
2010.04.02  [入社式] 

４月にはいり、改めて気分も一掃しての新体制。
９時から辞令交付式。
今回は大掛かりな組織変更もあり、たくさんの辞令が発表された。
本社勤務での昇進は私を含め８名ほど、そして異動は約５０名くらいか。
現場の９００名でも配置転換や細かい異動はあるようだ。

１０時入社式。
先日のﾏﾅｰ研修に参加した西地区の１1名に、東地区の15名をあわせ２６名。
前日のﾘﾊｰｻﾙではなかなか声が出ず、教官達から何度も罵声がとび、
ようやくＯＫが出て本番に臨むことになった。
社長訓示から誓いの言葉など、わりとしっかり声がでているようだ。
前日に教官達のあと、私が声を出すのを聞いて、
「父親より歳が上と思われるひとがこんなに声がでているのだから負けられない」
そういう気持ちになったのかもしれない。（歳に関係なくわたしの声はとても大きく、迫力があるらしい）

無事式典が終了し、写真撮影・幹部訓話と進み、昼食懇親会。
孫会社のｱｻﾋｹｰﾀﾘﾝｸﾞの料理に食いつきながら、なごやかに時が過ぎる。

２時半よりいよいよ研修がスタート。
まずは総務部長訓話、社員としての心構え等々。
朝も早いし、入社式の緊張があり、そして難しい話。
私などは100％居眠りをしてしまうに違いない。
しかし担当官によると、女子で唯一ひとりが一瞬[船をこいだ]程度で、みんな一生懸命聞いていたそうだ。

5時　自己紹介（2分間ｽﾋﾟｰﾁ）、報告書作成
6時半終礼、ようやく終了。

あすから本格的な研修に入る。
一人の落伍者も出さず、どれだけやる気を持たすことができるか。
そのことにあすのわが社の命運がかかっていると言っても過言ではない。

2010.04.05  [全日本大会大阪市予選] 

初参加の全日本大会、とにかくこの大阪市予選に優勝しなければ、
大阪府大会に進出できない。
しかし、各ﾁｰﾑともその区で選抜選手による連合を組んできている。

初戦はｵｰﾙ高殿さん。
相手がどこであろうと全力でいけば結果はついてくると思っていた。
しかし１か月ほど前から、エース黒川の肘の調子がおもわしくなく、ｽﾄﾚｰﾄが走らない。
したがって打線が奮起しないと苦しい。

２回を終わって両ﾁｰﾑとも走者を出すが、得点できない。
３回高殿に初の長打を許す。
そして２死から右中間への長打ｺｰｽのあたり。
しかしライト森純、打球に向かい１直線にはしり好捕。

４回まで５安打を放つが得点できず、逆に４回裏左中間への１発を浴び先制を許してしまう。
球が走らず苦しい上に１本調子になっては打たれる。
５・６回とも３塁までﾗﾝﾅｰを進めるがどうもいけない。
しかし守りでは、６回裏のﾋﾟﾝﾁもｾﾝﾀｰ細川の好返球で追加点を与えない。

最終回、２死から斉藤が２本目のﾋｯﾄ。
そしてﾜｲﾙﾄﾞﾋﾟｯﾁと３番安藤の痛烈なｻｰﾄﾞｺﾞﾛが相手ｴﾗｰを誘い、土壇場で追い付く執念を見せた。
しかし一気に逆転まで持っていけず、
その裏内野の乱れもあり、さよなら負けを喫した。

でも、随所に好プレーをあり、悲観するような敗戦ではない。
もちろん勝負である以上、勝たねばならないのは当たり前。
いいわけをするならば、黒川の不調、井戸の欠場ということになる。
でも今日の敗戦はきっと区大会、市大会につながるはずだ。
前を向いてやっていこうぜ！



2010.04.08  [新入社員研修（1]）

4月3日～5日　香楠荘研修
入社式のあと、幹部や人事・衛生の各部からさまざまな講義があり、
そしていよいよ金剛山へ出発、2泊3日の訓練が始まった。
4月3日　9時３０分に本社を出発、観光ﾊﾞｽで半ば遠足気分。
現地で、待っている地獄の特訓をまだみんな知らない。
11時過ぎにﾛｰﾌﾟｳｪｰ前に到着。
7分間の恐怖（高所恐怖症の人にとっては）を味わい、やっと香楠荘到着。

入所式、諸注意のあと、まずは小手調べ、佐藤先生の講義。
宮尾課長のゲーム形式の講義のあと、小林主幹の熱弁。
そして夕食。うどんすきに舌鼓をうち、思ったほどではないなあという声が聞こえてきた。
本番は明日なんだけどな。

夕食のあと、私の講義。といっても、自己紹介と「塞翁が馬」について。
同時に私にとっては、彼らの態度といったものを観察できるいいチャンスだった。
研修に入って３日目、本社を離れて夕食が終わり、一番眠いとき。さあ何人ダウンするか。
もっともこの大きな声の講演で眠れるのはよほど大物か、どこか悪いにちがいない。

中盤にわざとﾍﾟｰｽﾀﾞｳﾝしてみた。
ひとり目がうつろになってきた。こいつはマークの必要性あり。
1時間半で最後の20分はいつもの調子。一番前の大福が泣き出した。
感動しやすい性質か。
明日は朝から大変だぞ！
みんな心してかかれ！！

2010.04.10  [新入社員研修（2）] 

そして明けて4月4日。6時半、朝食。7時20分全員集合。朝礼のあと発声訓練。

いよいよ地獄の特訓開始。
開講式、といっても再度の発声訓練から始まり延々2時間。
すでにつらくて泣き出すやつが出てきた。

午前中はたびたびの発声訓練が続く。そしてやっと昼食。
しかし課題が与えられているため、わずか15分ほどで昼食をすませ、それぞれが自己訓練。
あちこちで大きな声が聞こえてくる。

午後の部開始
ここで私はこの研修（訓練）を離れた。今後の打ち合わせ、雑用が待っている。
おそらく早い夕食で夜におなかが減るであろうからオニギリの準備。
疲れて甘いものがほしいだろうから、ﾁｮｺﾚｰﾄの差し入れ。
細かい配慮をしてやることが明日への糧になるはずだ。

本来なら夕刻までみっちりやるのだが、１日研修ということで17時にはおわらなければならない。
15時ころからスピーチが始まった。全員合格するまで終わらない。
１回で済むものはいない。

16時にやっと一人目の合格者。
この時点で全員の目に涙が・・・。
つらさだけでなく、他のひとのスピーチへの感動・共感といったものだ。
聞いているわれわれも涙を抑えることができない。
最後のひとりYさんが”take10”まで掛かったがなんとか終了。
その瞬間みんなの目に再度の涙が。

その夜の夕食には心ばかりのビールのプレゼント。
しかし夜は報告書の作成とまだ気をゆるめない。
無事おわった達成感からか、夜食のおにぎりの売れ行きはよかった。
明日は本社に戻り、社長の訓示があり、5日間の研修が終了。
お疲れ様でした。
 



2010.04.12  [大東フレッシュカップ ]

４月１１日（日）
大東フレッシュカップ２次予選
この大会は今年で４回目になるが、
新チームの立ち上げが遅いアパッチにとって、あまりよい成績を残したことがない。
今年は全国大会の大阪市予選があるため、参加出来ない旨主催者にお伝えしていた。
しかし服部会長のはからいで２次予選から参加させていただくことができた。
今調子は低迷期にあるが、
せっかくチャンスをいただたのだから頑張らないと。

１回戦は箕面市の中小オーシャンズ。
初対戦でデータは全くない。
相手も同じ条件。
エース黒川が本調子でないのは承知のこと。
しっかり守り、最小失点に抑え、チャンスは見逃さず得点していく。
アパッチの勝利の方程式は他にない。

２回相手チームにミスが目立ち、運よく２点をいただいた。
先発黒川はヒットを打たれはしたが、ここぞというときに全力投球し、点を与えない。
中盤に森大の内野安打などで２点を追加する。
しかし課題の走塁面でミスが続き、タッチアウトプレーが３つもあった。
取れるときに取っておかないと、強豪チームは何度もチャンスはくれない。
まあなんとか勝利し、初戦を突破した。

２回戦は大東市の強豪の津の辺。
A・Bとも何度か対戦経験がある。
この日も第１試合海東戦、好投手・強力打線で難なく勝利されていた。
その試合を観戦していた岡田事務局長からも、要注意の感想を聞いていた。

立ち上がり、森大・黒川のヒットにまたまた相手のミスで２点をいただく。
今日はバイオリズムがいいのか、流れがアパッチに追い風だ。
そしてこの試合の黒川、まだまだ80％のスピードだが制球よく、
ヒットを許さない。
結局被安打２で三振を６つ奪った。
追加点がほしいところで、３回主砲安藤が久しぶりの一発。
昨年に比べ、小粒感が否めないアパッチ打線で、ホームランが期待できる唯一の４番の
一振りでベンチは盛り上がった。
終盤、外野のミスで１点を奪われたが、それ以外は危なげなく勝利し、次週に進むことが出来た。

ちょっとモヤモヤした試合が続いていたが、勝利の２文字が一番の薬。
これをきっかけに１段ずつ階段を上がって行きたい。

別会場のMOSリーグでも、４年生主体のBチームが２連勝したといううれしいニュース。

僕個人は今日も仕事で応援すら行けず、おまけに少し風邪気味でふらふら状態。
せっかくチームが上昇気配なのだから、僕も頑張らないと。
ファー～イト！



2010.04.14  [お客様第一主義] 

４月１３日　西日本営業部の店長会があった。
３１９店舗中　欠席が約５０名。
２時より、私から事例報告。
前月お客様から寄せられたさまざまな苦情・賞賛についての報告だ。
今年度わが社の方針であるお客様第１主義。
お客様目線にたったおもてなし。
お客さまに喜んでいただくために、
お客様に満足していただくために、
何をすればいいのか。
相変わらずそれを理解できず、お客様からお小言を頂戴している店がいかに多いことか。

どんな商売でもそうだが、企業である限り利益を上げなければならない。
しかし、その戦術を間違うとトンでもないことになる。
経費を抑え、人件費を切り詰め、とにかく出るものを抑え、入ってくるものをあげる。
それが利益を上げる一番の方法だ。
しかし、現場でそればかりを考えていると、絶対に集客は見込めない。
集客が見込めないのに、売り上げがあがることはない。
売り上げが上がらないのに、絶対利益があがるわけはない。

お客様にお越しいただくためにはどうすればいいのか。
お客様にその店に行きたいと思っていただくこと。
すなわち、その店にいけば満足できると思っていただける店になることだ。

そういう店をつくりあげることができる店長。
そういう店長を育てることが今の私の使命だ。
hard missionだがimpossible missionではない。
やらねば！
 

2010.04.18  [大東ﾌﾚｯｼｭ杯決勝]

氷野小学校に7時45分到着。
決勝に残っているチームはやはり名の通ったチームばかり。
8時15分、抽選の結果、初戦（準々決勝）は東野ソフトさん。
初回に連打で1点を先行されたが、その後はｴｰｽ黒川が立ち直り、中盤に連打で大量点を奪い勝利した。
最後は点差が開いたが、決して楽勝という試合でなく、ﾗｯｷｰなところも多々あった。

再度の抽選の結果、準決勝は天神山を下した西三国さん
昨年の2枚看板は卒業したけれど、やはりみんなソフトをよく知っている。
うまくかわされ、要所を抑えられ得点できない。
アパッチも黒川がよく投げ、点をやらない。
0-0のまま最終回、ここで出ました森純の起死回生の左中間を破る2点ホームラン！！
どこからでも得点できる今期のアパッチ打線
見事難敵西三国さんを破った。

決勝戦は岸和田の春木ソフトさん
好投手を擁し　内外野ともスキなく　打線も活発でどこをどう攻めればよいのか。
初回に運よく黒川のタイムリーが出て2点先制
しかしその後がさっぱり
でもチームの雰囲気はよく、緊張感なく決勝戦を楽しんでいるかのようだ。
6回の1死１・2塁、2死満塁のピンチもﾊﾟｽﾎﾞｰﾙが本塁ﾀｯﾁｱｳﾄという幸運に恵まれた。
そして最終回もヒットのﾗﾝﾅｰを許したが、危なげなく後続を抑え、見事に優勝を飾った。

ｱﾊﾟｯﾁにとってこのような大きな大会に優勝するのは初めてのこと。
今日の３試合ともたぶんにラッキーな面もあった。
やはり優勝するためには運も味方してくれないとダメということか。
とにかく選手みんなには優勝おめでとうと言ってやりたい。
でも1週間たてば次の大会が待っている。
区子連優勝から市子連優勝
これがアパッチのいちばんの目標。
やろうな、みんな！
 



2010.04.22  [大東フレッシュ杯優勝について]

大東フレッシュ杯優勝について

アパッチ創部１０年目にして初のビッグタイトル獲得。

このチームは、昨年6年生が１４人いたこともあり、全員がAに上がることなくBチームとしてスタートし、
他の６年生チームに混じってAの大会に参加していた。
それでも、強豪チームに臆することなく挑み、そこそこの成績を収めていた。
しかし、この４月、昨年の成績をまったく捨て、いちからチーム作り（守備位置の変更等）をはじめた。

そしてこの大会。以前にも書いたが、優勝するまですべてがうまく回っていく。
水野監督の采配も、特別変わった作戦などなく、選手個々が働きやすい環境を作る、その１点に絞っていた。
私に言わせると、それがいちばん重要で難しい。（仕事でも管理職は同じことが言える）

試合の流れがアパッチに有利に運び、正直に言って、試合中も負ける気はしなかった。
（こう書くと傲慢な発言と思われるかもしれない）、決勝トーナメントに残った８チームに
ほとんど差はなく、そのときのコンデションで勝敗はどちらに転んでもおかしくなかった。
それでもやはり負けるとは思わなかった。
３０年近くソフトを指導していて、こんなことは今まで経験がない。いつもは3-0くらいで
勝っていても、いつひっくり返されるか・サヨナラ負けはいややな、と悲観的な発想ばかりだった。

今回のこの気持ちのゆとりはなんだったのだろう。
ガッツの石川さんとお昼に電話したとき、自身に満ち溢れた感じがしたと言われた。
しかし私には優勝する自信など微塵もなかった。
ただ、監督・コーチ・選手の信頼関係を、いつも以上に強く感じてはいた。

いつもこうだと思わないし、こんなにうまくいくはずはない。これからよりいっそう精進しないといけない。
優勝の喜びを噛みしめつつ、新たな目標に向かって邁進したい。

2010.05.01  [リーダーシップとは]

先週から始まった個別ヒアリング。
いわゆる落ちこぼれ社員対象なのだが、今回は平成１５年から２０年度入社の社員で総勢26人。
ひとり３０分で私ひとりで応対するので、延べ時間は１３時間。それも大阪13人、東京１３人。

今日の大阪でやっと終了。あ～あ疲れた。
ひとりひとりの意識が低いかなと思っていたが、
担当部署の部長の評価ほどできの悪い社員はいないように感じた。

お店の運営にしても、調理技術にしてもしっかり教えてもらってなく、
よい指導者・よい店長の下にはこういう落ちこぼれ社員は出てこない。
ということは、こういう人材の存在は全て店長・ならびに上司の責任ということか。

今われわれがいちばん欲しい人材とは、すばらしくリーダーシップを発揮できる若者だ。
指導力・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟとはなにか。人を引っ張る力ということなのだが、それだけではいけない。
部下から信頼され、このひとのためならと思ってもらえることが大事だ。
信頼されるということは、特別指示しなくても、こちらの真意を汲み取り、行動に移してくれる、
そういう部下を育てる力がリーダーシップだと思っている。
カリスマとリーダーシップとは似て非なるもの。

じゃ、そのリーダーシップをどうしたら会得できるのか。
これはむつかしい。
いくつか要素はある。
まずその道のプロになること。
そして自分に自信をもつこと。
しかしそれに過信し、相手に押し付け過ぎないこと。
ひとを指導する時に、指導される側にたって考えること。
結果を早く求めすぎないこと。
なにより自分が手本を示し、実行すること。

会社の管理職だけでなく、スポーツでも同じ。
今の僕の私事でのいちばんの使命はよき指導者をつくること。
チームを強くすること以上に大事なことだと思っている。
 



2010.05.04  [第３回豊崎東大会] 

５月３日（祝）
第３回豊崎東杯大会に参加
昨年秋の記念大会に参加させていただき、準決勝で西三国さんに勝ち、
決勝で敗れたものの、チームとして初の銀メダルを獲得した縁起のいい大会だ。

今回は前々週の大東フレッシュ大会で優勝しているだけに、他のチームからも注目されているだろうし、
無様な試合はしたくない。
試合前に練習をしている時も、いろいろなチームがアパッチの練習を見に来ていた。
もちろん、いい格好する必要はないし、とにかくベストを尽くすという基本姿勢は変わらない。
ただ前日の田中子ども会さんとの練習試合では、攻守ともいいところがまったくなく、
一方的にソラ君の軍門に下ってしまったことが気なっていた。
しかしその経験が、結果的に今日の大会にいい影響を与えてくれることになった。

まずＢチーム。
参加９チームで初戦は玉造バスターズさん。
エース宮本は制球がいつもほどよくなく２失点。
しかし打線に活気なく２得点のみで引き分け。
２回戦ですみれ連合さんに勝ったが、１勝１敗で決勝に進むことができなかった。

Ａは参加チームが16.
出場チームにほとんど差はない。
例年のような投手でもバッターでもスーパースターはいない。
まとまりのよさでどのチームが抜け出すことができるのか。

