試合がなかった選手に、午前中にガッツに敗戦したことにより、
自分の力を再認識し、なにが欠けているかがやっと分かってきたのだろう。
その影響か、バッティングにも走塁にも積極プレーが目立ちいい試合をしてくれた。
勝利したとか、点差は関係ない。

それに気づいてくれたこのチームも、残念ながらあと２ヶ月足らずで終わるわけだが、
これから成長していく中でこういう経験はきっと役に立つはずだ。
それを感じ取ってくれれば、総監督として指導者冥利に尽きる。



2010.01.14  [できるときにやる] 

1月13日
社長交代異動人事発表。
プレスの取材もあり翌日の新聞には５大紙とも掲載されていた。
そして祝電もたくさん、やはり上場企業ともなると世間の目が違うようだ。

今週末には各部門の執行役員と部室長が決まり発表される。
そこから各部・課の課長以下の部員を決めていく。
日本全国にある５００店舗の振り分けから、地域長・エリアリーダーなど大変だ。
あらかた決まっていくると今現状の仕事をしながら引継ぎ開始。
ここ数年では一番の大改革らしい。
年功序列の甘えた人事ではダメということで、かなりの部分でメスが入った。

昨今ＪＡＬが大変な騒ぎだ。
株価も1/13にもはや７円という紙切れ同然の状態。
誰のせいかといって、これまで何もできなかった経営陣に責任があるのは自明の理。
いつか、だれかが、何とかしてくれるだろう。
そうみんなが思ってきたに違いない。
そしてついに破滅の時が。

大阪府の橋下知事の采配に疑問を投げかける人も多いが、
あれはあれで僕は正しいと思う。
今どこかで血を流さないとプラスの方向には絶対に進まない。
しかし誰もが、自分のときに自分のところで出血したくないと思い、反対する。
いつでもどこでもそういうことの繰り返し。

Don't put off till tomorrow what you can do today.

やれるときにやっておかないと　あとでとりかえしのつかないことになってしまう。

2010.01.15  [リーダーの心得]

城野宏というひとの本を読んだ。
リーダーシップが抜群で行動力も人並みはずれている。
ものごとをなすために、まず戦略をたて、戦術を考え実行する。
戦略は大胆に、戦術は細心に。
着眼大局、着手小局。

人材は見つけなければ見つからない。
人材は「創り出」ださなければ役に立たない。

よい人材とは、戦略を指示すれば戦術を自分で考え成果を達成することが出来るような人

彼の逸話で、車で移動中の出来事。
大変急いでいたにもかかわらず、あるところで工事中で通行できないところがあった。
工事はほぼ完了しているが、あとは掘られた穴を埋める作業が残っている。
普通でいったら2時間くらいかかるのか。
さてみなさん、どうしますか？
凡人は、待ち合わせの相手先に連絡をし、遅れる旨伝える。
工事現場のひとに作業を早めるようにお願いする。
等々、思いつくのはその程度。
実際に城野氏のとった行動は、
車から降りて、工事のひとからスコップを借りて土を埋めだした。
周りで見ていた作業員のひとは、この人よっぽど急いでいるのだろうと思い、
作業を一緒にやりだした。
ついにはシャベルカーまで使いだし、結局作業はあっという間に終わったそうだ。

われわれにそういった発想は湧いてこない。
まず自分が行動し、まわりを引っ張っていく。
仕事もスポーツもリーダーたるものの基本。



2010.01.18  [親子の会話] 

6年生もあと2ヶ月足らずで卒業するが、1年の入学時から入団している選手は、
まる６年間一緒にやってきたわけで、選手それぞれにいろいろな思い出がある。
中学生になっても、ともに流した汗や涙を忘れず、あらゆることに励んでほしいと思う。

ただ卒業をまじかに控えたこの時期、6年生にいろいろなことが起こる。
小学校を卒業し、中学生になるという期待感、同時に感じる不安感。
そういったもろもろのストレスが、こどもたちを思いもかけぬ行動にかきたてることがある。

いくら身体が大きくても所詮は小学生。当然、善悪の区別もわかるし、行動にも責任を
持たせなければをならないが、頭の中と身体が同じ方向に動かないことがまだまだある。

われわれ指導者の立場として、もし子供たちが間違った行動をとったときにどう対処すべきか。
頭ごなしに叱るのがいいのか。怒ることは誰でもできる。
なぜ、そういう行動をしたかを分析してやらないと同じようなことが何度も起こる。
原因はストレスか、はたまた社会に対する反抗なのか。
いやいや、単なる気持ちの緩みからくるゲーム感覚のなせるわざかもしれない。

こんな子供に育てたつもりは・・・、だれもが発する言葉。
でもこれから中学・高校と進むにつれて、もっともっといろいろな難問に遭遇する。
こどもの成長以上に親が成長しないと、これらの問いに対処することはできない。
親と子が同じ立場に立っての会話。これしかない。

2010.01.22  [因果応報]

1月22日（金）
昨日のこと、朝会社に7時45分到着し、いつものとおりまずPCを立ち上げ、メールの確認。
行動予定を決め、書類に目を通す。
携帯がない！しまった、家に忘れてきたのか。
午後から外出予定があり、携帯がなかったら不自由だな。あいかわらず一日振り回され帰宅。
家にも携帯がない！
鳴らしてみたが、「おかけになった電話番号は～」、あれっ！おかしい。
昨日の帰り家にメールしたのち、そこから自宅と会社の往復だけだから、なくなるはずはない。
落としたのか！？留守電になるのが気にかかる。

NTTに電話し、GPSで調べてもらおう。
「とりあえず、拾われて悪用されるかもしれませんので切りましょうか？」
「そうしてください。」（しょんぼりと）
「アッ、お客様、警察から落し物として届いているという連絡がはいっています」
このときのNTTの係りのひとの応対が素晴らしかった。
まるぜ自分のことのように喜んでくれ、本当にうれしかった。

翌日警察へ。
決まり通りの書類を書き、印鑑を押し、身分証明を提出。
婦人警官のひともとても喜んでくれ、またまたハッピーな気分に。
拾い主は役所のかたで、お礼もいらないということで名前も聞けなかった。

そういえば２年前の暮れ、朝、通勤途中で財布を拾った。
かなり分厚いものだったが、中は1万円札が４～５枚、千円札が10枚くらい。
カード類や名刺がたくさん入っていたように思った。
当然（？）最寄の派出所に行き、財布を拾った旨つたえた。
担当した警察官は、「最近では財布の落し物が届くのは非常に珍しいんです。」
「僕は公安委員会の補導員をしていますので、御礼もいりませんから」、
とちょっとエエカッコしながら名も告げず派出所をでた。
懐寒い自分にとって残念という気持ちもないではなかったが、でもやっぱりきもちよかった。

「因果応報」
今回親切なひとに拾っていただいたおかげで無事返ったきた携帯。
2年越しのお礼をいただいたのかも。
 



2010.01.25  [MOSLカップ決勝]

1月24日（日）　第1回MOSLカップ決勝   アパッチはA・B２チーム出場し、
Bチームは予選１勝２敗で敗者ｿﾞｰﾝへ、Aチームはなんとか決勝Tへ進出した。
森涼が先週に続き不参加で黒川が代役を務める。

抽選の結果、１回戦は優勝候補の北小ﾄﾞﾘｰﾑｽ、松原の杉の子を中心とした連合チーム。
初回・２回と黒川は緊張のためか球も走らず、守備にも乱れが生じ７失点。
速球派の相手エース、６年生主体の安定した守備陣。１番から９番まですきのない攻撃陣。
予選でもほとんど失点をしていない相手チームに、ここからどう巻き返すことができるか。

初回に竹中のﾀｲﾑﾘｰが出て１点、３回に絶好調須多のセンターオーバーなどで４点を返す。
なおも無死１･３塁というところで走塁ミスでチャンスをつぶす。
３回４回とリズムを取り戻した黒川は強打の北小打線を抑え、追加点を与えなかった。
最終回、秋山・黒川の連続ヒットで1死1･2塁で期待の須多。
あわやというところまで詰め寄ったが、そこはさすが北小ドリームス。
残念ながら後1歩届かなかった。

結果的に序盤の7失点で試合は決まったが、相手はあのサニーズを苦しめた強豪。
ベストメンバーだったらなんていう野暮は考えず、反省すべきところは反省したい。
黒川、よく投げた。須多、今は打席に立つのが楽しいやろ。
いままで苦労したけどよかったな。でもこれくらいでよろこんでいたらあかん。
控えメンバーを含めこの大会でつかんだことは大きいぞ！みんなよくやった！

優勝：北小ドリームズ　　準優勝：松原ガッツ　　第3位：田島フェニックス・晴明通

アパッチの名前はあがらなかったけれど、それ以上の結果を残したと思っている。

2010.01.28  [自己啓発] 

先日、X JapanのToshiが、自己啓発セミナーへの関与に
自己破産うんぬんの記事が載っていた。

今このセミナーが社会的にいろいろとりざたされている。
外食産業でもよりうまいもの、より安いもの以上に、
接客を基本としたマナー・応対が重要視されている。
たとえばお店で、お昼の食事で急いでいるにもかかわらず、
１５分待っても注文がでてこないとか、
自分より明らかに後で注文した人のものが先にでてくるとか。
そして従業員は、それがさも当然のような態度で平然としている。
そういったことがおこなわれていても、店長クラスの立場のひとも注意しようとしない、などなど。
4月から人材開発部に異動になるわけだが、
他人を指導する前に、もう一度自分を第3者の立場から見つめ直し、
改めなければならないことは、素直に改めないと皆ついて来ない。

そしてこのセミナー。
講義内容は悪くはないと聞いている。
もっとも自分が受講したわけでないから真偽のほどはわからない。
しかし基本コースのあと勧誘についての話があるらしい。
この勧誘というのが問題。
とにかく執拗。
OKの返事、申し込みが完了するまで、誘いの手をやめようとしない。
商品のないマルチのような感じだ。

この不景気な世の中。
自分を少しでも変えたい。
今までの範疇でものごとを考えていても進歩がない。
そういう観点からこういったSD（自己啓発）は必要なことだと思う。
しかしそれを他人に押し付けるようなことではいけない。
そんなことでは自分が自己啓発でスキルアップしたとは言えない。
それがわからないようでは話にならない。



2010.01.31  「新平野・ＯＳＦＬﾘｰｸﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ大会

1月30日　新平野・ＯＳＦLﾘｰｸﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ大会
新平野リーグから８チーム、ＯＳＦL７チームに助っ人龍華さん、会場ﾁｰﾑの安中さんが入り１７チーム。
変則リーグ戦で優勝争う大阪府知事杯の冠がついたビッグな大会。

ｱﾊﾟｯﾁは組み合わせの都合上２試合で、優勝の権利はない。
しかし、ＯＳＦＬ前期優勝チームとしてぶざまな試合はできない。
ただ、森涼が欠席でみんながいかにカバーできるかがカギ。

５年生ｴｰｽの黒川が頑張っている。
この２週間立派にその代役を果たしている。
打線がもう少し援護してやらないといけないところ。

第１試合　ＶＳ 長吉パワーズさん。
この日も森涼欠席ということでこの試合は新チームで戦うことになった。
拙攻でなかなか点がとれない。
地道に１点ずつ積み重ねたが、もうすこし爆発力がほしいところ。
黒川はランナーをだすが、要所をしめ得点を許さなかった。
3-0の勝利。

第２試合　ＶＳ 鶴見連合さん。
この試合も打線が不発。
黒川がエラーによるﾗﾝﾅｰを一人出しただけの完璧なﾋﾟｯﾁﾝｸﾞ。
勝つには勝ったが攻撃陣に課題を残した。
4-0の勝利

結局、上位は新平野さんが占め、港晴・天翔が３連勝。
加島が２勝１分と順当な結果で優勝決定戦の結果、
港晴さんが見事優勝した。

表彰式では、優秀選手に、宮内さんよりプロ野球日本ハムのｽﾀｰ選手のサインいりボールが贈られた。
１日を通して、日ごろ対戦の少ない他リーグとの交流戦。
有意義でもあり、また次大会に課題も少し見えたようだった。
 



2010.02.02  [蓮池さよなら大会１次予選 ]

1月31日(日）蓮池さよなら大会1次予選

Ａ・Ｂ2ﾁｰﾑｴﾝﾄﾘｰ。
今日からｴｰｽ森涼が復帰し、ﾍﾞｽﾄﾒﾝﾊﾞｰがそろった。
3週間ぶりということで少し心配な面もあったが、
やりたくてやりたくてというｽﾄﾚｽがいいように作用されれば
きっといい結果がでるものと信じている。

Ｂチームはｷｰﾏﾝの井戸が休みで外野は4年生でｶﾊﾞｰ。
1回戦 VS 清水ﾌﾘｰﾊﾞｰｽＢ
ここしばらく森涼の代役でＡで投げていた黒川。
貫禄のﾋﾟｯﾁﾝｸﾞで2安打されたものの、失点は０に抑えた。
打線も活発に機能し、大量点をあげた。
2回戦 VS 天翔ﾌｪﾆｯｸｽＢ
主力4人が抜けて2･3年生も動員しての臨戦態勢。
森純が登板。
序盤は打線が働かず重い雰囲気。
逆に3回、ミスが続き2点を失い逆転される。
しかしそこからｱﾊﾟｯﾁの反撃が。
打者2順の猛攻で18点を奪いそのまま時間切れの勝利。
なかなかみんないいﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞをしているようだ。

Ａの1回戦は百舌鳥連合さん。
百舌鳥小学校区域の各チームから6年生を集め、この大会向けに編成されたらしい。
確かに試合前の練習を見ていても2枚の投手はいいピッチングをしているし、
守備練習を見ていてもみんな上手い。
3週間ぶりの森涼、1番ﾊﾞｯﾀｰにうまくﾌｧｳﾙで粘られ最後は四球。
しかしそこから森涼は伸びのある速球で相手打線を翻弄。
被安打１の７奪三振で完封勝利。
戦前の不安など吹き飛ばしてくれた。