アパッチは１・２回戦とも好投手にあたった。
しかし、失礼ながらソラ君に勝るほどでなく、アパッチにとっては前日の練習がよかったことになる。
前半は攻撃の糸口がつかめなかったが、中盤から終盤にかけてお得意の集中打で得点し勝利した。
でもスコアーほど決して楽勝ではなく、ピンチになってもあわてずじっくり対処できた結果だと思う。
予選でとにかく２連勝し、決勝トーナメント進出を決め、抽選の結果準決勝は城北さん。
相手にとって不足はなし、思い切ってぶつかるだけ。
初回に１点を失うが、このチームはずるずる尾を引くことはない。
３回に内野安打３つでつかんだチャンスで、4番安藤が見事なレフト前2点タイムリー。
後続はさすが城北ディフェンス陣、だめ押し点は奪えなかった。
しかし今のアパッチは、一度リードを奪うとあとはスキを見せない。
そのまま難敵を破った。

決勝戦は港区の波除子ども会さん。
田中子供会さんから港区で唯一マークしていると聞いていたチーム。
試合前の練習を見ていても、左腕エースはしっかりした球を投げていたし、
守備も鍛えられている印象を受けた。
立ち上がり、決勝戦の緊張からかエラーで1点を許す。
しかしエース黒川はスピードは今いちながら丹念に投げ、
コース・高さとも抜群で、結局被安打１の完投勝利。
打線は3回に5連打、5回も7安打を集中し大量点をあげた。
特に最終回、代打で出た中橋・細川が会心のヒットを打ち、ベース上でのガッツポーズが素晴らしかった。
もっとも点差ほどの実力差はなく、流れにのったアパッチに勝利の女神がほほ笑んだにすぎない。

大小の差はあるが２大会連続の優勝。
今でも信じがたいことだが、現実にメダルやカップをいただいてきた。
いつも言うことだが、これに奢ることなく大阪城に向けて精進するのみ。
チャレンジャー精神をぜったい忘れてはいけない。

５月５日は４５学年制大会。
決勝進出目指して頑張ろう！



2010.05.07  [5・5こどもソフトボール大会予選] 

５月５日（祝）
毎年恒例の5・5子供ソフト大会、出場選手の学年合計が４５学年という面白いルールで、
どのチームも公平に編成ができ、楽しみにしているチームも多い。

今年のアパッチは例年通り２チームの参加で、Aチームは６年が５人、５年生が２人、そして２・３年生が
１人ずつという編成。Bチームは６年生が３人、５年生２～３人、4年生が残りという編成。
Aには３年生に柳本、２年生に工藤、中橋という学年を感じない逸材がいるため、楽しみなチームである。

A対戦は相手がどちらも名前にBが付いているため、少し気合不足であまり良いできではなかった。
もっとも五条パレスも豊里連合もどちらもとてもいいチームだった。
ともに１点ずつを取られたが、締めるところは締め無難に勝利を収めた。

逆にBチームは、４年生エースの宮本が田中子ども会との練習試合から制球が悪く、
初戦、無駄な点を与え、ストライクを取りにいった球を痛打される悪い展開。
打線も、自分のバッティングができず敗れ去った。
２戦目は、見違えるほどよく投げ、大器の片鱗を感じさせた。
結局１勝１敗で決勝へ進めず、２チームの決勝進出はかなわなかった。

ざっと他の試合も見て回ったが、絶対的な決定力を持ったチームは見当たらず、
決勝にのぞむすべてのチームにチャンスがあると感じた。とにかく５・６年生の打順でいかに得点するか。
４年生以下の守備を高学年がどのようにカバーするか。このあたりチームワークと監督の采配に鍵がある。

決勝トーナメントは５月１６日。
優勝するには４試合勝ち抜かなくてはいけない。
技術だけでなく、この暑い時期に体力勝負でもある。

さあ出場３大会連続のVなるか。
みんながんばれ～！

2010.05.10  [これからの指導点]

5月9日、日曜日に一日学校を使用できるのは久しぶりだ。
鶴見南さんからの依頼で練習試合を行った。Aチームが４試合、Bチームが２試合。

今年は、練習試合は結果よりも内容重視という方針を打ち出している。
もちろん練習試合といえども勝つに越したことはないし、負けてもいいということではない。
チーム状況に応じた選手への指導をしっかりやりたい。
いいことと悪いこととのメリハリをきっちりし、だらだらした時間の使い方をしない。
練習（練習試合）で泣き、大会（試合）で笑う、この姿勢を貫きたい。

今年のチームは勝負に対する執着心はあまり感じられない。
精神的な図太さというか、窮地にたっても気にせず、勝負の流れに乗るのがうまい。
一度チャンスをつかむと　怒涛のような攻撃をすることができる。
しかしひとつ歯車が狂うとやはり戻すのが大変だ。

スーパースターがいない代わりに、守備でも打線でも穴がない。打たれて不安なポジションがないし、
1番から9番までどこからでもチャンスメイクできる。今のアパッチにかけているところはどこか。
①チームバッティング
来た球を打つのではなく、どこへ打てば点が入るかの理解がまだ足らない
②ランダンプレー
自分がアウトにしてやるという気持ちが少ないため、いつまでもキャッチボールしなくてはならない。
③5年生以下のレベル
考えが甘い。いつものことだが自分はＡチームではないという気持ちが、試合中のプレーにも表れている。
1・2年生ならいざ知らず、4年生で2度3度エラーして、コーチから「気にするな」はない。
大会ならそれもいい、でも練習試合で叱られて萎縮？
どうしたら治るのか？
もっともっと怒られて萎縮して、慣れて直すしか方法はない。

さてさて出足好調のアパッチ。
本当の勝負はこれからだ。



2010.05.14  [脳力開発研修]

新年度に入りさまざまな研修を実施している。
今日は営業地区長・部長の対象で脳力開発研修。「能力」ではなく「脳力」というところがポイント。

この研修は、とにかく主体的になんでもやってみようというところからスタートする。
そして考え方の基本は、「忙しい」とか「疲れた」といった現状維持の言葉を使わない。
逆に、現状打破の「ありがとう」「元気だ」「できる」といった積極・肯定の言葉を使う。
具体的に「お疲れ様です」ではなく、「お元気様です」なのだ。計１２回のコースで、大阪本社は３回目。
講師はS先生で、もと代議士秘書でもあり、この脳力開発の創始者J先生の一番弟子らしい。

さすが早稲田大出身らしく、スマートなものの考え方で話もおもしろい。
１１時から１９時まで８時間、途中１時間おきに５分ほどの休憩はあるが食事もない。
僕は主催側の立場でもあるので、すべての時間を受講しているわけではない。
しかし、参加している３５人は退屈することなく、みんな熱心に聞き入っているらしい。
先生はときどき思いついたようになにか指令をだす。今日は朝に突然、いつもはない挨拶をさせられた。

成果がでているのかどうかは、数字で現れないため評価は難しい。
こういった研修・セミナーなど、受講者の取り方ひとつで大きく変わる。
みんな頑張って、少しでも自分のスキルアップにつながることを会得して欲しい。

次は課長研修だ。そのあとに落ちこぼれ社員研修。それがむつかしい。
 

2010.05.17  [5・5こどもｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会決勝]

5/16（日）5・5こどもソフト決勝
さあ、出場3大会連続Ｖのかかったこの大会、どんな戦いぶりを見せてくれるのか。

しかし、不安がいっぱい。というのも、数日前の鶴見南さんとの練習試合での戦い。

エースのピッチングの不安定さ。守りに対する集中力の欠如。走塁面での横着さ。
なによりバッティングでの好不調の落差。そういったマイナス要因が目立ってきた。

案の定、前日の宝箱さんとの練習試合ではコテンパンにやっつけられた。
もっとも、大東フレッシュにしても豊崎東杯にしても、できが良過ぎたということは何度も言ってきた。

準々決勝は川辺ドンマイズ恵我さん。
メンバーはドンマイズと恵我の連合チームでだいたい知った選手ばかり。
総合力からいっても、しっかりアパッチのプレーをすれば・・・と思っていた。
しかし、大塚監督の老獪な采配は要注意。というか、こちらの弱点をしっかりついてくることは目に見えている。
だから、序盤さえ乗り切ればなんとかなると。

その序盤の2回、不安が的中。内野にミスが、エラーが２つにＷＰ。2失点。
その裏反撃開始、2塁打2つで1点を返し、なおも1死2塁。
しかし打順は下位でそこまで。
締めていかねばならない3回、ラッキーなあたりがレフト前に、それがエンタイトル２ベース。
そして３番に高めのど真ん中。（目を覆ったがダメ）
ふたたび２点差。（しかしまだまだ）
その裏、１死２塁、２番森大のレフト線への会心のあたり、（やった！同点！と思いきやレフトの超ファインプレー）
もう一度やれと言われてもできないプレー。今日はドンマイズ恵我の日かな。
次打者安藤のファーストフライを相手が落球。
もうけた、これで１点差と思いきや、またしても２塁ランナーが３塁にとまったまま。
残念ながらここでアパッチの敗戦は決まってしまった。

優勝するときは勢いが違う。
ラッキーあり、実力以上のものがでたり、それがかたよってでる。
おそらく、決勝は城北さんとこのドンマイズ恵我さんとの戦いになり、
6：4でドンマイズ恵我さんの勝ちかなと思っていた。

試合内容はわからないが、2-0でやはりドンマイズ恵我さんに優勝の栄冠が輝いたそうだ。
おめでとうございます。
でも次は負けません。



2010.05.20  [大阪夏の陣に向けて]

今週からいよいよ各地で区子連大会が開催されるそうだ。
9月の大阪城に向けて戦いが始まった。
わが住吉区は6月13日。
参加チームは4～5校下、6～７チームとなる見通し。

当然、大阪城制覇をもくろむアパッチとしては、区大会でアップアップしているようではいけない。
Aチームは全試合無失点で２桁得点勝利。
BチームもAチームとの対戦以外は全勝。
そして昨年に続きAB決戦。

アパッチにとってはそこからが問題。
大阪夏の陣まで３ヶ月。
絶好のスタートをきったが、ここに来て課題が山積みだ。
例年通り一度チームを解体し、チームの作り直しをしていかねばならない。
守備位置や打順、そしてレギュラーメンバーを再編成する。
そこからアパッチは再スタートだ。
チャレンジャーという気持ちを絶対に忘れてはいけない。

2010.05.23  [練習試合 VS 塩草フルスウィングスジュニア]

５月２２日（土）
明日２３日（日）は午後から仕事があるため、今日土曜日は久しぶりにお休み。

朝、学校にて練習。
最近の試合内容を見て、少し気になることがあったため、わずかの時間ではあったがノックをした。
考えて見ればノックは３年ぶりくらいかな。
以前は朝６時半くらいから1時間以上ノックをしていた。
そして素振りの説明。
まだまだ基本的なところを教えていかないといけない。
伸びシロはいっぱいある。

午後から塩草さんとの練習試合。
車６台に分乗して浪速区の公園グランドへ。
塩草フルスウィングジュニアさんとはお付き合いして５年目に入る。
アパッチがHPを立ち上げ、それを通してお知り合いになることができた。

当時アパッチは、国分主将・エース徳山弟の時代。
やっと理想的なチームつくりができたかなと感じた最初のチームだ。
塩草さんとの練習第１試合は、ともにゆずらず0-0のまま最終回、
ランナー２人を置いて徳山が左中間（レフトオーバーだったかな？）のホームランで３点をとり、
そのまま勝利したと思う。
塩草さんは大きな選手はいないが、投手はしっかりした球を投げ、
三遊間の守りもよく、まとまった好チームだった。

今回の練習試合ではエースは体格もよく、もっと投げ込んでいけば将来性はあると思った。
野手も捕手・ショート・センターと目に付く選手は多いが、
チームとしてのハーモニーがまだ奏でられていないので、結果がついていかなかった。
しかし、これから実戦経験をもっと積めば、アパッチにとって強敵となってくるだろう。
今日は投手３人がそこそこの出来で勝負できたが、走塁面でまた課題が見えた。
１点を貪欲にとること。
これをおろそかにするとあとで泣く結果になる。



2010.05.28  [新入社員研修パートα ] 

５月２６日　新入社員研修
今日は敬語の使い方の講義。
この敬語というのはやっかいな言葉で、
日本語では「言う」という行為に「申す」「のたまう」「しゃべる」といった言葉があるが
英語では「say」一言で済んでしまう。

相手を１段高めることによる「敬語」
自分を１段下げる「謙譲語」
平等に単にやさしく丁寧に表現する「丁寧語」などなど。
状況や相手に応じて使い分けをしなければならない。
日本語って本当にむつかしい。

続いて接客の実践練習。
もっとも難しいクレーム対応。
いちばんいけないのは、お金やもので解決しようとすること。
とにかく、何をさておいても心をこめた謝罪が大事。
いろいろなシチュエーションを想定しても、とにかく謝罪なくして問題解決はない。
新入社員にとって今は何事も勉強のとき。
100％完璧にこなすことなんて出来っこない。
１歩１歩前進し、失敗を重ね、何度も涙を流し、成長していくのだ。
失敗を恐れるな。
後ろをふりむくな。
前を向け。

2010.05.30  [OSFLミニ大会]

ＯＳＦＬミニ大会
田島フェニックスさんの計らいで、田島中学校にてＯＳＦＬ公式戦・交流練習試合を実施。

アパッチのＡでの初戦、ＶＳ 玉造バスターズさん。
大黒柱の一平君がいないということでちょっと拍子抜け。
気の緩みからか、序盤から雑な試合運び。
そのあたりがアパッチの悪いところだ。
スコアリングポジションにランナーを進めるが、２・３回にわずかに１点ずつ。
逆に３回エラー２つにワイルドピッチで１点を献上するサービスぶり。
案の定最終回、死球のランナー・内野エラー、内野フィルダーチョイスで同点。
最後は初ヒットを打たれさよなら負けとは言葉も出ない。
毎回の６安打を放っても、ここ一発で打ちあげていてはダメ。
進歩のないチームやな～。

第２試合はＯＳＦＬ公式戦で VS 田島フェニックス。
昼の水野監督のお説教が効いたのか、ちょっと改善された試合運び。
相手エースのジョー君、速球派で素晴らしい球を投げる。
しかし、今日は制球がいつもほど良くなく、また一本調子で真ん中に球をそろえ過ぎた。
軟投派より、もともと速球派のピッチャーの方が好きなアパッチ打線。
久しぶりにバットが良く振れた。
ジョー君には申しわけないけれど、この公式戦はアパッチにとってありがたかった。

Ｂ対戦、この日は２試合（ＶＳ　生野南、今川連合）
２試合目の今川さんとの対戦は、来年のベストメンバーに近い編成。
相手今川さんも、ピッチャーは速球と技巧を併せ持った好投手。
３回までお互いに譲らず0-0.
しかし４回、先頭の宮本がレフト戦を抜くホームランで先制。
これで吹っ切れたかアパッチ打線が爆発し、８安打で７点を奪った。
先発森純は絶好調。
１安打を許したものの、８三振を奪い見事に完封。
このメンバーでは抜群の勝率を誇るが、まだまだ課題は多い。
夏ごろからジュニアの大会が続く。
一にも二にも内野の整備がいちばん。
 



2010.06.04  [20年ふた昔]

6月に入り、いよいよ区大会が迫ってきた。

今年度は６月１３日、参加チームは５チームということらしい。
娘が小学校のときは１６チームが参加していた。
その頃は清水丘は初戦突破が目標だった。
遠里小野・南住吉・山之内・苅田・長居といった地域はみんな強かった。
もちろん清水丘が弱かったせいもあるが、
他の地域も熱心に指導されていた。

長女が５年生のとき、清水丘で私の子ども会が優勝し、
清水丘の代表として区大会に出場することになった。
私としてはこのまま出場しても１回戦突破どころか、
みじめな思いをするだけと判断し、連合チームを作り参加することにした。
もちろんただ集めただけではだめで、土・日だけでなく、
平日に会社を休み、自腹でグランドを借り練習をした。

そして大会当日。
１回戦はどこと当たったか忘れたが勝利した。
２回戦、遠里小野地域の[こぐま]とどこか（これも名前を忘れた）の勝った方との対戦。
僕はその試合を偵察に行った。
[こぐま]のピッチャーは小柄だがウィンドミルで速い球を投げていた。
その頃はウィンドミルはまだ珍しく、対戦することはあまりなかった。
当時から５回戦だったが、その試合でも３回まで完璧なピッチングをしていたが、
４回５回と苦しそうに見え、その投手のスタミナに問題ありと感じた。

準々決勝には案の定その[こぐま]が上がってきた。
私の作戦はとにかく３回まで、２ｽﾄﾗｲｸまで振るな。
出来る限りピッチャーに球を投げさせる作戦に出た。（小柄なエース君ご免なさい）
清水丘の投手はスリリングショットだが、練習の成果が出、いい球を投げていた。
守備練習はしっかりしていたので、よく守り予定通り３回まで0-0。
４回に先頭打者が計画通り四球で出塁。（よしよし）
次打者に送りバント。
その後展開ははっきり覚えていないが、球威の衰えた小さな好投手からヒットを打ち、
結局3-0で勝利した。
私が長い監督生活でも３指に入るベスト試合だと思っている。
（相手の疲労を待つという姑息な作戦ではあるが、格下のわがチームには仕方なかった）
準決勝で優勝チーム（苅田北のブルースカイ）に敗れたが、見事３位入賞というその当時では
大快挙であった。

あれから２０年。
１０年前にアパッチをつくり、今やそこそこの力を持ったチームに成長した。
区大会に優勝し（４連覇）、今年こそ大阪城の天守閣を制覇したい。



2010.06.07  [MOSLリーグ戦（6/6）] 

６月６日（日）
今日は午前中ＭＯＳＬのリーグ戦、午後から田中小学校さんにての練習試合。
リーグ戦はＢチームが今のところ全勝で、本日の結果いかんで優勝が決まる。
今期のＢリーグは９チームの参加。アパッチは基本４年生以下中心のチーム。
そして相手の状況により、５年生のバッテリーを補強したりしている。