2回戦は八尾の南高ﾄﾓﾛｰさん。
3年前までは全国大会にも出場していた八尾の強豪。
投手は背が高く、本格派の右腕。
苦戦するかと思っていたが、ﾒﾝﾊﾞｰが足らないためちっちゃな選手が外野を守っている。
アパッチ打線もしっかり振れていたが、守りのミスもあり意外な大差がついた。
しかし味方がエラーしても、くさることなくたんたんとして投げているｴｰｽ君に
拍手をおくりたかった。
試合後トイレでこのｴｰｽ君とバッタリ。
「ナイスピッチング！」
「ありがとうございます」
「ちょっとついてなかったけど、いい球きていたよ」
エース君はニコッとして一礼し立ち去った。

2試合とも大勝したが、やはり課題はある。
まだまだ安定感に欠ける上位打線。
守備でも決して上手いとは言いづらい内外野。
２次予選は更なる強豪が待ち構えている。
どこまでやれるかわからないが、持てる力を発揮できれば結果はついてくると思う。



2010.02.06  [ラストスパート] 

時のたつのは早く、特に1月から3月は
1月はいく、2月はにげる、3月はさる、という語呂合わせどおりあっという間だ。
今年は正月気分もそこそこに気がつけばもう2月。
卒業記念大会まで1ヶ月を切った。

今年のチームはここに至って、やっと理想の状態になってきた。
投手が安定し、守備も完璧とまでいかないまでもある程度の水準に達した。
打線も1番から9番までどこからでも点がとれ、また全選手がﾎｰﾑﾗﾝを記録している。
また5年生以下でも控えの投手が3人いる。
ちょっとほめすぎかもしれないが、人数が多いということだけでも
他のチームから羨ましがられるているのは事実だ。

選手だけでなく監督・コーチといった指導者も群を抜いた働きをしてくれる。
とにかくあと1ヶ月半。
6年生に最後の思い出を作ってあげることが出来ればいい。

仕事の関係でこれからは土曜日の参加が難しい。
出来る限りこの6年生たちと時間が共有できればいいのだが。
さあ、これから卒業記念大会の成功と、卒業記念冊子作成の大仕事が待っている。
記念冊子は未だ手付かず、できるのかな～。
少し不安になってきた。
 

2010.02.07  [練習試合 VS 塚本子ども会]

２月７日（日）
今日は午後から淀川区の塚本子ども会さんとの練習試合。
土曜日中に何とか仕事が片付き、参加できるようになった。
あ～あ、よかった。

塚本さんはソフトでは名門。
そしてチーム事情はアパッチと非常によく似ている。
部員は５０数名、塚本小学校に通う子供たちだけで構成されている。
礼儀、挨拶にはとても厳しく、こどもたちは大きな声でとても元気がよい。

なかなか対戦の機会がなく、今日も２年ぶりだろうか。
清水丘小と同じくらいの広さの運動場で、５０数人の選手であふれている。

Ｂ・Ｃ対戦は点差はあいたが、技術的にはそんな差はなく、投手の制球力だけの問題だった。
Ａ対戦は接戦。
１・２回とﾗﾝﾅｰをだし、先制のﾁｬﾝｽがあったがまずい走塁ミスなどでつぶす。
２回の塚本の攻撃は、三遊間安打をレフトが見事なﾄﾝﾈﾙで３塁まで許し、
６番ﾊﾞｯﾀｰが、教科書通りのたたきつけるﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞで前進守備３塁頭上の大きなバウンドのゴロ。
ｼｮｰﾄがうまく回り込んだが投げれず先制点を与えてしまう。
３回に下位が粘りチャンスメーク。
森涼のセンターへの犠牲フライで同点。
２番眞崎の投手強襲ヒットで逆転した。
続くﾁｬﾝｽを３・４番でものにできずちょっと苦しかったが、森涼はしり上がりによくなり、
ヒットを許さなかった。

最近の試合の傾向として、ﾜﾝﾁｬﾝｽをものにすることが多く、
それはそれでいいことなのだが、なかなか追加点・駄目押しができない。
エースが踏ん張っているため、逆転負けというのがあまりないが、
ｹﾞｰﾑﾒｲｸという点からいっても、もう少し取れるときにとってやらないとだめだ。
今週は蓮池の２次・決勝と続く。
悲願のメダルを獲得できるか。



2010.02.10  [教育担当者の会]

２月９・１０日東京出張
東京は何年ぶりだろう。
かれこれ7年くらいになるだろうか。

やっぱり大阪とは迫力が違う。
まず人の数。
山の手線に乗って１周しても、すべての駅で人が降り、人が乗ってくる。
とにかくすべての駅が梅田であり、難波なんだ。
今回府中に行くため京王線にのったが、人が減らないし、窓から見る景色もずっと繁華街が続く。
大阪なんて難波から南海線に乗ると、早くも１分で人通りが減る。
首都というのはすごい。

今回ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽという団体の企業の教育担当者の会合があった。
吉野家・ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ・ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ・・・といった
我が社より大きなところがたくさん集まっていた。
その大企業の人材開発部の部長ｸﾗｽで経験も豊富な人ばかり。
新米の僕などとても及ばない。
さすがにみんなｽﾋﾟｰﾁもうまい。
しゃべるのはある程度自信はあるが、知識が違いすぎる。
専門用語が飛び交い、横文字の略語など全くわからない。

「さっきから静かですね」と突然振られた。
「私はまだ素人なもんで、みなさまのような知識も持ちませんが、
先ほどからの抽象的・観念的な考え方も大切かもしれませんが、現実問題として～」
いつものとおりでかい声で、身振り手振りでやりだした。
私と同じように、もっと身近なところに問題点を抱えていたひとたちから
たくさんのうなづきを受けているのを感じた。
「なんや、やっぱりそうか」
そこからは僕は僕のﾍﾟｰｽでしゃべりだした。

２日間を通して、やはり前述の３社はすごかった。
会社が大きいだけでなく、組織がしっかりして、いろいろなﾂｰﾙがあり、
問題点があってもすばやく処理できるｼｽﾃﾑになっている。
我が社もまだまだだな。
すぐには無理かもしれないけれど、なんとか３年で完成しなくちゃな。



2010.02.11  [蓮池さよなら大会2次予選 ]

２月１１日（祝）蓮池さよなら大会２次予選
雨の予報で半ば中止とあきらめていた。
しかし、朝からどんより曇りいつ降ってもおかしくないが何とかできそうな雰囲気。
僕は残念ながら昨日まで出張で今日は仕事。
強豪との対戦は楽しみだったが仕方がない。

Ｂの１回戦は和泉ｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ
名前から推測すると和泉市の６年生の選抜ﾁｰﾑかな。
和泉ｽﾀｰｽﾞというﾁｰﾑはとても強いというのは聞いていた。
そのおまけに６年生の選抜ということは半端ないだろう。
フタをあけてみるとやはり。
みんな打つ打つ。
黒川がいくらﾅｲｽﾋﾟｯﾁﾝｸﾞしても所詮は５年生。
しかし、よく踏ん張ったが　守備陣に足を引っ張られたようだ。
打線では４年生森純が頑張った。
打って走ってかき回し１点をもぎ取った。

Ａの１回戦は大阪ＮＯ1のｻﾆｰｽﾞ
名前に気後れしたのか立ち上がりエラーが続出。
あれよあれよの7失点。
場数の違いというか、格の違いを見せつけられての大敗。
残念ながらこの差はどうしようもない。