本日の初戦（トータルは第６戦目）は玉造バスターズ戦、２戦目は杉の子子ども会戦、
先発は森純で宮本・佐藤に継投する作戦。
玉造戦は先頭打者にホームランを打たれ森純の顔が引き締まった。
自らその裏逆転の３ランを打ち、２回以降はヒットを許さなかった。

杉の子戦でアクシデント。
２回相手の痛烈な三遊間ゴロに横っ飛びの中橋が、わき腹を痛め、起き上がれない。
七転八倒の苦しみかたを見、救急車を出動させた。
幸いにも単なる打撲と分かり、ホッと胸をなでおろしたが一時は骨折かもと心配した。
試合は何とか２連勝し、優勝を決めることが出来た。

Ａチームは消化が遅れ、今のところ１勝１敗。1敗は北田辺戦。
先発の斉藤が大乱調。ストライクがまったく入らず、
四球・押し出しを連発し、置きにいった球を痛打されるいちばん悪いパターン。
２回に８点を取られたが、でもまだ返せると思っていたが、時間制限があることが頭になかった。
３点を返したが３回で終了。まあそれにしても８点は取られすぎたかな。

そして本日は桃陽子ども会・玉造バスターズ戦。
あまりいい出来ではなかったがどうにか２勝することが出来、これで３勝１敗。
上位陣との対戦が残っているので、自力優勝のチャンスは大いにある。

2010.06.11  [実力＋名前負け] 

６月６日（日）午後、ＭＯＳＬが終わり昼食を済ませ、田中小学校へ。
庭城台サニーズ・鳥居子ども会・そして田中子ども会という錚々たるチームが集まっていた。

サニーズとの１戦。
打撃好調の斉藤がいないため、もともと厚みのない打線が貧弱に見える。
おまけにファーストに誰を起用するべきか大いに迷うところ。
とにかく森純がファースト、ライトに細川の布陣。

相手サニーズの投手は４年生。
しかしこの４年生、制球はいいし、スピードもある。
球威だけならアパッチ自慢の４年生宮本もひけをとらないが、
総合的には１歩も２歩も譲らざるを得ない。
とにかくこの投手にアパッチ打線がまったく打てず、
森純・細川の５年生がわずかに１安打ずつ。
６年生どないしてん！
あたりそのものは悪くないが、来た球を打つだけで相変わらず工夫がない。
エース黒川も微妙なコントロールがさえない。
サニーズ相手にはまともなストライクは通用しないのは明らかで、
コースを丹念につき、高低も低めいっぱいから
高くてもボール１個分が精一杯。
おまけに守りも球際の弱さが目立ち、ポロポロ・・・。

試合は何の見せ場もなく、いとも簡単にゲームセット。
何をしに来たのかな～？
まだまだサニーズと試合するのは１００年早い！？
名前負けをしているようではいかんな。
でもまあ同じ小学生なんだから、もう少しらしい試合をしてほしいね。
あ～あ。



2010.06.13  [練習での目的意識] 

６月１２日（土） 区子連大会を翌日に控え、小学校にての練習。
思えば、土曜日の練習に参加するのは久しぶりのこと。最近の試合内容から見ても
修正しないといけないことがいろいろあり、選手それぞれがそれに気付いているかどうか。

午前中じっくり見ていたが、監督・コーチの練習メニューを選手たちが黙々とこなすだけ。
なぜこれをしないといけないのか、今自分たちに何が必要なのか。
そういったことを考えながら練習しているのは皆無のようだ。これでは単に時間を浪費している
だけで、技術的なスキルアップはとうてい無理。もちろん少しは上手くなるだろうけれど、多くは
望めない。だって目的意識がないのだから。このチームはもう少しかかりそうだな。

低学年。４年生のレベルアップは目に見えてわかる。
厳しさを理解できればさらに良くなるだろう。３年生が少ししんどいかな。
１・２年生は楽しみな選手が目白押し。いずれにしてもこれからだ

午後からは住之江公園グランドに城北さんをお招きしてのＯＳＦL戦。
今日もまた苦戦は必至だろうな。

2010.06.18  [OSFL VS 城北ユニオンズ] 

６月１２日午後,住之江公園にて城北さんをお招きしてのＯＳＦＬ公式戦。
城北さんとはＨＰを通じて知り合ったのが３年前。
それから２年間は圧倒的に負け続け、城北さんに勝ちたいと思い続けてきた。
とにかく５・６年生が上手というより、２・３・４年生といった下級生がすごい。
７番くらいに小さい選手がバッターボックスに入る。
楽勝、楽勝と思い、簡単にストライクを取りにいくと、
３塁前セイフティやセンター前ヒット。
守備でもとにかくボールに対する執着心が強く、くらいついてくる。
あのプレーを見るだけで城北さんとの練習試合の意義がある。

昨年は６年生がおらず、対して６年生が１４人のアパッチが負けることはなかった。
といっても接戦ばかりで、1-0や2-1といった僅差の勝負ばかりで楽勝なんて程遠かった。
今年もある大会で顔を合わせ、やはり2-1で勝たせていただいていた。

今日の１戦は先制したほうが９割がた勝つだろうと思っていた。
今現在のアパッチの欠点は、空気を読み過ぎるところで、リードを許すと跳ね返す力は
生まれてこず、春先のように逆転して勝ってやろうという意気込みはほとんど見られない。

さて今日はいかに。
黒川の立ち上がりがやはり悪く（スピード・コントロールとも話しにならない）、４失点。
ピッチャーの責任だけでなく、守備もひどい。
内外野とも、ワンタッチでグラブに収めることが出来ないため、
打者も走者も簡単に進塁を許してしまう。
それでなくてもスキを見逃さない城北ナイン。
2-5でスコアー以上の敗北感。

区子連大会が雨で6/27に順延された。
市子連まで２ヶ月半。
いちから出直しだ。
３人の投手それぞれのスキルアップ。
打撃も守備も個人レベルの目標を明確にすることと、
それに向かっての取り組み方をしっかり考えること。

監督・コーチも初心に戻っての指導方法の再チェック。
まだ間に合う！



2010.06.22  [人材開発]

人材開発部で２ヶ月が過ぎた。
研修・採用というヒトに関することで、企業にとってはある意味、
財務以上に重要な部門だ。

大手外食チェーン店で　そのあたりをいい加減にしているところなどない
繁盛する店とはどんな店か。
いちばんは美味いものを提供できること。
これは至極当然で、食べ物屋で不味いものを出す店はだれも行かない。

その次は？
これは意見の分かれるところで、
ある人は、安い店。
ある人は、他にない独自のメニューがある店。
また、ある人はアクセスにいい店。
と、まあいろいろな要素がある。

われわれ店舗運営側の人間にとっては、
とにかくお客様に満足していただける店作りをすること。
この１点に集約される。

では、何をしたらよいのか、何をすべきか。
お客様第一主義とはいかなるものか。
要はお客様に喜んでいただく、満足していただく、
また感動を与えることができる、そういうお料理の提供と接客をしなければならない。

だから、美味しいものをリーズナブルなお値段で提供することだけでなく、
ゆったり安心して楽しくまた気持ちよく食事できる、そういう店作りが大切だ。

そのための教育、それが人材開発部の使命なのだ。
 



2010.06.25  [.ちょっとバテ気味]

6月22日（火）実績検討会議
今回もまた、13時から始まり、終了したのが23時10分。
午前中に新卒の商品提供の実習があり、昼ごはんにありつけずそのまま会議に突入。
途中約1時間おきに5分休憩があったのみ、終わったときは空腹と疲労でクタクタ。
家に帰ったら0時前で、遅い夕食をとり、翌日の1泊研修の用意。
1時過ぎに就寝。

6月23日（水）　1泊研修
眠い目をこすりながら5時半起床。
7時頃出社し、デスクワーク。
9時に送迎バスが到着し、新入社員23人とともに出発。
河内長野にある地場産業の爪楊枝工場到着。
しかしこの爪楊枝工場は普通の工場ではない。
アイデアを駆使した機能性を研究し、すばらしい発想から1本30銭の爪楊枝の工場を
世界有数の会社に押しあげた。
わたしが工場見学に選んだ理由はここにあった。
これからは外食産業といえど、ユニークな発想力をもった企業が勝ち残る。
そのことを新入生たちに悟って欲しかった。

その後観心寺を訪れ、宿泊所にて研修・講義と続き、ご褒美をかねてカラオケ大会を開催。
（会社に知れたら怒られるかな？）
またまた24時過ぎに就寝。

翌日はその宿泊所から会社へ。

6月24日（木）
会社到着は9時15分。
午前中は研修。
午後からは店長会。
西日本の店長が集結。（250名）
いつもの通り、14時より事例報告をするのがわたしの仕事。
報告終了後、溜まった仕事をかたづけ、
個別のヒアリングを行い、夕方新入生とのお別れ会。
寄せ書きをいただき少しユルユルなりながら東京組を送り出す。
その段階で疲労はピークに達し、18時に帰宅。

しかし今日は日本ＶＳデンマークの決戦。
夕ご飯を食べ20時から仮眠。
2時半にモソモソ起きだし、テレビの前へ。
3時半からは気合を入れなおし応援。
見事日本の勝利に満足し、そのまま朝食をとり、早めの出社。

と、まあ相変わらずのスケジュール。
暇が嫌い、忙しいのが大好き人間のわたしもバテ気味。
体調を整えないといかんな～！
 



2010.06.28  [住吉区子連大会]

6月27日（日）　住吉区子連大会
昨日からの雨で今日も午前中はだめで、おそらく中止になるだろうと思っていた。
しかし明け方には止み、なんとか開催できるようになった。

今年もわがアパッチから２チーム参加。
ところが残念ながら地元清水丘の大会と重なったため、Ｂチームは９人ぎりぎり、
Ａチームも、安藤・森大がそろばん検定試験のため不参加という状態。
Ａチームへは３年生が一人、２年生が２人入って大会に臨むことになった。
三遊間で２番・４番が抜けたのは痛いが、それでも楽勝しないといけないと思っていた。

朝１０時開会式。
太陽の照り返しがきつく、とても蒸し暑い。
Ａチームは予定通り、予選２試合とも18-0というスコアー。
三遊間を見事に岡本・井戸が代役をつとめ、
２番に橋本、４番に水野がはいり、みごとに穴を埋めた。
２年生も３年生も頑張っていた。

Ｂチーム初戦は１回に１失点し、すこし不安が覗いた。
しかし終わってみれば9-1というスコアーではあったが、
内容的にはまだまだとういう感じだった。
問題の２回戦　Ｂ ＶＳ 遠里小野
立ち上がり先頭打者に１・２塁間を抜かれるが、
ライトがこの打球に反応できずホームランにしてしまう。
２番打者には四球を与え、キャッチャーからの牽制球が悪送球になり、
これにもライトが追いつけず、２点目を献上。
そこからナインが浮き足立ち、内野安打などで計４失点。
打ってもヒットは出るが、２度のダブルプレーでチャンスをつぶし、
結局0-4の完敗。
負けるときはこんなものという典型的な試合だった。

そして決勝戦。
２回に四球のランナーを一人出したが、無安打に抑え、隙をみせなかった。
ただ打線は問題あり、３得点では相手に失礼な言い方だが、勝った気がしない。
もっとも審判の判定もかなりひどく、あまりジャッジに文句を言わない○氏も嘆いていた。
（ストライク・ボールの判定、離塁アウト、基本ルールを知らない、本塁上のクロスプレーの
判定などなど・・・）
一応区大会の決勝戦なんだから審判もしっかりしてもらわないと選手がかわいそうだ。
はっきりいって、ミスジャッジのオンパレードは見ていて腹が立ってきた。
これが他の大会だったら、審判のリコールになっていただろう。
最終回にやっ安藤・森大が間に合い、内野の守備についた。
その瞬間にベンチを含めたチームの雰囲気が変わったのを、みんな気がついたと思う。
これだ！これなんだ！
全員がそろったことでチームワークが出来る。
これができるチームにならないと本当の強いチームにならない。
ようやくアパッチもそんなチームに近づいてきたようだ。
優勝して当たり前のなか優勝するのはプレッシャーもあった。
しかし、大阪城のキップをいただいた今、チームを再編成し、９月の決戦に向け頑張って
いかねばならない。

みんな、ついて来いよ～！



2010.07.02  [辞令交付式] 

７月１日（木）
新入社員辞令交付式
３か月の研修が終了し、いよいよ配属先が発表され、今日はその配属先辞令交付式。

思えば、３か月前の４月１日。期待と不安一杯の入社式があった。
私も同じ思いで臨んだものだった。
リハーサルのときからなかなか声が出ず、泣き出しそうな女子社員。
気合いが空回りになり、声がかすれて何を言っているのかわからない男子社員。

しかし、あれから３月たって本当にみんな成長したと思う。
たった１回のリハーサルにもかかわらず、全員ピシっと揃い、
社訓、決意表明、スローガン唱和などなど、歯切れの良い元気な声が響き渡る。
ええぞ、ええぞ！１００点満点！！

無事終了し、場所を変えて天王寺のお店で激励会。約2時間の宴会。
そして新入社員から色紙のプレゼントをいただいた。
ひとりひとりに思い出があり、それぞれに一番の思い出が書かれてある。
きっと１０年先には、会社を支えてくれる旗頭となってくれていることだろう。
期待しているぞ！頑張れ！
 

2010.07.04  [梅雨の晴れ間

梅雨とはいえ、小憎らしい雨のせいで思ったように調整できない。
先週も八尾のチームとの練習試合が流れ、
この土曜日も楽しみにしていた八尾遠征が雨で中止。
そして今日のＭＯＳＬも昨日からの雨でまた中止、
と思っていたら明け方で止み、なんとかできるようになった。
と、いってもグランドがとても悪く、いわゆる重馬場状態。
必死でグランド整備し、予定より１時間遅れではあったが、開催できただけでもよかった。

今日はレギュラーの井戸と橋本が体調不良で欠席。
これからの暑い夏を乗り切るだけの体力作りも大切なこと。
本日の１試合目（通算５試合目）はＶＳ真田山。
相手投手の制球難にも助けられ、大差がついたが、実力の差と錯覚してはいけない。
アパッチもつい最近までは同じようなものだった。
ここ２・３年練習試合を多くこなすようになって、見れるようになっただけのこと。

２試合目はＶＳ長居カブト。
以前にも書いたことがあると思うが、アパッチのお師匠さんチーム。
約１０年前のアパッチ創世記、
弱いアパッチに胸を貸してくれたのがこの長居カブトさん。
何度ぶち当たってもびくともしなかった。
それから１０年たち、なんとか試合らしい試合ができるようになった。

今日の対戦、とにかく先制点と思っていた。
うまく先頭打者の斉藤がホームラン。
これで波に乗れた。
最近当たりの止まっていた森純にも２点タイムリー２塁打が出て３得点。
先発黒川は調子出ず、スピード・制球とももうひとつ。
しかしそこはエース。
うまく打たせて取るピッチングで抑えていく。
終わってみれば被安打１で完封勝利。
しかし、もう少し以前のような球威を取り戻さないと市子連は危ない。
打線は５得点でまあまあ。（上手く攻めればあと２～３点はとれていたかな）

結局今日の２勝で通算５勝１敗。
上位チームとの対戦が残っているので自力優勝のチャンス。
さあもうひと踏ん張り頑張ろうぜ！



2010.07.13  [またまた・・。]

またまたやっちゃいました。
頭ではまだまだと思っているのですが、身体がついて行かないようです。

先週は眼科医で飛蚊症の宣告。（まあこれは大したことはないということだったが）
そして今日はちょっと無理がたたったか、会社を休む羽目に・・・。
まあ熱もおさまり、こうしてブログできるというのは良くなっている証拠かな。
なんせ、このブログをはじめたのが昨年の４月。
２日に１度のペースが、今回まるまる１週間空いてしまった。

先週は出張が２回、会議が１回と家でパソコンに向かおうという気がせず、
おまけに飛蚊症というやっかいなお荷物を抱え、
パソコンの前にいくと、変な虫が飛んでいる。

そんなこんなでＨＰの更新はできず、ブログも全くの状態であった。
決してアパッチの成績が悪いからではない。
（本音はそれもちょっぴりあったりして？）
もう少し体調が整ってから、頑張って更新しようと思います。

2010.07.14  [今日はこれくらいに・・・]

とにかく１週間更新休んだので、少しでも遅れを取り戻さないと
（何の遅れや？そんなもんあったか？）

朝、熱は下がったものの、のどはまだ痛いし身体も重い。
おまけに今日は東京出張。
医者からはできたら誰かに代わってもらった方がいいと言われた。
しかし、東京店長会でまた演説をぶたなければならないので、代理人はいない。

夜半からの大雨。
住ノ江駅では雨のため樽井駅かん水で、折り返し運転中とのこと。
出足から電車の遅れとはテンションさがるな。
難波駅でいつもの空港バスに乗れず、ひとつ後のリムジン。
乗ってすぐまたまためまいが・・・。
まだあかんのか。
でもなんとか気合いで解消。
飛行機もモノレールも大丈夫。
そして２００人の店長の前で気合い一発。
ここで一気に自分自身盛り上がり、回復気配。
そのあとの東京支社長とのミーティングも舌好調（絶好調）。
やっと、自分をとり戻したぞ！

帰りは関西空港経由。
自宅に戻ってみると、家内がベッドに。
ギックリ腰！！「え～っつ！」
まあ、そりゃ、若くない夫婦だものいろいろあります。
ぼくが体調不備のときには、家内は献身的に尽くしてくれます。
こんなときこそこの僕が。
しかし、外食産業にいながら、何の料理もできません。
「かあちゃん、ごめん」
トイレに行く時、手をひいてやることぐらいしかできないけれど。
孫の顔が見たかったら、オンブしてでも連れて行ったるで。
でもそれほど重症でもないみたいでよかった。

なんとか気分もいいのでブログを更新し、
週末の３連ちゃんのスケジュールを確認しながら、
明日の仕事の再確認しながら、
８月のスケジュールを埋めながら・・・・・。
いかんいかん、これをするからあとがこたえる。
今日はこれくらいにしといたるか。



2010.07.16  [連休前のひと頑張り] 

友達というのは本当にありがたいもので、
いろいろ気を遣ってくれたり、叱咤激励してくれたり。
みんなの暖かいこころづかいをよんでいるだけで力が湧き出てくる。

もう大丈夫ですよ～！
これからは無理をしませ～ん！
ん～？　ちょっとはするかもしれませんが、控えるようにします～！

週末の３連荘、楽しみにしていたのですが、やはり土曜日は仕事。
その代わり日・月は大丈夫。
さあ２日間、思い切り楽しもう。
しかし、新たな任務がひとつ。
ギックリ腰の家内のお守り。
今、最優先で履行しなければならない業務。
１階の洗濯機から２階の物干しまでの洗濯物の移動。
簡単な買い物、などなど。

それにもうひとつ、２１日水曜日があの会議。
そしてまだその資料ができていない。
いつ作るのか？
今日なんとしても仕上げないと、日・祝に出る羽目に。
今、朝７時１５分。
頑張って夕方までに完成させるぞ！

2010.07.19  [３連休の過ごし方　( その①) ] 

7/17～19は世間では３連休の方も多かったことだろう。
残念ながら僕は7/17は仕事で、楽しみにしていた龍華さん（八尾市）との練習試合に行けなかった。
とにかくこのチームは八尾市でもトップに位置し、
ここ３年間は全く歯がたたない状態が続いていた。
ことしはアパッチが春先から好調だし、龍華さんがメンバーが揃わず、珍しく出遅れているそうなので
チャンスかな。

しかしやっぱり伝統あるチーム。
細かいプレーはそつがないし、選手もプレーをよく理解している。
今回の３試合、ちょっとかみ合わせが悪く、
１試合目、アパッチ４・５年生に対し、龍華がまだもう少し学年が下なのかな、で7-0の勝利。
２試合目、逆にアパッチ３・４年生で龍華が５年生以上かな、で0-5で敗戦
ようやく３試合目がＡ対戦でかろうじて4-0の勝利。
しかし、相変わらずアパッチというチームは点を取るのが遅くて下手。
３回、３連打ながらまずい走塁もあり、最少得点の１点。
５回逆に相手守備の乱れから３点をもらい逃げ切った。
もっとも今日の黒川は良かった。
先頭打者に内野安打を打たれたが、その後は抑え６三振を奪い、また野手もノーエラー。

龍華さんに勝利したのは久しぶりかな？
今日はＡ対戦は１つしかできなかったが、
やはりソフトのお手本のようなチーム。
次はＡ対戦　絶対３試合くらいお願いしたい。



2010.07.29  [３連休の過ごし方 ( その③) ]

３連休の過ごし方③

松原ガッツさん、お付き合いさせていただいてから４年目に入ろうとしている。
アパッチ以上に歴史が浅いが、深みのある練習内容、選手へのモチベーションの持たせ方は抜群である。

とにかく昨年・一昨年と対龍華戦同様、まったく歯がたたず、なすすべががなかった。
毎年春先、チームのスタート時点は互角か若干アパッチ優位かと思うのだが、
夏頃からグーッっと差がつき、立場が逆転。
秋頃にはほとんど手が届かない。
指導の仕方の違いなのかな～？
特に思うのは投手の育て方、
もうひとつはあの腰のすわった力強いバッティング。
鬼軍曹の石川コーチは、若いが野球理論は卓越している。

今年はアパッチはスタートダッシュよく、タイトルを２つほど獲得した。
しかし、ここに来てボロが出だし、また平凡なチーム状態になろうとしてる。
ガツツさんはチーム作りが少し遅れ、まだ今年は例年に比べ結果を出せていない。
そんな中で今期の初対戦。
正直、楽に勝たせていただいて、鬼軍曹にエー格好できるかなと・・・。

しかしやはり青いユニフォームはだてじゃなかった。
つぶは小さくなってもみんな振りは鋭いし、
守備も基本に忠実でうまい。
２試合ともサヨナラ勝ちという僥倖に恵まれたが、まったくの五分。
今年もこの夏が過ぎるとまたまた立場が逆転するのか。
そうならないためにも、やるべきことはしっかりやっとかないといけない。

帰り際石川氏、顔は笑っているようだが、目は笑っていなかった。
「次は勝つ。」
そう語っているように感じた私は、身も心も引き締まるおもいで見送った。

2010.07.23  [３連休の過ごし方 (その④) ] 

連休の過ごし方④
最終日、今日は第２回迫田杯。
昨年お亡くなりになられた迫田初代監督を記念しての大会だ。
アパッチ全選手を４チームに分けてのトーナメント大会。
全選手を分けて４チームもできるところがすごい。
それにエキジビションとしてレギュラーＶＳコーチ・ＯＢ連合軍、高学年と低学年のそれぞれの紅白戦。

今年度の初戦、レギュラーＶＳコーチ・ＯＢ連合軍。
コーチ陣は左打席に立っているとはいえ、黒川・斉藤ともナイスピッチングでバッティングをさせない。
逆に打線は、井上・森コーチの速球を跳ね返し４点をもぎ取り、4-0の快勝。
こんな試合を見ていたらアパッチジュニアも強くなったなとつくづく思う。

トーナメント大会は、細川ドジャースがバランスよい選手采配で優勝した。

毎回楽しみな低学年の紅白戦（１～４年）。
２年生の中橋佑斗が投げ、１年生の森勇太が打つ。
格好になっているんだよな。
もっともっと練習してみんな上手くなれよ！

あ～あ、やっと連休終了。
体力が落ちているのがはっきりわかる。
頑張らねば



2010.07.26  [ナイター練習試合]

暑いという言葉は30℃くらいのことで、35℃を超えると
もはや「アチィ～」という表現でないと感じがでない。

この土日は「アチィ～」2日間で、学校で練習するときも、10分活動し3分休憩させないと
熱中症がこわい。
土曜日の夜は　ナイターで練習試合という初体験。
ナイターといっても19時ではまだ明るく、20時になってやっと夜らしくなる。

1試合目は西山台フェニックスさん
いわずと知れた強豪チーム。
しかしアパッチと対戦は少なく、
昨年、9月ドリームカップでこのメンバーがＢチームとして参戦し、西山台さんに挑戦した。
そのときはアパッチＢが善戦し、3-3のひきわけに終わった。

あれから1年たち、再度の挑戦。
先制したものの、まずい守備からすぐ追いつかれるいやなパターン。
しかしそこから打線がつながり、５回には黒川のホームランまで飛び出し、快勝した。
アパッチもやるな～。

２戦めは初対戦の若竹さん。
ピッチャーがよかった。
わずか２安打では手のうちようがなく、
また守備にも乱れが出て1-2の惜敗。
言い訳だがベストの編成ならもう少し面白い試合ができただろうな。

前日に5年生の林間があり、みんな疲れているようだった。
地元に帰ってきたのが22時頃。
明日もＭＯＳＬのリーグ戦が待っている。
でも初体験のナイターは楽しかったね。
 

2010.07.30  [命の洗濯]

７月３０日（金）
日常会話の中の挨拶が「おはようございます」「こんにちは」ではなく、
「暑いですね」という一言のみになっている。
とにかく家の中にいても熱中症にかかり、お亡くなりになっているいる人もいるそうだ。
確かにクーラーなしでは安眠はないし、タイマーが止まってしまうと目が覚める。
あのロシアが38℃を超えるという異常気象、どうなっているのか。

明日から一泊旅行。
今年も金剛山に登り、うどん打ち教室、天体観測、ビンゴ・・・と盛りだくさん。
しばし下界のわずらわしさから逃れ、自然に触れ、命の洗濯をしよう。

・・・・できるかな？



2010.08.01  [一泊旅行 ]

7月31日（土）・8月1日（日）
夏の一泊旅行。
今年も昨年通り、金剛山登山。
7時に遠沢公園に集合し、南海バス（今年はリムジンだ！）にて金剛山へ。
8時20分到着、さあ登山開始。

仕事の関係で何十回登っているが、
車かロープウェーで、本当のことを言うと歩いては初めてだ。
でも、衰えたとはいえ、まだまだ小学生には負けないと思っていた。
しかし実際に登っていみると・・・。
登山の経験がないのでピッチがわからない。
20分も経つと、ふくらはぎが張ってきた。
後で聞くと歩幅が広すぎるかららしい。
そして少し息切れがしてきた。
「くそ～、こんなはずじゃ」
途中3回ほど2～3分間のインターバルをとった。
念仏坂をすぎ、下が砂利道（それまでは舗装道）になりグ～ッと楽になり、
そこからは一気に行くことができた。
よかった。

10時からうどん打ち教室。
本社から3人を呼び、指導してもらう。
昼ごはんは、今打ったばかりのざるうどん。
しかし熟成時間が短いため硬かった。（みんなゴメン）

昼からは自由時間。
みんなゲームをしたり、園地で野球をしたり思い思いの時間を過ごす。
夜にはお待ちかねのバーベキュー。
みんな、食うわ食うわ。
子どもたちのために焼くのに必死で食べる暇がない。
夜はお楽しみのビンゴ大会。
その前に柴田コーチのマジック。
なかなかうまかったな。

そして大広間にての大雑魚寝大会。
なんだか久しぶりに修学旅行気分で面白かった。

翌朝、ＰＴＡのソフトボール大会のために先に帰るひとのため、5時起床。
無事7時半に送り出し、続いて子どもたちの食事。
水がいい（湧水でもとてもおいしい、おまけに無菌らしい）ためご飯がうまい。
夕飯でもおかわり5杯という4年生がいたらしい。
「こら！キラーカーン、ちょっと太りすぎちゃうか。」

昼から木の枝で作ったバットを使っての野球、そして人形劇を見、14時半宿舎の香楠荘を出発。
帰りは全員でロープウェーにのり、しばしあまり怖くないジェットコースター気分を味わい下山。
帰りのバスでもお菓子に口の動きが止まらず。

楽しい旅行でした。
さあ、いよいよ大阪決戦まで1カ月。
もし優勝したら、秋にもう一度どこかへ連れて行ってやろうかな。
 



2010.08.04  [最終面接] 

昨日は朝からいつものＡＮＡで東京へ。東京もやはり暑かった。
１３時半から大学生の最終面接が２名。
初めの女性もなかなかの水準ではあるが、いまいちパンチに欠ける。
例年通りの採用基準だったら合格なんだが、今年は幹部候補生ということでハードルが高く設定されている。
話の途中で自分には無理と感じたのか、少し話しが続かなくなった。
こちらとしてはもう一押しアピールがあれば、ギリギリの線だと思っていたのに・・・。
あきらめの早い子だな～。
部屋をでたあとうちのスタッフから声をかけられ「どうやった？」
なにも言わず笑って出て行ったらしい。
惜しいなあ～。

次の男性。
話しのポイントをずらすことなく、会話についてくる。いいぞ！
ものの考え方もしっかりしている。いいぞ、いいぞ！
ちょっとイジワルをしてみたら、ちゃんと否定しながら話を切らず、意見を述べてくる。
よし、大丈夫。

２人だけの面接だが、最終面接だけに神経を使う。
学生も必死だが、こちらも必死。なにせ、学生にとって一生の問題。
もちろんこちらにしても将来会社を背負うかもしれない人材探し。半端な気持ちでは応対できない。

帰りの飛行機ではこの２時間の疲労で爆睡。
面接ってされる方も疲れるだろうが、する方も疲れるんだよな。
 

2010.08.08  [お盆前の暑い・熱い戦い（その１)]

今日は長い1日になりそうだ。朝は5時起床。
相変わらずパソコンを立ち上げ、メールのチェック、スケジュールの確認。
ＭＯＳＬリーグ戦のために移動。Ｂリーグで優勝を決めているアパッチにとって、
今日はＡリーグでも勝ってアベック優勝するためには負けられない試合。
ここまで全勝の川辺ドンマイズ恵我（ＫＤＥ）と金塚スポーツクラブとの３つ巴戦だ。

初戦、ＫＤＥと金塚との1戦の審判をした。すご～い！
ＫＤＥの打線は強力だ。１・２番の左はバントが上手く足が速い。

2番は女の子？聞けば全松原の女子チーム（全国大会出場）のキャプテンだそうだ。
そしてクリーンアップの破壊力はけたはずれ！想像以上の大差がついてＫＤＥの勝利。
う～ん、これは・・・。

そしてアパッチ　ＶＳ　ＫＤＥ。１・２回と3塁まで進めるがあと1押しが出ず得点できない。
エース黒川が抜群の制球でＫＤＥにバッティングをさせない。
しかし3回表、1死から9番にうまくセンター前に運ばれる。
トップに返り送りバント（！）2死ながらその問題の女子選手。
絶妙のバントで3塁安藤、予期していたはずなのに、1塁でアウトできない。（足も速い！！）
そして3番にあたり損ねのライト前ヒット。（ライト刺してくれよ！） ついに先制を許す。
3回裏も3塁までランナーを進めるもこれまた無得点。

最終回何とか相手を無得点に抑え、その裏アパッチ最後の攻撃。
水野がセンター横へのヒット、続く安藤が強いあたりのショート内野安打。
そしてここがひとつのポイントで次打者岡本が粘った挙句、アウトにはなったがライト前への進塁打。
井戸もよく粘り満塁、中橋が倒れたが、ここで勝負強い森純。
アパッチにとっては最高のバッター。
森純はみごと期待にこたえレフト前へのサヨナラ2点タイムリーヒット！！

脅威的な粘りで勝利した。
あ～あ、しんど。
こんな試合ばっかりやったら、ますます髪が抜ける。

しかし今日1日、心臓に悪い試合がこの先ずっと続くことをこの段階では知るよしもなかった。



2010.08.09  [お盆前の暑い・熱い戦い（その２）]

8月8日
ＭＯＳＬ　 ＶＳ ＫＤＥ 勝利
結局勝つことは勝ったが反省点はたくさんあった。
春先に対戦したときに比べ、ドンマイズ恵我のバッティングが飛躍的に向上している。
あの腰のすわった打撃はかなりの走りこみと素振りの成果だろう。
アパッチの第１の課題のバッティングを見事にクリアーされているようだ。
今回は守備の乱れで勝たせていただいたが、たぶんにラッキーもあった。
しかしアパッチはこのあとが怖い。
いい試合のあとの気の抜けた試合がいかに多いことか。

第２戦、ＶＳ金塚スポーツクラブ。
初回２死２・３塁のチャンス。
これもしっかりした走塁をしていれば３塁ランナーはホームへ帰り、１点先取し、なおも２死２塁の状況。
ランナーもランナーコーチも失格。
そして期待の黒川はあっさり凡退。

２回、森純の２点タイムリーで先制。
３回、水野・黒川の連打などで１点追加、ここで黒川を３塁において安藤が会心のセンターへの飛球。
見事な犠牲フライ・・・、とだれもが思った瞬間、３塁ランナーが飛び出していた。
「タッチアップ」とみんなが叫ぶ中、あわてて戻るも改めてスタートできず、大罵声、大怒号。
これで一気に流れが変わったようだ。

その裏、調子のでない斉藤が３安打を浴び２点を献上、なおも１死２．３塁のピンチ。
斉藤は限界だった。
満を持して先ほどチョンボのエース黒川登場。
しかし私はタッチアップのボーンヘッドをした黒川ではむつかしい感じがしていた。
ところがその黒川、そのミスを取り返すべく気合が入っていた。
この大ピンチ、４・５番を渾身の力で抑える。
続く４・５回も、さすがエースと思わせるピッチングでノーヒットに抑え、貫禄を示し先ほどのミスを
帳消しにした。
しかし初戦同様、１点差は心臓に悪い。
もう少し、ベンチで鼻歌まじりに見れる試合ができないのか。

これで通算成績９勝１敗とし、残り３試合ながら優勝をきめた。（Ｂとのアベック優勝！）
内容はともあれ、優勝というのは嬉しい。
今日だけは素直に喜んでおくかな。

しかしまだ午後から長池カイザースさんとの４試合が待っている。
きっとこれも厳しい戦いになるだろう。



2010.8.10お盆前の暑い・熱い戦い（その３） 

午前中も暑かったが、長池小学校に着くとその暑さはさらに増していた。
太陽の照り返しが運動場全体を異常なまでに蒸し返し、立っているのもやっと。
そんな中、Ａチームとして本日３試合目がスタート。

長池カイザースとは交流して今年で３年目にはいる。
大柄な選手もいないし、６年生もたくさんいない。
しかし、よくまとまった素晴らしいチームを作られる。
例年少し分が悪い。
今回は暑さと疲労も重なり、どこまでやれるか。

初戦はレギュラー対戦。
先発は午前中さっぱりだった斉藤。
ここしばらく安定したピッチング、コンスタントな安打製造機ぶりを発揮していたが、
どちらもまったくだめだった。
さあ、そのリベンジ。
朝よりすこしマシかなと思ったが、まだまだ、今日はバイオリズムが悪いのだろうか。
行けるとこまで行くしかないな。
２回にヒット２本で１点を先制される。
それにしてもカイザースは足を使うチームだ。
それともアパッチ捕手陣の弱肩をお見通しか。
この試合だけでも4回走られた（２盗塁を許し盗塁阻止率５割）
いずれにしても走ってみようと相手に思わせるところが問題。
練習の段階で捕手の肩が強いと感じたら、走る気は失せてしまうものだ。