Ｂの2回戦は狭山ﾗｯｷｰｽﾞ。
これまた名前の通った強豪ﾁｰﾑ。
ここも5年生と6年生の差は大きかった。
最近安定感抜群の黒川も、この試合4本のﾎｰﾑﾗﾝを打たれ沈没。
気落ちすることなかれ、来年やりかえそうぜ！

Ａの最終戦は天翔ﾌｪﾆｯｸｽ戦。
なぜかＡでは初対戦。
色々な会場で顔を合わせていたがやっと念願叶った。
雨がますます激しくなり、もともと制球に自信のない森涼はイラつき始めた。
それでも2回、好投手に5安打を浴びせ4点を奪いﾘｰﾄﾞ。
しかし、森涼四球のﾗﾝﾅｰを出してはＷＰで進塁・失点という悪いﾊﾟﾀｰﾝ。
終わってみれば8四死球（相手は無四球）５ＷＰ（相手は１）と崩れた。
被安打は３と投げ勝っていたのに残念。
本音をいえばもっといいｺﾝﾃﾞｼｮﾝでやらせたかったな～。
いずれにしてもＡ・Ｂとも決勝には進めず涙をのんだ。
でもみんなよく頑張ったぞ。
こういう経験がきっと役に立つときが来る。
更なる飛躍を期待しています。



2010.02.16  [大阪東ジャガーズ大会]

2月14日（日）大阪東ｼﾞｬｶﾞｰｽﾞ大会
当初の予定では蓮池さよなら大会の決勝に出るつもりだったのだが、残念ながら敗退したため、
急遽参加させていただくことになった。大阪市内の１６ﾁｰﾑで競われ、1日で決着がつく。

予選1回戦は、またまた城北ﾕﾆｵﾝｽﾞ。なぜか今年は本当によくあたる。
いつもの通りの緊張感があるのかないのか分からない試合運び。
4回になんとか3点を取り勝利したが、いいのか悪いのか判断できない内容。

2回戦は難敵西三国戦。
しかし、森涼、最高と言っていいほどの出来で4回１死までﾊﾟｰﾌｪｸﾄ。
特に初回、３番の輝君へのﾋﾟｯﾁﾝｸﾞはほれぼれとするくらい素晴らしかった。
初球速球を決め、ﾎﾞｰﾙをはさみ３球・４球と見事なﾁｪﾝｼﾞｱｯﾌﾟで三振に打ち取った。
こんな球も投げれるようになったんだ。

しかし打線も相手俊君の超ｽﾋﾟーﾄﾞﾎﾞｰﾙについていけず空をきるばかり。
そういえば前回の対戦も（11/23まがたま杯）両ﾁｰﾑともﾉｰﾋｯﾄで０－０だった。
３回に森涼・眞崎のﾋｯﾄで１･２塁のﾁｬﾝｽがあったが後続を断たれた。
このまま２試合連続の引き分けかと思われた最終回,先頭打者に上手くｾｲﾌﾃｨﾊﾞﾝﾄを
決められ、次打者に死球。結果的にこのﾗﾝﾅｰが痛く１番の俊君にまわることになる。
２死をとったが、その俊君にﾚﾌﾄ前へ打たれ万事休した。

決勝に進めず涙を呑んだが、選手がみんな持ち味を発揮し、素晴らしいゲームを演じてくれた。
いつもこれくらいやってくれればなあ。

2010.02.22  [守備力の強化] 

２月２０日（土）
今日は３つに分かれての活動で、６年生はMOSLの秋季大会決勝
４･５年生（新ﾁｰﾑ）は枚岡西さんとの練習試合、３年生以下はいきいき活動での練習

まず６年生、予選を勝ち上がり、準決勝も勝って決勝を残すのみ。
相手は杉の子子供会さん。
森涼、しっかり投げれば何とかなると思っていたが、。立ち上がり３四球にﾊﾞｯﾃﾘｰﾐｽの
２つのﾊﾟｽﾎﾞｰﾙ、無安打で２点を献上。
やっぱり朝一はだめか。
最終回に１点差まで詰め寄り、長打がでればさよならの場面まで作ったが
あと１歩及ばず、準優勝。

新ﾁｰﾑは東大阪のというより大阪府でも屈指の強豪枚岡西さんとの練習試合。
宝箱・鳥居・ひかり・つくしという単独でも強いﾁｰﾑが、連合を組んでの強力チーム。
今の段階でアパッチ新チームがだれだけやれるか楽しみだった。
ところがｱｸｼﾃﾞﾝﾄ。
５年生ｴｰｽの黒川が肘痛、みると真っ赤に腫上がっている。
３回まで辛抱したが限界で森純にｽｨｯﾁ。
結局０－１の敗戦ではあったが、内容は一方的に圧されまくった。
ｱﾊﾟｯﾁ課題の守備に比して、枚岡西さんの内野は完璧。
特にｻｰﾄﾞ・ｼｮｰﾄは惚れ惚れするくらい上手かった。

２戦目は斉藤が先発。
制球がわるく、ｶｳﾝﾄを整えようとした球を狙われ５失点。
打線はこれまたチャンスで一押しできず１点のみ。

３戦目は４年生を５人起用してのﾁｬﾚﾝｼﾞ。
これはしかたない結果ではあった。

今回の結果は明らかに守り負けというところだった。
打線は水物という通り、ちょっと下降線に入ったｱﾊﾟｯﾁには僅差に持ち込めなかったところが敗因。
やはり今後は守備力の強化が急務だ。



2010.02.24  [VS 鶴見北]

２月２１日（日）
鶴見小学校にて鶴見北さんとの練習試合
本年度はなぜかほとんど対戦がなく、
ちょうど１年前に練習試合をしたくらいだ。

中川監督は私の好きな監督のひとりで、
いつも冷静沈着、それでいて熱血漢でもある。
いろいろ地域的な課題を抱えているため、
なかなか思い通りの活動ができず苦労されているようだ。
今年は息子さんがエースとして頑張り、
大阪市子連大会でも上位進出を果たした。
秋以降はそれに満足したか、
思うような結果が出ていないとお嘆きだった。

今回の練習試合は私自身が中川氏とお会いしたいために組んだようなもので、
失礼ながら試合内容はどうでもよかった。
まあ、試合結果は６年生がたくさんいるし、
どちらかという半分卒団したような気分の鶴北６年生とは,
意気込みが違ったみたいだ。
しかし２戦目の３－０が物語るとおり、大した差はなかった。
このあたりが相手に合わすｱﾊﾟｯﾁの悪い癖か。

結局Ａ・Ｂそれぞれ2試合ずつ対戦させていただいた。
新チームは今期に関してはアパッチのほうが仕上がりが早く、
ちょっとできがよかったようだ。
いずれにしても今年もよきライバルでありたいと思う。



2010.03.01  [卒業記念大会　第1章]

2月28日（日）
大阪府知事杯争奪 卒業記念大会
朝というより真夜中２：３０目が覚める。
週間予報では思っても見なかった現実。
雨！
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで見てみると、6時頃まで降るようだ。
ということはそこから整備し出して、まあ予定通り進行できるだろう。
そうたかをくくっていた。
４時３０分頃再び」ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを見ると、9時前まで雨とぬかしよる。
（機嫌が悪くとなると言葉遣いが汚くなる！）