３回にヒットの斉藤を置いて 森大の久々に出たセンターオーバータイムリーなどで逆転。
４回に追いつかれるも、その裏井戸の３塁打などで勝ち越し勝利した。
しかし３得点のうち、２点は相手のエラーがらみによるものでラッキーだった。
（この試合アパッチはエラー０）
やはり守りは大事だ！

2試合めは4年生以下、3試合目は5年生以下とどちらも辛勝。
特に5年生の投手森純はよかった。
ほとんど相手打線にバッティングをさせず、完封勝利。
大阪城決戦のあとは来年を見据え、ピッチング重視の練習に専念させてもいいか。

この時点で何人かは疲労・足の痛みなどを訴えていた。
しかし甘い顔をしてはいけない。
もちろん無理はさせられないが、「しんどい」「休め」ではだめ。

ますます暑く、倒れそうになりながら最終戦のＡ対決がスタート。

　　[ To Be Continued ]



2010..8.11 お盆前の暑い・熱い戦い（その４） 

1ヶ月後に控えた大阪城決戦。
優勝するためには最低4試合、組み合わせ次第では5試合勝たなくてはいけない。
今年はアパッチは投手が3枚。
これはかなり有利。
でも1試合1試合は1枚勝負だから、1・2回戦は関係ない。

カイザースとの最終戦、大阪城の決勝戦のつもりで行けと指令を出した。
みんな疲れている、口には出さなくても表情・歩き方でわかる。
来週はお盆で軽い練習のみ。
今日必死にやっておかないと、あとがないぞ。

初回、森大がショート内野安打で出塁。
4番水野、気のないファウルで監督から檄が飛ぶ。
ここで水野キャプテン、ふっきれたか渾身のスィング。
ショートの横を抜ける痛烈な打球、スタートが遅れたレフトが追いつけずホームラン。
2点を先制したアパッチだがその後は2安打に抑えられた。
というより、黒川がエースらしいピッチングで完璧に抑え、
打たなくてもしっかり守れば勝てるという意識があったのでは？
そういう雰囲気が感じられた。
もっともっと点をとって、エースを楽にしてやるという気持ちが欲しい。

1・2回ランナーを出したが、1回戦同様足を使うカイザースベンチ。
しかし、盗塁を許さず2刺殺の水野の好送球が光った。
4回、黒川は調子に乗りすぎ、不用意な投球で3番バッターに1発を喰らい1点差。
逆にこれがいい薬となり次打者を三振。
最終回、疲労も限界、1死から四球。
黒川がちらっとベンチを見る。（助けて～という声が聞こえている）
次打者へもボールが先行。

ここで私の出番。
でかい声で選手を鼓舞。
無理やりエースに声を出させ、内外野に反応させる。
皆でプレーしているという意識の再確認。
黒川が蘇る。（って言うか、半分やけくそ気味）
三振！
最後のバッターもセカンドゴロ。
見事この試合も今日4試合目の1点差勝利。
そして、久しぶりの1日6試合！
疲れた～。



2010.8.13 迷惑の基準 

８月１０日（火） 東京出張。
早くもお盆休みのせいか（？）飛行機はビジネスマンの姿が少ない。
東京に着いてもモノレール・ＪＲ（山手線）もサラリーマンが少ないように思う。
早いところは第２週（１０日頃）から２０日まで休みのところもあるそうだ。

北区上中里駅の滝野川会館での店長会。今日は講演の内容はなにも考えていなかった。
行きの伊丹のロビーと、羽田から浜松町の間（モノレール）でまとめなくては。

４月の最初に比べれば、みんな聞く姿勢がよくなった。
下を向いたり、考え事をしているものはほとんど見かけない。
あともう少し、自分で判断できる力・指導力が身につけば文句ないのだが。

帰りの飛行機でも、クールビズの姿は少なく、家族連れや、一人旅の小学生が目立った。
なんばまでのリムジンバスはゆっくり寝て帰ろう・・・,と思っていたら、若い２人連れのうるさいこと。
しゃべっていたと思いきや、突然電話をとりだし、なにやらしゃべりだす。

「じゃかましい、静かにせんか～！」と、のどの上まで出かかったが、パッと話をやめる。
しばらくするとまた、電話。
「うるさい、お前だけのバスちゃうぞ！」と、言いかけると、またやめよる。
何回か繰り返すうちに目的地のなんば到着。

なにかムカムカとした気持ちで釈然としない。とにかく常識がないと言うか、なんと言うか・・・。
会社のバッジをつけている以上あまり揉め事はよくない。
今日は何とか気持ちをおさえることができたが、いつもいつもこうはいかない。
南海線の電車の中で、なにも言わなくてよかったのか、それとも注意した方がよかったのかいろいろ
考えてみた。昔の私だったら１００％注意した。
しかし、今はバッチをつけている。教育訓練課といってもそれは会社での立場。
もしもめたとき、会社に迷惑がかかる。難しいな～。
あきらかに他人が迷惑をしていると思ったときは行動する。
その[程度の判断基準]が問題。

2010.8.15 お盆の練習 

今年はお盆も学校が取れ、13・14日と練習することができた。 と、言っても6年生が6～7人、
5年生が1～２人、４年生以下が２～３人。 十分な練習はできないが、この暑い中、身体を動かす
ことにも意義がある。 １４日はコーチの参加が少ないと思われたため、朝は岡田氏とコート整備。 
９時前に中学生が２人と皓太が来てくれたりしてスタッフがそろった。 なので１０時すぎから会社へ。 

今日１５日も一応学校へ行ったが、大丈夫そうだったので会社へ。 
午前中デスクワークをし、昼前から難波へ。 さすがに日曜日のお盆で、人の波。 
４時前学校へ戻ってみると中学生が５人応援に来てくれていた。 
人数的にも十分なコンビができないので、どちらかというと打撃練習中心の練習だった。 
おかげでフリー打撃のときに、ガラスを割ってしまった。（保険には入っているけれど） 
昨日、今日となにもしなかった私は、ローソンヘアイスの差し入れを買いにチャリンコを走らす。 

来週は、土曜日に朝は長居さんとの練習試合。 午後は田中さんとの練習試合（ＯＳFL公式戦含む） 
そしていよいよ夜、大阪決戦の抽選会。 今年はくじ運の良い水野監督に任せるつもりだ。 

日曜にはＡ・Ｂチーム参加の白鷺大会。 
勿論勝利することは大切だが、しっかりとしたアパッチのソフトをしないといけない。 

私の身体も一時に比べれば随分よくなった。 しかしときたま、ちょっとというときがある。 
今週誕生日を迎え５７歳。 還暦が近づいていた。 
意識では４０歳くらいなんだが、身体がついて行きにくくなった。 
今年の連合運動会がひとつの目安かな。 
足が動くか。 
運命の１０月１０日まで少し鍛えておかなくては。



2010.8.17 大学生インターンシップ 

８月１６日（月）　世間一般ではまだお盆休みということらしい。

しかし今日も仕事。そして本日より大学生のインターンシップ。
20世紀初頭にアメリカの大学で始まった仕組みで、自分が専攻する学問が社会でどのように
生かされているかを職場で確かめ、学問に生かす試みだった。ただ近年、単なる単位取得や
就職に有利との理由でインターンシップを利用する学生が増えている。学生を安価な労働力
とみる企業も少なくなく、プログラムの改善が課題となっているらしい。
今年は１１大学から２４人が参加している。

開講式のあと、ちょっと辛口の挨拶をしてみた。
「単位をもらうためだけに来ているなら帰れ！」これはみんなには応えていたに違いない。
こちらも特別何のメリットもなく、社会貢献の一環ととらえている。
就職戦線の厳しさについては、みんなまだ身にしみて感じていないかもしれないが、
今からその腹積もりをしておかないと後が大変だ。

今日の講義は
①１分間スピーチ
②就職最新情報
③ビジネスマナー研修
④チームワーク研修
⑤文章の書き方研修

この１週間、少しでも身につけていただいて、
自分のために有意義なものにしていただきたいと思う。

2010.8.18 Happy birthday to me? 

8月18日（水）　あと2日で私の誕生日。
この歳になるとおめでたいこともないし、さほど歳をとるということがいやということもない。
まあ女性ほどには感じないが、いつまでも若く保ちたいという気持ちは持っている。
今年で57歳。孫もいるし、世間ではいいおじいちゃんの年代かもしれない。
確かに孫は可愛い。でも今は、その孫に愛情を注いでいるだけではいけない。
まだまだ必要とされているところがあれば、自分をもっと磨き、進歩し続けたい。

人生60年というのは、今は昔の話し。
最低あと20年は頑張らないと・・・。

アパッチジュニアも今年で10年。
いろんな苦労を乗り越え、たくさんの壁にぶちあたりここまで来た。
よ～頑張ってきたな。
グローブもボールもなにもないところからの出発。
しかし、私には何にも勝る仲間がいた。
きれいごとを言うようだが、これがいちばん大きなことだった。
仕事でも何でも共通して言えることは、人間ひとりでは何もできない。
人が集まってこそ事を成し遂げることが出来る。
わたしの周りには、いつも熱い仲間がいた（いや、今でもいる）。

仕事も今、目が回るほど多忙な毎日。
やるべきことは山ほどある。
でもあきらめたら終わり。
Don't put off till tomorrow what you can do today.（今日できることを明日まで延ばすな）
中学3年生の英語の授業のときに習った言葉。
私の机のPCに大きく貼られてある。

今出来ることは今しかない！
今やるんだ！



2010.8.22　練習試合の連荘 

８月２１日、前日家族から「ハッピーバースデーツーユー」という祝福を受け、６０歳まであと３年で、
新しい目標に向けスタートした初日。朝は長居カブトさんとの練習試合。
せっかくのお誘いを受けたのだが、６年生が３人欠席。おまけに自慢のコーチ・審判団もみんなスケ
ジュールの都合で足並みがそろわない。本来は私も、例の大学生インターンシップの最終日で、
仕事の予定だったが、今日は引率者もままならない状態だったので、無理やり仕事は部員に任せた。

首位打者で１塁手斉藤が休みというのは苦しい。まあ４・５年生も来年のことがあり、経験をつまさない
といけないので、チャンスはチャンスだ。５年チーム、４年チームと対戦し、最後はレギュラー対戦。
１塁に井戸、外野は村上・細川・中橋という布陣。初回、ランナー２人おいて水野の３塁打で２点先制。
なおも続くチャンスで次打者が三振。なぜかここでちょっといや～な感じが。
バットにあてて転がすだけで、追加点のもらえる絶好の場面。当てることすらできないというこの
状況が、チームに与える影響が心配。案の定、２・３回とノーヒットに抑えられる。
ただ黒川は先頭打者に内野安打を打たれるも、許したのはその１本。安定した戦いぶりではあるが、
打線のできが心配。先週のお盆休みで、素振りをしていないのが何人かいるようだ。（すぐ分かる！）

午後から田中子供会さんとのＯＳＦＬ公式戦・練習試合があるというのにどうなることやら、
と思いつつ、昼食後田中小学校到着。まずは５年生・４年生と対戦。５年森純、４年宮本ともに
上手く試合をつくり連勝。さあ、BIGソラに挑戦。

2010.8.23　　怪物エース「ソラ」 

田中子ども会さんとお付き合いさせていただいて今年で4年目になる。3年前、キャプテン久保山・
エース高岡の時代。当時から守りの田中といわれ、とにかく守備は抜群に上手かった。
特に三遊間は鉄壁で、その練習方法も大変参考になった。その頃低学年に今のエースソラ君がいた。
今と変わらぬ風貌で全体的に小さくした感じそのままだった。
数年前の田中子ども会の黄金時代のエースの弟で、1年生からピッチングをしていたそうだ。
とにかくソフトボールが好きで好きで、と。きっと２・３年先には素晴らしい投手になるだろうと思った。
それ以来、年に数度対戦させていただく度に、彼のことが気になった。

そして今、今年の大阪ナンバー１投手であることは信じて疑わない事実。あのズシリとくるスピード
・球の重さは小学生レベルでは打てない。その3年前のアパッチエース高岡の卒業前の1・2月頃が
ちょうどそうだった。当時もほとんど安打を許すこともなく、失点もエラーがからんだときだけ。
ソラ君は6年生の1学期で、もうその域に達している。

初回からビュンビュン速球がうなり声を上げてキャッチャーのミットに納まる。
しかし、2番森大、3番森純とも凡退したとはいえ、なんとかくらいついている。
アパッチエース黒川も、ソラ君のピッチングに刺激を受けたか、いつも以上に力が入っている。
立ち上がり、力みからランナーを許すが、そこはキレのあるピッチングで切り抜ける。
結局黒川も被安打２（内野安打１とソラ君の流し打ちのレフト前ヒットのみ）で安定した投球だった。

3回に打撃妨害とパスボールで2死2塁とこの試合唯一のチャンス。
そしてポイントゲッターの斉藤！
期待感いっぱいだったが、この試合まで広島へ旅行に行き、田中小学校へはその帰り。
疲れからバッティングにも力がなく、見逃し三振。
いずれにしても、ソラ君からは2度も3度もチャンスがあるはずもなく、
たった一度のチャンスをものにできるかどうかが勝負だ。
この試合無安打に抑え込まれたが、０－０の引き分け。
内容的には圧されていたが、アパッチも投手を含めたディフェンスは及第点。
決着は大阪城でつけましょう！！
気持ちの中は満足感と物足りなさが半々で、田中小学校をあとにした。

いよいよ大阪決戦の抽選会場の森之宮へ。



2010.8.23　　大阪城決戦抽選会 

抽選会まですこし時間があるということで、田中小学校の近くのフレンドリィで軽く食事。
そして6時10分出発。
20分あれば楽に着くはずが交通渋滞。
遅れることは許されず、谷町4丁目の交差点で私だけ降りて会場までダッシュ。
久々にダッシュしたおかげで時間には間に合い、事なきを得た。

到着順は２２チーム中17番目。
予定を変更し、予備抽選はエース黒川。
結果抽選順位は9番。

いよいよ本抽選。
今年度くじ運の良い水野監督に代わり、キャプテン水野。
お父さんに負けない運のよさを見せるか。

1番引けよ。
「1回戦不戦勝で、選手宣誓もできるぞ」
「分かりました」
『住吉区さん21番』
「ぜんぜん反対やん」
そして待つこと5分、対戦相手が鶴見区さんに決まった。
確か以前、練習試合をやろうとしたのだが、結局都合つかず対戦できなかったチーム。
予備知識もまったくないが、
まあこのあたりはお互い様だしおなじ条件。
アパッチとしては、弱いチームよりそこそこ強いチームのほうがいい。

数分後、場内にどよめきが・・・。
昨年、初戦で[　西三国　VS　玉造　]　というまるで決勝戦かと思わせる対戦があったが、
今年も[　田中子ども会　VS　城北ユニオンズ　]という対戦が。
組み合わせゾーンの関係で　アパッチが勝ち進めば、準決勝でこのどちらかとあたるかもしれない。

しかししかし、まずは初戦。
先制点をとればなんとかなると思っている。
相手今津さんは投手もいいが、なんと言っても打線が売りらしい。
エース黒川・斉藤ともピッチングは安定している。
ここ2ヶ月、たくさんの強豪との対戦でも、2点以上取られたことがなく、
また20勝2敗3分という成績だ。

大阪城は独特の雰囲気で、なにが起こるかわからない。
ここまで来れば、体力と同時に気力の勝負でもある。
自分を信じ、仲間を信じ、目の前の勝利をつかみ取る。
やるだけだ！



2010.8.24　　白鷺大会予選 

8月22日（日）白鷺大会
今年は春先に２つほどタイトルをとり、またリーグ戦でも優勝を飾るなど、世間では一応強いという
ことになっている。
第１試合南百済さんとの対戦。
いろんなチームが偵察にきていた。
強いといわれるチームがどんななのか、１度見てやろうということだろう。
（実は普通のチームなんですが。）
１試合目の先発は斉藤。
バックネットの後で野次馬の声が聞こえてくる。
「そんなに球は速ないな」（確かにまだ全力で投げていません）
そういえば２試合目の黒川のピッチングを見ても、
「こっちがエースか、１番つけてるもんな、球はたいしたことないな」（２回くらいから球は走ってきます）
なんて、にわか解説者が増えてきました。
一度バッターボックスに立てばわかります、球のキレ・制球が大事なんですよ。
野次馬連中も回を重ねるごとに静かになってくる。
第２試合のエース黒川は完全試合達成！
結局試合後は「やっぱり強いな！」
という一言でみんなその場を去って行った。

さて第１試合、南百済さんは同じMOSLの仲間。
3年ほど前、投手にすごい選手がいて、むちゃくちゃ強かった。
今、切り替えがうまくいかず少し苦しまれているらしい。
この試合小柄な投手で一生懸命投げているが、守備陣が足をひっぱりアウトカウントを増やせない。
アパッチ打撃陣も容赦なく外野へ運んでいく。
斉藤・森純ともに２打席連続、また斉藤・森大・森純の三者連続を含む６ホームランなどで２０点を取った。
しかし小柄なエースは健気にも黙々と投げきり、味方のエラーにも不満そうな顔もしていなかった。
アパッチ攻撃陣を横目に見ながらも、私はこの小さなエースを応援していた。
ゴメンね、でも手を緩めてわざとアウトになるのはいけないことです。
つらい思いをさせたかもしれないけれど、これがいつか君にとっていい経験になってくれることを心から
信じています。