居ても立ってもいられなくなり5時20分学校到着。
門を開けようとしたら鍵がない！
たしかにポケットにいれたのに・・・。
頭に血が上っていてぼーっとして落としたのか？
もういやになり、来た道を戻っていったら、道の真ん中にさびしそうに鍵が僕が引き返してくるのを
待っていた。よかった！！
ごめんごめんと思いながら鍵を拾い、また学校へもどり丁重に開錠。

恨めしそうに雨空を眺め、ビチャビチャのグランドを見つめつつ時計と携帯を握り締めていた。
6時20分頃からスタッフが集まりだした。
みんな空を見ながらあまり話をしない。
7時過ぎに少し小降りになりだし、誰言うこともなく整備を始めだした。
こうなると清水丘の結束力はすごい。
早い目に集まってきた参加チームもみんな手伝ってくれて、見る見るうちに水溜りが消えていく。

大体こういう天気になると「今日はするんですか？」という問い合わせがあるのが普通だが、
スタッフ・保護者はいうに及ばず、参加チームからのそういうTELはほとんどなかった。
みんなやる気だし、わたしのことを理解してくれている。
あるチームなどは「みんなでコート整備すればすぐできます。またそれもいい思い出になります」
やるやらないじゃなしに、やること前提にそういうメールをいただいたりした。
うれしかった。

7時半、昼食のお世話をしてくれるグルメ杵屋のかたも到着。
仕込みも始まった。
この大会は2年前まではトン汁、昨年からは牛丼ときつねうどんを用意している。
日ごろ十分に練習できないアパッチに、快くグランドを貸していただいているチームのかたへの
感謝の気持ちだ。
そして保護者お母さんがた総動員でのお手伝い。
あとは晴れるのを待つだけ。

思いが通じたのか8時に青空がのぞきだした。
やった！これでなんとかなる。
当初の予定よりわずか1時間おくれで開会式・試合を開始することが出来た。
墨江丘中学校ブラスバンド部の演奏で入場行進が始まった。

[ To Be Continued ]



2010.03.02  [卒業記念大会　第2章] 

墨江丘中学校のﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄの顧問の先生は高校の後輩にあたる。
朝、その先生といろいろ話をしていたが、
3年生が抜け、17~8人と少なくなりちょっと迫力に欠けるというようなことをおっしゃっていた。
高校野球でおなじみの「栄冠は君に輝く」の曲に合わせ入場。
次第通り開会式が進み10時ﾌﾟﾚｰﾎﾞｰﾙ。

ｱﾊﾟｯﾁは第2試合、相手は同じ住吉の遠里小野連合。
4年前まではいくらやっても勝てず、市子連大会をことごとく阻まれた相手。
いまは児童の絶対数が減り、部員の確保もままならないということを聞いた。
試合開始、投手はなかなかのｽﾋﾟｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ。
いいところに決まればちょっと打ちづらいと思っていたが、制球に難有るようだ。
アパッチ打線はボール球に手を出さず、しっかりとらえ毎回得点。
涼介もヒットを許さず、完封と思いきや、最終回ミスもあり1失点。
このあたりアパッチの甘いところ。
勝つには勝ったが、次の龍華戦に悪影響を与えなければいいが・・・。

ちょっと一休みして家庭科室をのぞいた。
すでに昼食ｻｰﾋﾞｽがはじまり、牛丼・きつねうどんが飛ぶように売れている。
いや、もちろんただである。
きつねうどんを１杯いただいた。
朝が早かったのでお腹が空き、うどんのうまいこと。

そして試合場へ引き返す。
予選とはいえ接戦に次ぐ接戦。
40分を越えて次ｲﾆﾝｸﾞに入らないというｽﾌﾟﾘﾝﾄﾚｰｽ。
しかしどの試合も投手がよく点が入らない。
狭い会場で時間が短く、観客が多い。
なかなか普段の力を発揮できず、苦労しているチームもあるようだ。

予選の最終戦。
AコートはアパッチVS龍華　、Bコートは松原ガッツVS玉造ﾊﾞｽﾀｰｽﾞ。
勝ったチームのなかから優勝が決まる好試合。
さきに始まったBコート。
大阪NO1左腕のガッツのｴｰｽに対し、玉造打線は容赦なく襲い掛かる。
初回、難なく1点を先制。

そうこうしているうちにAコートも集合準備の声。
いよいよ決勝進出を懸けた大一番が始まった。

　[ To Be Continued　]　　



2010.03.03  [卒業記念大会　第３章] 

龍華さんとは今年も何度か対戦させていただいたが、Aでは勝ったことがない。
昨年に比べ確かにつぶは小さくなっているが、やはり上手い・強い。
隙を見せると絶対負ける、いや隙を見せなくてもこじ開けてくる。
この試合勝てば決勝進出だが、負ければ3位決定戦どころか、７～８位まで落ちる可能性がある。
とにかく全力でぶつかるのみ。

さあ試合開始。
今年1年、A・Bあわせて300試合をこなしてきたが、泣いても笑ってもあと2試合。
緊張しているのか武者震いが止まらない。
初回、龍華さんの攻撃、ヒットのﾗﾝﾅｰを一人出したがまあ無難に抑えた。
その裏、先頭の森涼よく粘り四球で出塁。2番眞崎、相変わらずのうまいバントで送る。
そして、ここにきてやっと目覚めた須多、会心のｾﾝﾀｰ前ﾋｯﾄで先制した。
2・3回と龍華打線を無安打に抑えたが、ｱﾊﾟｯﾁ打線も走者を出すも龍華野手陣のうまい守備に
阻まれ追加点を奪えない。そして時間的にも最終回と思われる4回の表、２番ﾊﾞｯﾀｰからの打順。
しかし森涼ここも渾身の投球で２者連続三振。
４番ﾊﾞｯﾀｰにうまくあわされ２死２塁。ここでかねてより打ち合わせ通りライトへ森純。
肘痛の上村を使い続けることになんら抵抗はなかったが、
１点差のﾗﾝﾅｰ２塁の場合は森純にｽｨｯﾁという計算だった。
しかしそんな心配も全くの杞憂におわった。
これでもかというﾋﾟｯﾁﾝｸﾞで三振に切って落とした。
１－０の勝利。
ひそかに涙をぬぐっているのは私だけではなかったと思う。

２年ぶりの決勝進出。
Ｂコートではガッツさんが激闘を制し、玉造さんに競り勝ったようだ。
さあ、やっとたどり着いた、決勝戦だ。

2010.03.04  [卒業記念大会　第４章]

予選がおわりここから私は忙しくなる。
まず、順位決定戦が行われる間に優秀選手の選考が始まる。
選手一人を選ぶのはなかなか大変なことで、
投手が完封勝利しても、さよならヒットを打ったとか、
超ﾌｧｲﾝﾌﾟﾚｰをしたとか選考基準が難しい。
各チームに聞きに回っても、検討しますと返事がすぐには返ってこない。
結局ｱﾊﾟｯﾁの決勝戦までに半分のﾁｰﾑしか決まらずじまい。

ふと周りを見渡すと、昨年のﾒﾝﾊﾞｰや中学生・高校生が大勢応援に来ている。
みんな元気そうだ。
ＯＧのみなさんもお昼のお手伝いにたくさん来てくださっている。
ＯＢも島田２代目監督や国分ｺｰﾁなど懐かしい顔が・・・。
いや～うれしいな。
たくさんのひとに支えられこの大会が成り立っている。
いつも思うのだが、たくさんの人が自分から率先して協力してくれる、ありがたいことだ。
こういうひとたちに囲まれて本当にしあわせを感じる。