２回戦は中大江ヤンキースさん。
１回戦のむちゃ振りが影響しないかちょっと心配。
案の定、塁上ランナーをにぎわすが、還すことができない。
この時点では、件の野次馬もうるさいこと。
どうにか２点をとったが（相手には申しわけないが７～８点は取っていないといけないな）、
攻撃内容はマズかった。
エース黒川は、立ち上がり球が走らずコントロール重視。
じょじょに調子を上げ、終わってみれば４回１２人の打者をパーフェクト。
キレのよい、いいピッチングだった。

２連勝で次週の決勝T進出を決めたが、河川敷で行われているBチームも２連勝で決勝に進出したらしい。
なかなかやりよるな。
来週も参加できるということは、会費は高くなかったということか。
野次馬のかたに納得していただけるよう（？）しっかりしたプレーをしようね。
ではアベック優勝目指して！

※どこでだれが聞いているか分かりません。（特にバックネット裏は）
　他のチームの批判・批評は場を考えてしましょう



2010.8.26　　ラグビー 

僕はスポーツ万能ではないけれど、たくさんのスポーツを経験してきた。
実際に自分でやらないと気がすまない性格で、いわゆる「イッチョカミ」というやつだ。
今はソフトボールをしているが、本当に好きなのはラグビーかもしれない。（見るのではなく、
自分がするということで）
高校時代、ラグビー部の主将から「お前ケツでかいな、足腰強いし、ラグビーむいてるで」
しかし、高校入学当時、ラグビーというスポーツを全くといっていいほど知らなかったし、
とにかく勉強に遅れたらいかんという緊張感で、運動部に入るという気持ちもなかった。
文武両道である我が高校のなかでもラグビーはむちゃくちゃ強かった。
特別に大きなやつや、足の速いやつもいなかったが、
僕らの学年は全国大会にも出場した。
惜しかったな、もし僕が入部していたら・・・。（レギュラーになれていたかどうか？）
当時は大阪工大・常翔啓光はまだ無名で、我が校のライバル北野（勉強でもスポーツでも）、
そして浪商・淀川工・都島工といったチームが強かった。

高校３年生になって、体育の授業時間は好きな種目をやっていいと言われた。
受験勉強で忙しい生徒に、たまには運動に汗を流し、気分転換を図らせようという粋な計らいだった。
ほとんど全員がラグビーという意見だった。
その体育の授業や、自習時間（２学期後半は多かった）はラグビーを必死でやった。
つらく苦しい受験生活のなか、半年後にはライバルになるであろう仲間との楽しいひととき、
忘れられない時間だった。

先日、同じ地域の中学１年生の男の子が亡くなった。
ご両親とも学校の先生で、身体が大きく、その遺伝子を見事に受け継ぎ、
小学６年で身長が175cm、体重も100k近くあったのではないだろうか。
中学に進学し、部活には入らず、ラグビーのクラブチームに入ったとのこと。
そしてこの夏合宿に。
不幸はそのとき起こったらしい。
詳細は分からないが、身体は大きくともまだ１３歳。
ましてやこの炎天下、やはり無理がたたったのだろうか。
悲しく不幸な事故だ。

これはわれわれにとっても他人ごとではない。
注意をし過ぎるということはない
指導者にとってそのスポーツの技術を習得する以前に、
子供たちを心身ともに管理できる力を勉強することが先決だ。
同じような不幸な出来事を２度と起こさないためにも。

R・O 君　やすらかに。　(　合掌　）



2010.8.26　　大阪夏の陣戦力分析仮想対談（Ｈ22）

夏休みも残りわずか、あと１０日ほどで第４８回大阪夏の陣が開催されます。 
昨年に続いて今年も野次馬解説者のみなさんにお集まりいただき、お話を聞いてみたいと思います。 
なお、これはあくまでもジョークで、この件に対するいっさいの批判・お小言は受け付けませんので
ご了承ください。 

司会　　 さあ、今年もやってきました。昨年の皆さんの予想はおおむね80％は的中ということでした。
　　 今年はいかがでしょうか。

Ｍ 　　昨年は玉造と西三国の力が抜きんでていました。
しかし優勝した港晴のエースが夏前頃からスゴく成長し、本番では文句のつけようのないピッチング
でした。あの球は打てない。見事優勝の栄冠を勝ち取りました。
今年は昨年の２強ほどの絶対的な力をもったチームはいません。

Ｋ 　　投手力からいえば田中子供会、エースのソラ君はすごい。
練習試合でサニーズにはやられましたが、それ以外はほとんどバットにあてられない。
奪三振は19試合で１４２！　1試合平均７.５、イニング平均では2個以上！
全ての試合でこれだからすごい。
無安打試合は当たり前というのは脅威。

Ｘ 　　昔から守りの田中といわれるけれど、今年は上位打線の破壊力はすごい。
この田中が中心になることは間違いない。

司会 　　昨年の玉造ＶＳ西三国と同様、なんと1回戦でこの田中と城北があたることになり、
今年の抽選会でも、大きなどよめきが起こりました。

Ｋ 　　城北は昨年6年生がいなくて、それでもいろいろな大会で上位に進出していました。
そしてそのチームが、そのまま今年のチームで活躍しています。
熱血 Ｉ 監督から百戦練磨 Ｔ 監督に代わりましたが、チーム方針は変わっていません。
とにかくまとまりの良い、無駄な失点をしない、しつこいソフトをします。
1回戦は目が離せません。

司会 　　今年春先に２つタイトルをとったアパッチ（住吉区清水丘）はいかがですか。

Ｍ 　　その後、守備位置の変更などあり、少し調子を落としていましたが、6月12日に城北に敗れて
からグーッと戻してきました。その後は20勝2敗3分で１試合での最大失点も２という安定度。
投手も黒川・斉藤・森純の3枚というのが大阪城で優勝するためには十分な陣容。打線にやや
ムラがあるものの、1～9番までのうち8人が3割以上の打率をキープしている。どこからでも得点でき、
一度火がつくと止まらないらしい。

Ｘ 　　なかなか火がつかないらしいけれど（笑）

司会 　　先日の田中との公式戦も０ー０で引き分けだった？

Ｍ 　　内容的には無安打だったんだけれど、田中も散発の2安打。黒川のキレのあるピッチングで
バッティングをさせなかったそうだ。

Ｋ 　　この3強が中心だと思うけれど、なにせ1発勝負の大会。まだまだ有力チームはいる。

司会 　　Ａブロックはいかがですか。

Ｓ 　　西三国が1歩リードでしょう。
昨年の2枚看板のような絶対的な力はないけれどまとまりがいい。

司会 　　ＯＳＦＬの田島は？

Ｍ 　　ピッチャーのジョー君は出場投手のなかでも上位です。しかし選手層が少し薄く、そのあたりが
名将 K監督の頭の痛いところ。順調にいけば準決勝でこの２チームの対戦ということになると思うが、
西三国がやや有利かな。



司会 　　Ｂブロックはどうですか

Ｍ 　　レベルの高い福島区を制した福島kids clubや、常連の南大江・塩草・滝川などどこが来ても
おかしくない。当日波に乗ったチームが上がってくることは間違いない。

Ｘ 　　拮抗したチームが集まりましたが、経験の差でわずかに大道南が有利かな。

司会 　　さあ、問題のＣブロックです。

Ｋ 　　なんといっても田中ＶＳ城北の一戦が注目されているが、この２チームに清水丘アパッチを
加えた３チームが ＯＳＦＬという同じリーグに属している。そしてこの３チームは田中は城北に、
城北はアパッチに、アパッチは田中に対し苦手意識をもっていて、いわゆる３すくみ状態。
今回本命といわれる田中は、初戦城北だけは嫌だと言っていた。

Ｍ 　　総合力は田中の方が上だと思うけれど、その苦手意識というのは大きい要素。 
まして緊張感一杯の初戦。面白いな。

Ｘ 　　順当にいけばこの勝者とこれまた同じＯＳＦLの強豪今川が上がってきそうですね。

司会 　　先ほどから話題に出ているＯＳＦL（大阪フレンドリーリーグ）ていうのはすごいリーグですね。

Ｍ 　　田中・城北・清水丘・今川に生野区代表の田島と阿倍野区で今回惜しくも準優勝におわった
晴明通、平野・八尾・松原地区連合のドンマイズ恵我（KDE)の７チーム構成です。

司会 　　確かに強豪揃いのリーグですね。お互いに切磋琢磨しあい、技術を磨いているのでしょう。

Ｘ 　　Ｃブロックはやっぱり田中でしょう。
エースソラ君がよほど体調を崩すかしないかぎり、間違いないと思う。
あとは城北の T監督がソラ君攻略の秘策をあみ出せるか。

司会 　　Ｄブロックです。

Ｍ 　　ある意味、高い技術を持ったチームが集まった１番の激戦ブロックでしょう。

Ｓ 　　左側はわずかの差で金塚だと思うけれど、これも分からない。五条にも十分チャンスはある。
そして右側の問題の清水丘アパッチ。ここ２か月の成績が強豪相手に２０勝２敗３分。直近の田中、
城北戦はいずれも0-0の引き分け。３枚の投手の安定感は素晴らしい。打線もどこからでも得点
できる厚みがある。

Ｋ 　　今津連合は投手もいいが、打線の破壊力がすごいらしい。
いずれにしても、レベルの高い鶴見区代表ということは侮れない。

Ｘ 　　総合力から清水丘アパッチが有利だと思う。問題は初戦の緊張感だけ。

司会 　　まとめますと、Ａが西三国、Ｂ大道南、Ｃ田中、Ｄ清水丘アパッチということになります。
そして優勝は。

Ｍ 　　期待を込めて、清水丘（60％）田中（40％）

Ｋ 　　田中か清水丘で若干田中有利。

Ｘ 　　田中かな、でも話題に上がっていないチームのなかで、われわれのデータにない有力チーム
があるかもしれない。もし城北が初戦田中を破ると、そのまま一気に行きそうな気もする。

司会 　　参加するすべてのチームのデータを入手できていないため、独断と偏見と期待だけの
ジョークです。うちのチームの名前がないというお叱りなど、いろいろなご意見などお有りだと
思いますが、全て笑ってお許しください。



2010.9.6　大阪城決戦（Ⅰ） 

９月５日（日）待ちに待ったというか、他のことが手につかず、とにかく早く終わらせてしまいたい大会。
５年前までは夢の大会、アパッチが常連のように参加し、上位に食い込めるなんて想像もできなかった。
それが今や、あわよくば優勝をというところまで来れた。
今日も暑い、９月というのに４０度近い気温が、選手の疲労を極限まで高める。
開会式、選手入場のあと、ご来賓の挨拶のときにもう頭がクラクラ。
アパッチのメンバーは日ごろからかなり鍛えてあるとはいえ、独特の緊張感で気分が悪くなる選手もいる
かもしれない。この大会は市子連という独特の組織で運営され、規約やルールまで特殊である。
それはそれなりに別にいいのだが、参加している選手や保護者のことをもっと考慮していかないと、あとあと
しこりを残すということを常々問題提起してきた。区子連・市子連の役員とも（私も２０年前はその一人だった
のだが）頭が固く、聞く耳を持たない。

１回戦に　田中子ども会 VS 城北ユニオンズというビッグカードがあった。ともにＯＳＦＬの仲間である。
０－０のままこう着状態で終盤へ。
４回の裏、田中の攻撃、先頭打者がソラ君。
ここが勝負、ソラ君を抑えれば０－０のまま引き分けで抽選となる公算が大と思っていた。
私ならいつもの作戦”ワンヒットＯＫ”外野の守備を下げるところ。
「アッ、レフトが浅い」
ソラ君の打球は左中間へ飛ぶ。
思ったとおり、左中間を真っ二つ。
最初右横に走ったレフトの選手はそこからバック。
よく走り球に追いつき、中継のショートへ、しかしこの球の処理が乱れ、３塁にとまっていたソラ君は本塁へ。
結局これが決勝点となり、１－０の僅差で田中の勝利。

アパッチ１回戦は鶴見区代表の今津連合。
とにかくよく打つ豪打のチームらしい。
アパッチにとって[好投手のチーム]より[強打のチーム]のほうが戦いやすい。
我がチームにはスピードよりキレで勝負する黒川がいる。
もっとも、レベルの高い鶴見区代表ということで侮れない。

この試合の主審は低め・外角に甘く、高目に厳しい感じだった。
初回、先頭の斉藤が見逃しの三振、
本人も首をひねっていた。
しゃーない、しゃーない。
審判の癖を覚えておけ。
2番、森大。
新チーム発足時はセカンドを守っていた。
グラブさばきはよく、左右の動きもいいのだが、少し肩が弱いという判断だった。
しかし、今やなくてはならない名ショート。
打撃も送りバントの名手だけでなく、つぼにはまったときの右中間へのあたりは素晴らしい。
うまい、セイフティバント。
ピッチャーあわてて一塁へ悪送球。
外野へ転がる間に3塁へ、そして内野に還ったボールがそのまま外へ・・・。
なんなく1点をいただいた。

しかし、ここからアパッチの悪いくせ。
拙い走塁、内野フライなどなど。
試合を面白く演出したいのか、得意の1点差試合を楽しんでいる。
エース黒川は強打の今津打線をエラー１・内野安打１に抑えきり、2塁を踏ませなかった。
再三のライトへの飛球も細川が期待通り（？）うまくさばいてくれた。
優勝候補といわれてもやはり初戦はいやなもの。
辛勝とはいえ勝利は勝利。
少し休憩。

ここで問題の事件が・・・。



2010.9.7　大阪城決戦[2] 

９月５日（日）昼前
今津さんとの戦いを終え、次の金塚 VS 五条戦を観戦していた。
そして五条が見事逆転勝ちをおさめ、アパッチの次の相手が決まってテントへ戻る途中。
今川・喜連北の熱戦を通りがかったとき、今川の背番号７をつけた選手が横たわっていた。
熱中症ということだったが、汗でビシャビシャのユニフォームを着たまま、
わきの下を冷やしもせず、ただ横たえているだけ。

身体は汗でぬれたユニフォームのせいで冷えた状態だったので、とにかく着替えさせ、わきや首筋
を冷やし、風通しのよいところへ移動したほうがいいと指示し、念のために救急車を呼ぶように言った。
聞けばこの状態から20分以上放置しているとのこと。
ネット裏では関係者が自分たちだけテントの中でゆっくり観戦し、病人に何の介護もしていなかった
ようだ。そらあかんやろ～！
今川の細川コーチも怒り心頭という感じだった。
とにかくその選手をグランド外の風邪通しの良いところへ連れて行き、救急車を待つことになった。
ちょっと対処が遅い（というか何もしていない）のとちゃうか。

しばらくして女子選手が同じように熱中症で倒れたらしい。
この段階で主催者から試合を中断し、全員木の陰にはいるようにアナウンスされた。（11時55分）
起こったことに対して主催者にも非はあるが、中断してから何の説明もないことに問題があると思う。
約20分後、熱中症患者が出ましたので、とりあえず待機してくださいとのこと。（12時15分）
本来ならここで各チームの代表者・監督を招集し、事情説明・方向性の説明があってしかるべきところ。

ここから30分後（トータル50分後）12時45分
「1時30分まで休憩し、そこから今後どうするか決めます」と言う。
これにはいかにおとなしい（？）私も黙っていられなかった。
オイオイ、監督を集めて事情説明するのが先やろ。
主催者側だけで決定できるんか。（それだけの判断力の持った人いるんか？！）
これから45分後にどうするか決めるってどういうことや。
方向性だけでも説明せんといかやろ。
問題発生から1時間たっても何の進展せず、1時間30分後にどうするかそこから協議なんて・・・。
2人いた大会関係者の一人は私の発言に対し、食って掛かってきた。
オイオイ頭の悪いやつは相手にせえへんぞ！
もうひとりのほうはこちらの言い分にも理解できていると見え、柔軟な対応をしてきた。

それでも居ても立ってもいられず、田中の永井監督・田島の金原監督・そして水野監督と相談し、
本部へ乗り込むように依頼した。そこからもひと悶着あったが、とにかく今日の続行は無理があるということで、
大道南 VS 福町の一戦だけ行いあとは次週へ持ち越しと決定した。

今度の問題点として、従来から提起している、テント・いす・介護保護者の点では改善するということになった。
問題が起こらんと分からんねんからおそまつ極まりないな、と思いつつ少し安堵した気持ちであった。

ふとわれに返り、よ～く考えたら、ライバル田中との優位性は全くなくなった。
（本来なら田中4試合目、アパッチ3試合目の対戦でちょっとだけラッキーかなと、それが唯一与えられた
アパッチの勝機だった。）
おまけに朝は大阪城決戦、午後は白さぎ大会の決勝という超ハードスケジュール。
またまた楽しいソフトボール三昧の1日を迎えられそうだ。

あっ！忘れてた、1回戦突破したんだ！
このドタバタで勝利の味を噛みしめるのを忘れていた。
内容はともかくやったぞ～。

ベスト８に残った８チームのうち、わがＯＳＦＬが４チームもいる。
会長としても鼻高々。
このリーグをつくったときも、大きな大会でベスト４を独占するというのが夢だった。
今回組み合わせの関係上それは叶わないけれど、劣らない成績だ。

さあ、ここまできたら目指すはひとつ。
みんなで力をあわせ頑張ろう！



2010.9.9　　決戦を前に

９月だというのに連日３５度を超える気温。
そのため、敬老式典や運動会が順延になったりしている。
ソフトボールだけでなく、スポーツに関係しているチームはどこも大変だ。
とにかく大事故につながる熱中症。
昔で言う日射病。
注意しても防ぐのはなかなか難しい。
とにかく、水分を十分とり、無理をさせず休息をとる。
ちょっとやばいかなと思ったら、迅速な対応が必要。
今年は１０月の初旬まで暑い日が続き、秋がなく、そこから一気に気温がさがるそうだ。
四季の変化を楽しむような風流なことはできないらしい。

そろそろこのチームでも半年が経とうとしている。
昨年の大型チームに比べ、小粒になった。
しかし、３年生頃から編成されたこの水野チーム、とにかくまとまりが良い。
スーパー選手はいないが、守備陣に穴がなく、また９人中８人が３割をキープする打線。
ここ２ヶ月で24勝2敗3分。
特に1点差勝利試合が７つという勝負強さ。
裏を返せば勝ち味が遅いということになるのだが、昨年と違い小差で最終回を迎えても不安がない。

今週の大阪城決戦・白さぎ大会ともに決勝を迎えるわけだが、両大会とも決勝戦まで進むと
５試合戦わなければならない。
かなりハードな1日になりそうで、投手３人を総動員できたとしても野手が大変だと思う。
さあ、どれだけの気合をみせてくれるか、とても楽しみだ。

ちなみにここ最近の成績は、6/12の城北戦で敗戦して以来、
Ａチームは24勝2敗3分
1点差の勝敗は7勝2敗（結局敗戦はともに1点差、引き分けはともに0-0：城北戦・田中戦）
そして9/9現在14連勝中。（この間1点差勝利７連勝中）
Ｂチームも同じ日以来16勝2敗
そして奇しくも14連勝中。
という抜群のデータが残っている。

これから後、ドリームカップ・意岐部・まがたま・城北・八大・リーグチャンピオン大会・ＭＯＳＬ・出口杯・・・、
優勝とまでいかなくても、絶えず上位を狙えるチームでありたい。
また、来期の新チーム作りも本格的に始動せねばならない。
コーチ・監督との話し合いを重ね、これからのことを考えていきたいと思う。



2010.9.13　大阪城決戦（１） 

9月12日（日）
大阪城決戦ＢＥＳＴ８の激突。
ここ1週間、田中子ども会との戦い方・ソラ君の攻略をずっと考え続けてきた。
しかし、今日の第一戦、当面の相手は五条パレス。
昨年の例でもあるように、一戦一戦戦い抜いていかねばならない。
今日の選手たちへの第一声はここを強調しないといけない。

第1試合、ＶＳ 五条パレス。
初戦で金塚を破り、意気盛ん、声もよく出ている。
ＭＯＳＬで痛打（ヒットにはならなかったが）された、ＢＮ１１・４の左打者への守備位置をもう一度チェック。
試合が始まると、五条は気合が入りすぎていたのか、守備に乱れが見えた。
勝ちたいという気持ちが身体を硬くしていたのではないのだろうか。
逆にアパッチは平常心のように見えた。
結果、5-0で勝利。
中盤でエース黒川から斉藤をリリーフさせることもできた。

Ａ面ではＯＳＦＬの仲間の田島フェニックスが、これまた仲の良い西三国と戦っていた。
総合力では西三国が有利かと思っていたが、田島もリードされても果敢に追いかけ、離されない。
しかし、一度もリードを奪えず（このあたりは西三国の強いところ）、結局1点差で涙を飲んだ。

さあ、いよいよ天下分け目の一戦。
怪物ソラ君擁する田中子ども会との死闘。
下馬評は7：3で田中有利。
私はアパッチが決勝に残る方法は２つと思っていた。
勝てるとしたら、0-0のまま最終回に入り、裏攻めのアパッチが森純の1発で決める。
または、ランナーを2塁において（エラーかで内野安打のランナー）斉藤の巧打でサヨナラ。
もうひとつは守って守って守り抜き、0-0の引き分けで抽選勝ち！
それだけソラ君から得点するのは難しい。

初回、予期せぬことが・・・。
先日のＯＳＦＬ公式戦でもノーヒットに抑え込まれた打線が火を噴く。
先頭斉藤が初球を痛打。
レフト線への会心の当たり。
1死後森純がライトオーバーのホームラン。
はやばやと2点を先行した。
ソラ君から2点を奪った！
沸き返るベンチ、観客。
しかしわたしはこれでやっと五分と思っていた。
リードした瞬間、エース黒川の心理状態がいかがなものか、わたしには不安があった。
よしこれで行ける！と思う反面、このリードを守らないとという気持ちが弱気にかわることがある。

その裏、先頭打者に粘られたすえに四球を与える。
もともと四球が少ない黒川もやはり人の子。
出してはいけないというプレッシャーが微妙に腕を狂わす。
2番をしとめたものの、怪物君との対戦。
予定通りの外野への守備位置を再確認し、あとは黒川の制球を祈るだけ。
やはりストレートももの足りないし、少し高めに入っている。
2ストライクまでいったが、さすがソラ君センター前へ運んだ。
そんなに悪い球ではなく、ここは相手をほめるべきところか。
次打者に内野安打をうたれ1点、そして次の内野ゴロの間に1点で同点。
あ～あ、これで振り出しに戻った。
ベンチも応援団も少し落胆の色を隠せない。

しかし逆にわたしには一種の安堵感が・・・。



2010.9.13　大阪城決戦（２） 

今までの数々の試合の中で、明らかにこちらの方が上と思われるチームとの対戦では、いったんリードすると
もう大丈夫という気持ちが強かった。まずひっくり返されるという精神的な不安がよぎることがなかったからだ。
しかし、上位のチームに対して序盤リードすると、いつか逆転されるかもしれないという悲観的な発想が沸い
てくる。このチームでこういう状況は今まであまり経験していなかった。
そして今この状況。初回のリードは安心感より危機感の方が強く、
相手に追いつかれ、振り出しに戻り、普段の平常心で戦える状態になったこの方がベター。
ここからが本当の戦い。技術的には互角、あとは精神的な強さでどちらが勝るか。

2回は無難に抑える。よしよし、3回さえ切り抜けば、予定通りだ。
しかしその3回,先頭はキャプテンヒロ君。ソラ君の陰で隠れているが、彼も文句なしに素晴らしいバッター。
要注意であることは間違いなかった。
しかし、初回のスウイングを見ている限り、コースさえ間違わなければ大丈夫と思っていた。
ところがその初回に粘った挙句に四球を選び、そこから同点に追いついたという、本人のモチベーションの
高さを見逃していた。そんなに悪い球ではなかっと思うが、しっかり捕らえた打球はショートの頭上を越える。
レフトも打球の速さに追いつけずそのまま外野を転々と。
アイタ～。
確かに今思うと少しレフトが浅かったかも。
その2巡後のソラ君のことでイッパイイッパイだった私は、この1番打者の守備位置の指示を怠っていた。
ここは私のミス。でも済んだことは仕方がない。
１死後、またまたソラくんにセンター横への２塁打を打たれピンチ。
しかし、黒川は平常心に戻っていた。後続を打ち取り、１点差のままで終盤へ。

４回の表、岡本にヒットがでたが、そこまでで田中の攻撃開始時点でのこり４分４０秒。
投球練習を拒否し、即試合開始を主審に要求するよう指示し、田中の攻撃。
黒川、状況を把握し、無駄球はいっさいなし。
簡単に３人を打ち取り、のこり４２秒で５回に突入。（ひとり出せば終わっていた）

５回の攻撃で９番からという打順。この日ソラ君から２安打を放っている斉藤に打順が回る。
そして、勝負強い、森大・森純にまわれば何かが起こるかもしれない。
大いなる期待をもってアパッチの攻撃開始。

先頭の９番が倒れた後、斉藤登場。いけよ、斉藤、好球必打！頑張れ～！
出た、アパッチの首位打者斉藤のこの日３本目のヒット。（怪物ソラくんから３安打は奇跡に近い）
それも左中間を抜く３塁打！よ～し、やった。
でもこの３塁ランナーをいかにして還すか、これがとても難しい。
外野席でも喧々諤々。しかし水野監督の作戦は森大に任せた強攻。
その思いが伝わったか、１・２塁間を破る痛烈なライト前ヒット。
”同点！！！”
その後森純にもヒットが出たが、そこは怪物ソラ君、追加点をあたえるようなことはなかった。

５回裏、田中の攻撃は同じく９番から。先ほどホームランのヒロ君、ひとり出すとソラ君にまわる。
確実に９番を打ち取り、ソラ君にまわすなと思っていたら、なんと９番にセンター前クリーンヒット。
やばい！
しかし、アパッチエース黒川、ここから渾身の力で投げ込む。
ヒロ君をセカンドゴロ。２番をピッチャーフライ。ユウト格好いいぞ！
そして問題の怪物君。
ここで敬遠というような手段は選択肢にない。
神が乗り移ったかのようなピッチングで怪物君をセカンドフライに切って落とした。

”引き分け”
点数は違うが予定通りの抽選勝負。
３０年間抽選負けしたことのないわたしが負けるはずがない。（といっても抽選経験は１０度くらいか）
・・・・・・！！！
申しわけない気持ちが半分で小さめのガッツポーズ。
しかしこれで終わったわけではない。
決勝で勝ってこそ今の抽選勝ちの意義がある。
決勝で勝てないなら、抽選勝ちはしてはいけない。

決死の気持ちで決勝に臨むことになる。



2010.9.15　　大阪城決戦（完結） 

そして決勝。相手は大道南連合。
準決勝で西三国さんを1-0の接戦で下し勝ちあがってきた。
小柄な選手が多いが、腰のすわったバッティングは基本練習がしっかりしているからだというのは容易に
推測できる。アパッチはこの試合だけは負けられない。盟友の田中さんに抽選勝ちを頂き、田中さんの
ためにも負けてはだめだ。しかし勝たないといけない試合というのはしんどい。

アパッチ先攻。トップバッター斉藤。
準決勝であの怪物から３安打を放ったアパッチのモンスター。しかしあえなく内野フライ。
バックネット裏で田中の選手からため息が聞こえる。「ソラのときは打ったのに、なんで～？」
その気持ちよ～～く分かる。こっちも同じ気持ち。

結局チャンスらしいチャンスもないまま4回を終了して0-0。
５回に１死３塁のチャンスをつぶし、結局0-0のまま延長戦に突入。
以前のアパッチならこの段階で敗戦が決定。
だいたい四球かエラーで出たランナーが盗塁orパスボールで3塁に進み、内野ゴロ・ワイルドピッチで決勝点
を奪われサヨナラ負けというのが常だった。しかしこのチームはしつこい。
防御がしっかりしているので、ランナーが3塁にいてもなかなか点を与えない。

なんとか1点とったれよ～！1点あれば勝てるんだぞ～！
勝たなければいけない・負けてはならない気持ちが動きを硬くする。６回先頭はモンスター斉藤、痛烈な
ショートへのあたりが内野安打！続くはバントの名手森大。ここは200％送りバントの場面。
しかし緊張からか２度失敗で２ストライク。わたしならここはゴロを打ての中途半端策（わたしは気が弱い）。
しかし、水野監督は３バントサイン！！（すごい）そして森大見事に期待に応える。
思わず鳥肌が立ってきた。こんな場面で３バントできるなんて・・・。これが水野ファミリーの強さなんだ。
このあと、相手ミスを誘い１点、そして安藤のだめ押しの３塁打で２点、よ～しとだれもが思った。

６回裏もあっさり２死、そしてバッターも２ストライク。優勝の瞬間を撮ろうと皆がカメラを構えた。
ピッチャー強襲ヒット。まあまあ、ＯＫ、ＯＫ、次抑えよう。ここで外野にワンヒットＯＫの指示で深めに守らせ注意
すべきだった。いや、タイムをとり一息入れさすべきだった。ウイニングショットをとることばかり考えていた
私の大チョンボ！そしてなんと左中間へのホームランを打たれ同点。（ウワ～！）
７回に１死満塁というチャンスがあったが、点がとれるような雰囲気ではなく、
逆にその裏の大道南の攻撃をいかに抑えるかというのがポイントだった。
しかしさすがエース黒川、ピシャと３人でかたづけ、その後の抽選に弾みをつけた。（と、私は思っている）

そのあとは神の御加護の抽選勝利優勝！
今日だけは結果オーライとしておこう。
みんな本当によくやった。

ピッチングだけでなく、田中との１戦で初回ソラ君にセンター前ヒットをうたれ、
１塁ランナーが３塁に,そのときセンターからの送球がそれ、ＯＳラインに・・・。
しかしそこには黒川がきっちりバックアップしていた。（これも本当にすごいプレー）

大道南との決勝戦、同点に追いつかれたあとの三遊間へのあたり、
横っ跳びの３塁安藤が素早くファーストで刺した。（練習でもできていないのに、スゴイ）

同じく大道戦、その前のレフトへのあたりに足がもたつきホームランにした岡本、
心中おだやかでないはず、しかし次打席バッターボックスのなかの顔つきは鬼のような形相だった。
そしてレフトへの素晴らしいヒット。（スゴイ）

そしてその岡本を置いて、井戸の初球バント。（なんなく決めた、スゴイ）

ソラ君からホームランを打った森純、モンスター斉藤・・・。
言いだしたらきりがない。

しかしなんといっても、この４試合盗塁をひとつも許さず、
パスボールもたった１（記録はワイルドピッチ）、
苦しい時に声をかけ、とにかくみんなをまとめ、
キャプテンとしてまた４番打者としてアパッチを引っ張った水野主将（すごすぎる）

みんな本当によくやった！！
おめでとう！！！



2010.9.17　大阪夏の陣総括仮想対談（H２２） 

司会　　　やっと、朝晩もすこしではありますが過ごしやすくなってきました。 
ここで、先日の第４８回大阪市子連大会を振り返ってみたいと思います。 

M　　　　今回ベスト４に残った４チームはわれわれが予想したとおりでしたが、 ベスト８もほぼ想像通り
でしたね。大きな番狂わせがなかったというか、順当なところが勝ちあがったということでしょう。 

司会　　　優勝した清水丘アパッチについて。 

X　　　　よくまとまっていました。 エース黒川君はスピードは格別速いというイメージではなかったけれど、
 制球よく、また俗に言う球のキレは抜群だった。
 

K　　外角低めのコントロールは素晴らしかった。確かにキレで勝負する投手ですが、スピードも速かったですよ。  
そりゃ、田中のソラ君に比べれば劣るかもしれないけれど、スピードは十分速かった。 控えの斉藤君・森純君
も他のチームならバリバリのエースとして投げれる投手で、このあたりが層が厚いといわれる所以なんです。 

M　　　　打線も田中との準決勝のときの集中力はものすごく、この一戦にかけるものはすさまじかった。 
あの怪物から８安打とはとても信じられない。 

K　　　　決勝の大道南戦では打てず、田中の選手たちから、ソラからはあんなに打っていたのになんで～？ 
なんていうボヤキが出ていました。 

X　　　　守備でも華麗なプレーはなかったけれど、内野手は必ず前におとし、外野手も絶えず打者により守備

位置を移動してよく足も動かしていた。 田中との初回に、１死１塁でソラ君のセンター前ヒットで、返球が乱れ
ラインを超えテイク２かと思われたとき、そこにピッチャー黒川がちゃんとカバーに入っていた。 そのときこのチ
ームは強いと感じたね。とにかく守っている９人に穴がない。 大会を通じて記録上エラーは１個あったかどうか。 

M　　　　たしかに基本に忠実で、送りバントもきっちり決めていたし。 

X　　　　送りバントといえば、決勝戦で延長の６回、無死のランナーが出て、２番バッターに送るサインが出たが、
緊張からか２度失敗。 この場合大抵は打てのサインに変更されると思うのだが、あくまでも送りのサインその
まま。 そして見事に３バントを決めた。これはあの舞台でなかなかできるようなことでない。 

司会　　選手との信頼関係がなけれればできない作戦ですね。 
とにかくこのチームはこの大会までの２ヶ月で２４勝２敗３分。 
接戦にめっぽう強く、１点差勝利が７試合。 

K　　　　対戦した相手チームが威圧感も感じないし、コテンパンにやられたというふうに思わない。 
しかし終わってみれば、負けていた、やっぱり強かったというイメージだそうです。 

M　　　　レギュラー９人中８人が３割を打ち、どこからでも得点できる。 
みんな大振りをせず、田中戦のようにここぞというときの集中打がすごい。まとまったいいチームでした。 

司会　　　惜しくも準優勝の大道南はいかがでしたか。 

X　　　　右のゾーン（C・D面）に有力チームがそろっていたので、あまり見る機会がなかったのですが、 
決勝を見る限りでは、全員基本はしっかりし、無駄な失点はしない。 
最少得点・最少失点で勝負というチームカラーですね。 

K　　　　決勝の延長６回裏、２点ビハインドで２死走者なし、カウント1-2と追い込まれたところから追いつく。 
こんなことは並大抵の練習では絶対出来ない。抽選では負けたけれど、優勝に値する準優勝でした。 

司会　　　準決勝でアパッチと死闘を繰り広げ、残念ながら抽選負けとなった田中子ども会については
いかがでしょうか。 

X　　　　エースソラ君は評判通りの怪物ぶりでした。 
この大会まで２０戦でわずか１敗、その敗戦も庭代台サニーズ。三振も20戦で１５１！ 
イニング平均でいうと2個以上という驚異的な数字。この大会でもアパッチ戦まで３試合９イニングで被安打が
２で奪三振が１８！ 準々決勝の今川戦が完全試合とおまけつき。 

M　　　　そう考えると、アパッチ打線の対ソラ君に対する集中力がすごかったということでしょうね。 

K　　　　昔から守りの田中といわれているけれど、今年は上位打線のバッティングも素晴らしいものがあった。 
それとアパッチとの準決勝で４回裏に入る直前、残り４分というところで、永井監督はあえてタイムをとったり
という時間延ばしせず、本当にスポーツマンらしいところを見せてくれました。 
わたしは心の中で拍手をしていました。 
アパッチとの準決勝は本当に手に汗握る、球史に残る名勝負といっても過言ではない。 



司会　　　他に気づいたチームはなかったでしょうか。 

X　　　　大道南に敗れましたが、西三国もいいチームでした。 
去年にくらべるとかなり小粒だと監督・コーチはみなさんおっしゃっていますが、さすが名門チームです。 
１回戦から１点差をものにし、試合巧者ぶりは目を見張るものがありました。 