そんな感慨にふけっている間にいよいよ集合の声。
松原ガッツ！
名前を聞いただけであのおっさんのような６年生の集団を思い出す。
それほど大きい選手が多い。
あのおしりのおおきさを見ても、
いかに日ごろからランニングをしているかがわかる。
大会ごとにｱｸｼﾃﾞﾝﾄがあり、今年度おおきなタイトルこそないが
文句なく単独チームとしては大阪ＮＯ１チームである。
この怪物相手にひ弱いアパッチがいかに戦うか。
６年間の集大成、最後の１戦を最終章でじっくり語りたい。



2010.03.06  [卒業記念大会　最終章] 

とにかくまともにいってもちょっと分が悪い,しかし小細工が効く相手じゃない
ﾎﾟｲﾝﾄは１番のモアイ君、彼をｼﾝｸﾞﾙに抑えること。しかし、彼だけでなくとにかく９番まで　
息をつく暇がない。外野は深く守る。内野は打球が速いけれど、恐れず前で取れ。
打線はほとんど策がない。
ﾁｪﾝｼﾞｱｯﾌﾟは０－２と追い込まれたときの１球だけ意識し、それ以外はあきらめる。
私にｱﾄﾞｳﾞｧｲｽできるのはそれくらいだったろうか。ということはほとんどお手上げ状態。

先攻はｱﾊﾟｯﾁ
先頭の森涼。思い切って振れ、なんとか当たってくれ。
しかしあえなく三振、眞崎ｻｰﾄﾞｺﾞﾛ、須多三振。

１回裏、先頭そのモアイ君、レフト・ｾﾝﾀｰ思いきりﾊﾞｯｸ。
涼介、乾坤一擲、ｻｰﾄﾞｺﾞﾛに打ち取る。
２番、外角の球をうまくレフトに流されﾎﾞｰﾙﾃﾞｯﾄﾞの２塁打。
３番ｴｰｽ山田君、かれもまたﾓｱｲ君に勝るとも劣らない強打者。
しかし思いもかけずｾｰﾌﾃｨﾊﾞﾝﾄ。３塁線への小フライ、「ほっとけﾌｧｳﾙや。」
しかし涼介、思いきりダイビング、[エ～ッ！]見事グラブに納めアウト。
もう見てられない、すこしうるうる。
４番、サードゴロ。この時点で手に汗が・・・。

２回、浅田ﾁｪﾝｼﾞｱｯﾌﾟを盛り込まれ三振、上村、うまくあわしたが３塁ゴロ。
６番北、よ～く粘り四球。しかし７番大北２塁ｺﾞﾛ。
その裏涼介調子よく３人で簡単にﾁｪﾝｼﾞ。

３回、大北・秋山と打ち取られ、再び涼介。
痛烈な三遊間への内野安打（ｶﾞｯﾂさんのｽｺｱｰは３塁ｴﾗｰ：キビシイ）
続く眞崎、抜群のﾊﾞｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾙでﾚﾌﾄ前のﾋｯﾄ。
２死ながら１・２塁のﾁｬﾝｽ。
しかし期待の須多は三振でﾁｪﾝｼﾞ。（さすがｴｰｽ、須多が悪いのではなく山田君のﾋﾟｯﾁﾝｸﾞをほめるべき）
そして運命の３回裏。
８・９番を打ち取り、２死ﾗﾝﾅｰなしでﾓｱｲ君という理想的な展開。
追い込んで予てからの秘密兵器のﾁｪﾝｼﾞｱｯﾌﾟ。
ところがこれがど真ん中に。
打球はレフトの頭上を越え転々。
ここで練習に練習を重ねてきた中継ﾌﾟﾚｰにもミスが。
うまくできておればﾎｰﾑﾗﾝにはならなかっただろう。
しかしとにかく先行を許してしまった。

時間的にも最終回と思われた４回表ｱﾊﾟｯﾁの攻撃。
残念ながら反撃の糸口もつかめず４・５・６番三者凡退。
ｱﾊﾟｯﾁ最終戦は終わった。
実はこの試合、２回のｱﾊﾟｯﾁの攻撃が終わった段階で僕は試合を見ていない。
とても見れるような気持ちになれずその場を離れ、優秀選手の表彰状を書いていた。
勝ちたい、勝たせてやりたい、負けるところを見たくない。
そんな気持ちが、ぼくをその場から追いやったようだ。
しかし、歓声でその場の光景が手に取るようにわかる。

終わった。
でもよかった。
準優勝！
よくやった。
あとは言葉にならなかった。

表彰式もあまり覚えていない。
充足感、虚脱感。
ほんとうにたくさんのかたのご協力をいただき、こんな立派な大会を開くことができる。
お手伝いいただいた関係者のみなさんありがとうございました。
 



2010.03.08  [追い出し会を控えて]

卒業記念大会も終わり、あとはいよいよ追い出し会を残すのみとなった。
今９期は６年生が１４人、今までで最多人数を送り出す。
一人の落伍者を出すこともなく、無事おえることができたのは
監督・コーチの努力の賜物だと深く感謝します。

ひとりひとりにそれぞれ思い出があり、
思い起こせば全員に大小差はあるものの、怒った覚えがある。
ぼくにはひとつの方針があり、大会では絶対怒らない。
練習では当たり前だが怒る。
普通は練習試合でもあまり怒らない指導者もいるが、
練習が少ないアパッチにとって練習試合は練習の一環であることが多いため、
練習試合でもかなりきつく叱る。
（グランドを提供していただいているチームの関係者のかたがたすみません）

しかしこの怒り方が難しい。
怒ってよくなる選手と、萎縮して悪くなる選手がいる。
そのあたりを把握して指導しないと取り返しがつかなくなる。
褒めておだてて火事場のくそ力を発揮するやつ、いるんだよな～。

最近の子たちは優等生が多い。
優等生といっても勉強ができるという意味ではない。
アパッチの活動中は、時間は守る、しっかり挨拶はする、自分本位の行動はしない、
といった基本ルールを破るやつはいない。
でも家庭や学校では守れているかというと、[ ？ ]のようだ。
もっとも小学生のうちから聖人君子のようなやつは気持ち悪いし、
逆に大成しないだろうと思う。

この子たちはまだ１２歳。
これからどんな人生を歩んでいくのだろう。
山あり谷ありいろんなことがあるのだろうが、なにごとにもくじけず頑張っていってほしい。

2010.03.10  [心あらたに]

今朝の日経新聞に、４月からの新体制の人事が掲載された。
自分の名を見つけた時、あらたに闘志というか燃えるものを感じた。
やらねばならない、やるしかない。
ぜったい甘えは許されない。
誰かがやってくれるだろうなんていう考えは絶対だめ。
自分がやるのだ。

しかし、人間一人ができることなんてたかがしれてる。
みんなが心を一つにして協力しあわないと目標は達成できない。
まず組織作り。
そしてみんなが動きやすい環境を作ってやること。
つぎに適材適所、実際に自分の目で見てひとを育て登用する。
口で言うのは簡単だが、並大抵なことではない。
しかしここまでできれば、８割がた成功したも同然。
僕はいままで子ども会・青指・アパッチなどこういうふうに作ってきた。
みんな成功したとは思わないが、一応の成果は上げてきたつもりだ。
あとはリーダーがその指導力をうまく発揮している限り安泰だ。

会社はとても大きな組織だ。
なかなか全てを見渡すことはできない。
しかし、ｱﾙﾊﾞｲﾄ・ﾊﾟｰﾄﾅｰさんを含め、
１万人の従業員のこころをひとつにしていかなければならない。

さあ、どうするんだ！



2010.03.13  [追い出し会 ]

例年、記念の冊子を作っているのだが、今年はまだ完成できていない。
とにかく卒業生に贈るはなむけの言葉くらいは作りたかった。
ねむた～い！
結局完成したのが朝の４時。いずれにしてもできてよかった。

８時に学校到着。すでに整備も終わり、高学年はほとんど集まっていた。
試合開始。
９時　卒業生　VS　OB・コーチ連合
接戦だったが　１－０で卒業生の勝ち。
やはり森涼の球を打ち返せず、わたしは１塁ゴロに倒れた。（本音はあたってよかったなあ。）

４・５年の紅白戦、１･２･３年の紅白戦と進み、
最後は卒業生　VS　新チーム
やはり卒業生の圧勝で幕を下ろした。

午後からいよいよ追い出し会のセレモニー。
まずは岡橋監督の涙で始まり、保護者・卒業生の感涙に咽ぶコメントが続く。
保護者代表森さんの謝辞、北主将のお礼のコメントがあり、
最後にわたしから卒業生ひとりひとりへのはなむけの言葉。
それぞれの思い出がよみがえってきて詰まりそうになりながらも、
どうにか最後まで読むことが出来た。

アパッチを作って１０年がたとうとしている。
やってもやっても負けっぱなしの弱いチームが、
まがりなりにも世間様に注目されるようになってきた。
もちろんまだ強豪と呼ぶには甘さの目立つチームではあるが、
大きな大会で負けて話題になるようになったことはすごいことだ。

ここからもう１ステップ上にあがるのは至難の業だ。
土・日・祝のみの練習では不可能。
しかし、今の週２日の練習でなりうる最高のチームを目指し、
監督・コーチ・保護者・選手が一丸となって盛り立てていく。
そんなチームつくりができればいいな。

2010.03.16  [青指定例会] 

３月１３日（土）
追い出し会が終わり急いで出勤。
やり残している仕事があったことと、役員の研修の最終日でもあったためだ。

あっと気がつくと18時。
18時半から青少年指導員の定例会と歓送迎会がある。
最近は本当に忙しく、ハードなｽｹｼﾞｭｰﾙに追われている。
あわてて会場へ。いつものメンバーが集まっていた。

現役の指導員が９人、OBが４人、新人１人。
なぜかみんな仲が良い。
青少年の健全育成をｽﾛｰｶﾞﾝとするわが団体は、
活動も当然活発で、先日の卒業記念ソフトボール大会でも、多数参加して協力してくれた。
年に2・3度、スケジュールを調整して旅行に行ったりする。
私などはそれが唯一の楽しみだったりする。
いつも集会の後半は次の旅行の計画だ。
これがまた楽しい。
１時間余りはみんな童心に戻った気分で、たのしくワイワイ騒いでいる。

職業も違うし、もちろん利益も共有することのない仲間。
そんな関係だからこそこんなに仲良く語り合えるのだろう。
こういう一生付き合える友がいることに感謝したい。



2010.03.17  [近畿大会新人戦] 

いよいよ本格的な新チームとしての始動。昨年秋から好調を持続している
このチームがどれだけやれるか。目標とする9月の大阪城決戦に向け、
どのように進んでいくのか。いろいろな考えをもってこの大会に挑む。

初戦から難敵の枚岡西さん。
昨年の出口杯の決勝であたった鳥居子供会さんや、宝箱子供会さんを中心とする連合チームだ。
エースは鳥居子供会さんの投手。身体も大きくしっかりした球を投げるいい投手だ。
出口杯では4点をいただいたが、先日の練習試合では０－１の完封負け。
しかしこのチームのいいのは打撃。
先日も試合前の打撃練習を見ていて、その素晴らしいﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞに目を奪われた。
みんな腰がすわって、振りが鋭い！そして守備（特に内野）がみんな素晴らしく上手い。
エース黒川が肘痛で本調子でない今、ある程度の失点はしかたない。
いかに打線が点を取るか、そこがポイント。

初回、いきなりのサードへの内野安打、たしかにあたりはいいが取ってほしいな。
続いて名手森大のエラー、４番のセンターへの犠牲フライで簡単に先制を許す。
３回、またまた内野に乱れが失点につながり追加点。
しかし、本調子でないとはいえ、エース黒川の球をなんなく打ちかえされた。
やはり打撃は半端でない破壊力をもっている。
それに比べアパッチ打線は沈黙。１四球のみのなすすべもないだるま状態。完敗！

２戦目はこれまた強豪の八木ソフトさん。立ち上がり初戦の敗戦が尾をひき、あっという間の
３失点。黒川はこれで目が覚めたか、そこからは１ヒットのみ。
打線もお目覚めが遅かったが、４回に６安打を集中し大量点をあげ勝利した。

結局1勝1敗で残念ながら次に進めなかった。もう一度原点に戻って守備・打撃・走塁を
見直していきたい。とにかく6月の区大会に優勝し、9月の大阪城決戦で頂点に立つこと。
そのために今は目先の勝利に一喜一憂するのではなく、弱点の克服を中心に練習していきたい。

2010.03.19  [マナー研修 ]

先日新入社員のマナー研修があった。今年は２６人という最近ではもっとも少ない採用で、
これは不景気というだけでなく、採用基準のハードルが上がったせいでもあるようだ。

講師はわが人材開発部の内館牧子（怒られるかな　：　どっちに？）●崎課長。
さすが、もと今話題のＪ▲Ｌｷｬﾋﾞﾝｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄ講師だけあって話がうまい。
今回は西日本採用の１１人が参加した。
定刻になってもひとり来ない。時間にうるさい私としてはちょっとイライラ。
ＴＥＬしてもつながらないそうだ。

５分遅れで到着。
第一声「遅れてすみませんでした。」当然その一言が何より先に飛び出すものと思っていたら、
あにはからんや「時間がおしてしまって・・・」というわけのわからない言い訳。
「時間がおして～」という言葉使いもわかっていないし、すみませんという言葉もでない。
おまけに席につくまで悠々と急ぐでもない足の運び。　大物か？

最初に課題として渡してあった冊子の中から基本的なテスト。
「ﾌﾗﾝｽ語のエチケットのもともとの意味は？」　正解者1名
「あいさつ」を漢字で書きなさい。　正解者0名
などなど、本当に高い採用基準で合格してきたのかと疑うほど。

接客以前の基本的なマナーなどを受けた彼らは、いかなる気持でいるのだろうか。
まだまだ学生気分が抜けていないのはしょうがないにせよ、
ひげを剃るのを忘れてきたとかいうのは、少し情けないな。

これからじっくり3カ月。
仮配属店に渡すまでに、ちょっと厳しく行くか！



2010.03.22  [練習試合　VS 玉造ﾊﾞｽﾀｰｽﾞ]

3/22（祝）玉造ﾊﾞｽﾀｰｽﾞさんとの練習試合
昨年度苦手としたバスターズさんとの戦い。
苦手というには少しおこがましいか、実力的にも開きがあったということだ。

今、アパッチは再編成中。
昨年秋ころから今年最初にかけては、大会でも上位を占め、チーム力もなかなかのものだった。
卒業記念大会のころからいろいろ問題点が噴出し、再編を余儀なくされている。
まず守備陣。
現在のままでも問題はないといえばない。
しかし目指すところを大阪城決戦優勝。
大規模大会でも絶えず決勝進出を望むならば、少し心もとない。
ｴｰｽ黒川、ﾌｧｰｽﾄ斉藤以外は未定。
いろいろ試してみて検討することになった。
そして打撃。
ﾁｰﾑﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞができていない。
なんでもかんでも振り回すだけでは、強豪ﾁｰﾑには通用しない。
おまけにｴｰｽ黒川が肘痛のため万全ではない。
そんな状態での練習試合。
とにかく勝敗にこだわることなく勉強しよう！

1戦目、エース対決。
ﾕｳﾄ　ＶＳ　ｲｯﾍﾟｲくん
両ｴｰｽともベストなﾋﾟｯﾁﾝｸﾞではないと感じたが、双方とも打撃が沈黙。
ｱﾊﾟｯﾁは安藤の1安打、ﾊﾞｽﾀｰｽﾞは2四球のみの無安打。
もっとも痛烈なライトｺﾞﾛが3発。
純介の見事な守備もあった。
しかし5回までの15アウトのうち3分の1の5アウトが内野フライ（ﾊﾞｽﾀｰｽﾞは2）。
そのあたりが問題か。
黒川はｽﾋﾟｰﾄﾞは今一つで、初回に２つの四球を出したが、
その後は打たせて取るﾋﾟｯﾁﾝｸﾞで抑えた。

２戦目、Ｂチーム対戦。
先発は３年生宮本。
体格を活かした重い球で相手打線を翻弄、無安打に抑えた。
最終回、同じ３年生の佐藤も１点は取られたが、小気味良いﾅｲｽﾋﾟｯﾁﾝｸﾞだった。
打線は相手投手の制球難にも助けられ、４安打で５得点という効率の良さで完勝。

３戦目、２番手投手対決。
序盤は圧倒的に押しまくり、あと１本出ていれば楽な展開になっていたはず。
ところが３回まで毎回２つずつの残塁で計６つ。
結局５回まで毎回２塁までﾗﾝﾅｰを進めるも、詰めが甘かった。
斉藤、森純とつないだ投手ﾘﾚｰも、４回死球、ｻｰﾄﾞｴﾗｰ、ｼｮｰﾄ内野安打と悪い流れでﾋﾟﾝﾁを招き、
ﾗｲﾄへのﾃｷｻｽﾋｯﾄが２塁打となり不運な３失点。
打線は１戦目の悪い雰囲気のまま、わずか２安打で完封負け。

今日の教訓。
得点を取るためにはﾁｰﾑﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞが必要。
いつも力一杯振り回しているようでは進歩はない。

玉造さん、ありがとうございました。
今年もよきﾗｲﾊﾞﾙでいられるよう頑張ります。



2010.03.24  [マナー！？]

今日は朝から雨で電車通勤。南海阪堺線、通称「チン電」
いまはワンマン運転だが、昔はちゃんと車掌がいた。
そして乗り降りが終わると、車掌がひもを引っ張りチンチンという音が鳴り、その合図で運転手が
電車を動かす。それがチンチン電車名前の由来だ。くどくど説明しなくてもみんな知っていることだが。

駅に着くと何人か待っていた。路面電車だから、ホームと線路の段差は３０センチくらいしかない。
小さい頃、線路の上に5円玉をおき、電車が通ったあとピッチャンコにつぶれたコインを見て、
大笑いしていた。当然、置石と同様危ないし、また通貨変造の罪にもなる。
見つかってこっぴどく叱られたこともあった。

突然僕のあとに来られた女性（40歳くらいかな）が線路に降りた。
なにすんねん、危ないな。
よく見ると、枕木のところに缶チューハイの空き缶が放ってある。その女性はさも当然のごとく缶を
拾い上げ、ゴミ箱へポイ。元の位置に戻った女性に私は思わず一礼。
彼女はニコッと微笑んだ。

これが、社会のマナー・エチケットなんだよな。
しかし、缶をポイ捨てする人と、それを線路までわざわざ降りて拾いゴミ箱へ捨てる人。
この違いはどこから生まれるのだろう。
親からの遺伝子なのか、それとも家庭環境なのか教育なのか。
まだまだ学ばなければならないことが多

2010.03.26  [卒業生たちとの最後の交流] 

今日は卒業生とＵＳＪに行った。
毎年の恒例ということになっているが、今年は１４人。
例年のほぼ２倍ということで、実はどうなるかと心配だった。
ありがたいことに森林コーチが付き合ってくださった。

朝から雨。
ちょっと出ばなをくじかれた感はあったが、予定を変更するわけにいかず決行。
待ち合わせ、２名が時間に来ない。
確認したら駅を間違えていたらしい。
う～ん、やってくれるな。
どうにか途中駅で合流できて無事現地到着。
ほとんど１番に近い状態で、ゲートでも前から２番手ｸﾞﾙｰﾌﾟ。
これも雨の影響か、客足が遅いようだ。
１時間と少し待ってオープン。
お目当てのﾆｭｰｱﾄﾗｸｼｮﾝ「ｽﾍﾟｰｽ・ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ・ｻﾞ・ﾗｲﾄﾞ」へﾀﾞｯｼｭ。
待ち時間なし。
わたしはおっちゃんでありながらこういうのが大好き。
「ＥＴ」はもの足りなかったが、これはなかなかいい。
終わって出てみると行列は長く、すでに待ち時間は５０分。
しかし「ﾊﾘｳｯﾄﾞ・ﾄﾞﾘｰﾑ・ｻﾞ・ﾗｲﾄﾞ」は同じ条件では１８０分だった記憶が。
ｱﾄﾗｸｼｮﾝの運行ｽﾋﾟｰﾄﾞの差もあるが、やはり天候のせいか。

午前中に人気の「ｽﾊﾟｲﾀﾞｰﾏﾝ」・「ﾊﾞｯｸ・ﾂｳ・ｻﾞ・ﾌｭｰﾁｭｱｰ」などが
この春休み初日でありながらせいぜい６０分の待ち時間。
ｼﾞｮｰｽﾞ・ｼﾞｪﾗｯｼｯｸﾊﾟｰｸは３０分でＯK.
こりゃ雨ふりは狙い目かな。
待っている間はほとんど屋内だし、ｱﾄﾗｸｼｮﾝ自体が水にぬれるものが多いので雨にぬれても関係ない。
ただ、気分的に雨がいやというだけである。
発想の転換が必要だな。

今回も２名が途中ではぐれるやら、ﾛｯｶｰのｷｰをなくすとか、
相も変わらずｼｬｷｯとしない連中である。
しかしわたしはそんなこどもたちが大好きなんです。