K　　　　準決勝の大道南戦はちょっとしたミスが勝敗を分けたようです。 

X　　　　OSFLの同胞の田島は、今年はメンバー編成も苦しく、予選もやばかった。 しかし、そこは名将
金原監督、うまくチームを作り上げ、準々決勝の西三国戦もあと一息というところまで追い詰めました。 

司会　　　もうひとつの優勝候補、城北はいかがでした。 

M　　　　今年にかける意気込みはすごいものがあったようです。 
抽選で初戦に田中とあたることが決まり、徳山監督・岩城コーチ以下燃えに燃えていました。 

X　　　　昨年の西三国 VS 玉造 同様初戦からビッグゲームでした。 
息詰まる熱戦でしたが、やはりソラ君の一発で決まりました。 

K　　　　もう少し上（準決勝あたり）でこの対戦をさせてあげたかったですね。 
そうしたらまた別の展開になっていたと思います。 
いずれにしましても、決勝戦・準決勝（アパッチVS田中）と同じくらいの素晴らしい戦いでした。 

M　　　　今回は熱中症の関係で２日間大会になりました。

前々から言っている運営上の問題点がいろいろ指摘され、またそれが露呈され、やっと改善される方向に
なってきました。 

K　　　　これを機会に大会役員の方々がもう一度見直しをし、 
われわれソフトボール関係者にとっての大目標であるこの大会をより一層素晴らしいものにしていただきたい。 
またそのために、われわれも精一杯協力をさせていただきたいと思っています。 

M　　　　まったくそのとおりで、この大会は子供たちのためのものであって、 
われわれ大人が、子供たちのためになにをしてあげればいいかを考えなければいけない。 
決して大人の意向だけで進めてはいけないと思う。 

司会　　　数々の名勝負が繰り広げられ、清水丘アパッチさんの優勝で幕が閉じられ、 
大会４８回目にして始めて優勝旗が住吉区に渡りました。 
そして早くも各チームが、来年の大会に向けスタートしています。 
この大会がもっともっと素晴らしいものになり、そして子供たちがソフトボールを通じて親睦をはかり、 
立派に成長してくれることを切に願いまして、終了させていただきたいと思います。 

この仮想座談会はあくまでもジョークです。
いつものとおり一切のお小言は受け付けません、笑ってお許しください。



2010.9.19　大阪決戦後のスタート 

９月１９日（日）
大阪決戦から１週間たった。
ひとつの目標を達成したということで、気分的にテンションが下がることのないよう注意しない
といけない。そのためにも今日のつばさファイターズさんとの練習試合はとても大事だ。
つばささんは今年度八尾ではどの大会でも必ずベスト4に入る強豪チーム。
もちろん、タイトルもいくつか獲得。
われわれにとっても良い刺激をいただけると思う。

１試合目のA対戦。
先攻のアパッチが早くも森純のレフトオーバーで先制。
ところが、エース黒川、やはりピッチングに魂がない。
先頭打者に左中間を破られ同点。
そして２回から毎回失点。
しかし、つばささんのバッティングも素晴らしかった。
おまけにアパッチ守備陣も足を引っ張る。
最終回に、森純のこの試合２本目のホームランなどでいったんは逆転する。
ところが、黒川踏ん張れず、さよなら負け。
今期初の乱打戦をものにできなかった。
連勝も15でストップ。
まあ連勝はいつかは終わるものでさほど気にはしていない。

さあ、問題はここから。
このままズルズルといってしまうか、持ち直すかで秋以降のアパッチの指導もかわってくる。

その２試合めは大東の強豪北条ホーネッツさん。
好調森純が２安打、そして８番を打つ中橋が３安打（！）と、５年生が気を吐き快勝。
失点も４番の一振りの一発（被安打１）に抑えた。

３試合目は鳥居子ども会さん。
この試合は先発が森純、いわずもがな来年のエース。
出足は連続三振と素晴らしかったが、調子に乗りすぎ、３・４番に連打を許して１点を与える。
しかし終わってみればヒットはこの２本だけだった。
打撃陣はランナーを出すもここ１発が出ず４回終了（0-1）。
迎えた最終回、斉藤・森純に１発が出、４点をもぎ取った。
その裏、四球と２つのエラーで２点を還されたが、かろうじて逃げ切った。

今日は内・外野ともエラーが目立ち、無駄な失点が多かった。
しかし、一方的な展開で負けるというようなことはなくなり、自力がついたなと改めて感心
させられた。明日はドリームカップ。
宝箱との１戦に予選突破が掛かっている。
さあ、行け！！



2010.9.23　ドリームカップ 

９月２０日（日）
前日の練習試合、そして夕方の優勝祝賀会（大阪夏の陣）ともに会議のため出席できず、
（結局会議が終わったのが２２時１５分！疲れた～！）
そして私はこのドリームカップも欠席となってしまった。
夜に、つばさＦさんとのスコアーをチェックしていてちょっと気になったことがあり、
このドリームカップでも一抹の不安があった。

１回戦、大正からたち戦。
データはまったくない。
でも柏原のチームはまとまった好チームが多い。
初回珍しく水野のホームランなど６安打で５点を先制。
よ～し、と思ったが、その裏３・４番に連発を喰らい３点を還される。
このあたり、大量点の気の緩みか、本来はのびのびとしたピッチングができるはずだが、
ちょっと気合いが足りない。
これで目が覚めたか２回以降はヒットを許さなかったが、３失点が２次予選進出を阻むことになる。
打線はその後も活発で、結局１２安打を放った（次の宝箱戦に残しておけよ）。まず１勝。

休憩をはさみ宝箱戦。
おなじみ東大阪の雄。
アパッチはどうも相性というか分の悪い相手。
全体的なまとまり、プレーのち密さ、すべてがお手本のようなチーム。

初回に連打でチャンスをつかむも得点できず。
３・４回にもランナーをだしたが打線につながりなく０行進。
エース黒川は２安打を許すも、３塁を踏ませずしっかり投げ切った。
しかしさすが宝箱さん、送りバントを２度決められ、また守備陣にも乱れはいっさいなかった。
どちらもチャンスらしいチャンスのないまま0-0で終了。
得意の抽選があればよかったが、失点差（共通の相手大正からたち戦で、アパッチ12-3・宝箱2-1）
で２次予選進出ができなかった。[得失差では上回っていたがルールだから仕方ない]

前日に不安に思ったエースのたち上がり、全体的な精神的気分の浮つき。
思ったほどではなかったが、やはりちょっと気になった。
残念ながら次へ進めなかったが決勝は10/10。
清水丘連合大運動会の日だ。
運動会優先のため、ここで進出できなくてよかった。
というふうに考えれば、悔しさも半減。
ものは考えようということで今日はここまでにしておいてやろう。



2010.9.26  アクセスカウント 

ある人から「アパッチのHP楽しく拝見しています。
いろんなチームの状態が分かるし、[つれづれではないけれど]も面白いです。
でも今年の春先からアクセス数がなくなったのですが、なにか訳があるのですか？」という質問を受けた。
特別深い意味はなかったのですが、HPの容量がオーバーし、ヴァージョンアップさせたときに
アクセスカウントがとれてしまった。そして復活させる必要性も感じなかったということなんです。

最近ブログの「つれづれ～」が多くのかたに読んでいただき、多い時は「つれづれ～」だけのアクセスが
１５０以上の日があります。こんな時はHPのアクセスは４００以上もあり、私自身もびっくりしています。
チーム内のかたもそのあたり興味があるらしく、今回の復活につながったということです。

以前にも書きましたが、このアパッチのHPも４年が過ぎました。
最初の１年は7000くらいだったと思います。それが今は月に5000～6000！！
今日で181000を突破しています。

私はIT関連はまったくダメ。どうにか見よう見まねでエクセルを触れるようになった程度。
勿論、作家志望でもなく、文章も苦手ではないにしろ得意でもない。一念発起し、HPをたちあげ、
昨年から「つれづれ～」も開始した。自分でもよく続いているなあと思う。

今年はチームもなかなか成績がよく、当然訪問者も増えます。こうなると止めれない。
現段階では止めようとも思っていないけれど、忙しいときには誰かやってくれないかなと弱気虫が・・・。
そのうち、「つれづれ～」を製本し、販売しようかな。売れるか？
地元の関係者がお情けに、１００冊程度がいいところでしょう。変な気を起さず頑張ろう。

2010.9.29　　運動会 

まだ日中は暑いと感じるときもあるにせよ、さすがに夜はクーラーなしでも眠れるようになった。
運動会シーズン真っ盛りのこのごろ、毎週日曜日はあちらこちらで開催されているようだ。
今も昔も遊戯と徒競走・リレー・綱引きといった競技内容は大きくは変わっていない。
しかし子供の絶対数が減ってきている現在では、その実態は少し様変わりしている。

まず徒競争、昔は男女別々のパーティーだった。
しかし子供の数が少ないという理由でなく、男女同権という思想から一緒に走るようになったらしい。
なんだか分かったような分からないような理由だ。
リレーもしかり、男女混成で、むちゃむちゃ速い男の子と、あまり走るのが得意でないような女の子が
同時に走っている。その逆もあるが、ちょっと無理があるように思う。

私が子供の頃、男は騎馬戦・棒倒し・俵運び、女は棒引きと決まっていた。
最近は危ないということで、かろうじて騎馬戦が残っているくらい。
何をするにもやれ危険だとか、いろいろ制限が多い。
そういえば僕らの時代の騎馬戦。
まず5年生同士が対戦する。
あの当時、1学年が５クラスで大体220～30人（ほとんど男女同数だから男だけで100人少し）
だからまず２４～５騎がぶつかり合う。
そして５分後６年生が援軍に向かう。
その数やっぱり２４～５騎。
それはそれは迫力があった。
少数精鋭もいいけれど、やはり数は力なりだ。

そしてクライマックスはリレー。
今の時代のようにクラス全員が走るのではなく、
足自慢の選抜選手が５人、力いっぱい走る。
とにかくクラスの期待を背負い、目いっぱい。

上下真っ白の体操服、そして足には地下足袋。
懐かしい時代だ。



2010.10.1　　いよいよ10月 

１０月１日（金）
今日から１０月、会社も半期が終了し、折り返しにかかったところだ。
業績は芳しくなかった。
７・８月はまあまあというところだったが、９月は予定通り（？）落ち込んだ。
下半期よほど頑張らないと、挽回は不可能だ。

今年の夏はとても暑く、わが社でも遅まきながら「クールビズ」が採用された。
会議では社用ネクタイ着用、式典に至っては、紺ブレ・グレーズボン着用という旧体質の会社で、
クールビズは画期的だった。
それも今日から元に戻る。

もうひとつ１０月1日の行事として内定式がある。
４月から大学生の入社に関する会社説明会、１次・最終選考を実施してきた。
結果、昨日まで内定者１４人（受諾書提出者９人）。
１次選考では５０～６０％は合格するが、最終選考でそのうち４０％が合格、トータルでは
２０～２５％（４～５倍という倍率か）。
一応採用人数は20人という目標をたてていたが、その数字にこだわりはなく、
欲しい人材がなければゼロでもいいと思っていたし、極端にいえば倍の４０人でもOKのつもりだった。

100点満点とはいわないが、まあまあの成果で採用できたと思う。
これから内定者向けの研修もスタートする。
落伍者がでないように、いや、落伍者をだすなら今のうちのつもりでやっていきたい。

今日以降も採用活動は継続する。
しかもこれからは11年度と12年度を並行して実施する。
将来のある学生のためにも、それどころかわが社の未来ためにもいい人材を発掘しなければ。
 



2010.10.3　　季節変わり目の体調異変 

10/1（金）の夜のこと、会社から帰り、町会の役員会があるということで参加した。
その途中からお腹の具合がおかしい。
そういえば朝から寒気がしていたし、ちょっと体調がすぐれない感じがしていた。
そして夜中腹痛がひどく、トイレに３度。
明けて土曜日、月末処理のため、午前中は仕事へ行かねばならない。
朝７時半に小学校へ行き、体育館を開け準備し、そして出社。
ノルマを果たし、本日の練習試合場所の住之江公園運動場へ。

すでに晴明通さんも田中子供会さんも来ていた。どうもいけない。
試合内容ではなく、私の体調が・・・。
とにかく本日はスタッフが少ないため、スコアーをつける係もいないので、頑張ってやろう。
途中でしんどくなったら帰る、そう決めていた。

１０月に入りボチボチ来年を見据え、新チームとして鍛えていかないといけない。
バッテリーは安定しているが、まだまだ内・外野に不安がいっぱい。
と、いうよりまだ守備位置も決定できていない。
１試合目　田中さんとのB対戦。名実ともに大黒柱の森純が先発。
小気味よいピッチングでストライクを取りに行く。
ちょっと１本調子なところがあり、打たれるとカッカするタイプ。
今の段階ではあまり打たれることはないが、６年の夏ごろから各チームの打線が活発化してくると危ない。
この試合はミサイル打線が小刻みに４点を奪い快勝。

２試合目は大阪城準決勝の再現。
しかし、選手はアパッチも田中も、大会で見せた気迫にはほど遠いものに思えた。
ともにエラーがらみの得点で決勝打も記録はヒットだが、大会でなら取っていただろう。
残念ながらサヨナラ負け。（しかし選手にはくやしさは微塵も感じていないようだった）

３試合めはOSFL公式戦　VS 晴明通子ども会
今年度は分のよい相手だが、打線が不発の状態ですこし心配だった。
初回、相手３番に粘られた末にショート内野安打。
しかし、黒川は許したヒットはこの１本だけ。
ボール球が多く、３ボールカウントが何度もあったがよくこらえ、完封した。
打線は安藤の１発と森大の技ありのセイフティバントによる２点のみ。
この調子なら明日のガッツ戦も思い遣られるな。

どうにか最終の試合まで持つことができた。
試合終了後、即みんなより先に帰ることにした。

家に戻るとベットにバタンキュー。１時間後家内に起こされ食事をとることに。
しかし食欲がない。家内から顔が真っ赤という指摘を受け、熱を測ってみた。
[　３８度５分　]
いかに元気な私といえどもやはり熱には勝てない。
急きょ雑炊（大阪言葉で”おかいさん”）を作ってもらい、
おいしくいただき（食欲がなくても食べればおいしいと感じる）、即行ベットへ。

明日は久しぶりにガッツさんとの練習試合。
石川さんと会えるというのに、この分だと無理だな。

結局、身体が言うことをきかず、夕方（17：00）になってやっと起きて
ブログを更新した次第。

アパッチ関係者・対戦相手のチームのみなさん、ご迷惑をおかけしました。

※　※　※　※　※　※　※　※　※　※　※　※
0時15分

落ち着いたと思いきや　それから腹痛と下痢がますますひどく、
22時に病院へ。
そして点滴・・・。
やっと今（深夜０時）帰宅。
これで本当に眠れる。



2010.10.7　　復活！？ 

10月7日（木）
日曜日に救急病院での診断の結果は詳細がわからず、
（CT・レントゲンもしたのに）
なにか菌の影響で熱と下痢が続いているということだった。（？）
とにかく内臓に関係しているようなことではないというのでホッとした。

薬をいただき2日ほど様子を見、それで直ればよし、
だめなら掛かりつけの先生に診てもらえということなんだが。

月曜日はどうしても外せない会議があり出社、
夕方、体温計は37度5分、ずいぶんマシにはなったがまだまだ。
なにせろくに食していないのだから。
と、いっても日ごろの大食いの蓄えがあるため、医者いわく「2週間くらい何も食べなくても
大丈夫」だと。

火曜日、下痢がおさまらないため、やむなく●●●診療所へ。
すこし救急病院との所見が違い、食べ物については厳しく注意された。
昼抜き、夜はおかゆ・リンゴの擂ったものからスタート（離乳食？）

それから2日、今日はずいぶん気分がいい。
朝は軽くパンとお茶、そしてリンゴ。
熱もほとんど無いようだ。
しかしここ数日、ろくに食べていないので（先生は大丈夫と言っていたが）力が入らない。
昼食にむぎ丸でうどん（トッピングはネギも入れずうどんとだしのみ）を食べた。
だしの美味いこと！
週末の連合運動会、天気が怪しいが晴れさせよう！
そしてそれまでに体調を回復させるぞ！



2010.10.13　　連合大運動会 

10月11日（水）
連合大運動会が開催された。
本来は10/10の予定であったが、前日の土曜日から雨で、日曜日は回復傾向であったが無理せず、
早い目の延期の決定をし、10/11に備えることにした。
10/10は予想通り止むには止んだが、グランドコンディションが悪く、午後からの準備でちょうどよかった
ようだ。準備もスムースに進みあとは本番を待つばかり。

ところが前日準備のとき、私の町会の子供会会長が寄って来、
一日順延になったため、明日は男性の参加者が少ないので、
綱引きとリレーに出て欲しいとのこと。
それでなくても「くいだおれ」と「親善リレー」に出なくてはいけないのに、
「あの～、私の年齢をご存知ですか？」
「毎年、見ていますが、とても速いし、子供たちも総監督に走って欲しいと言っています。」
そこまで言われたらと思ったが、しかし物理的に無理なことは無理。

そんなことがあって、その夜中の2時頃に目が覚め、そこから全く眠れなかった。
出るからには負けたくない。
しかし身体が言うことを利かない。
それでなくても体調不十分で今週会社を休み、点滴までしている。
どうしよ～！？

とにかく4時半ころから着替えだし、自宅で体操・ストレッチ。
5時40分学校到着し、誰もいないグランドを３周軽くランニング。
だめだ！もう息がきれている。
１周ダッシュ。
もうあかん！

８時２０分、入場行進スタート、そして開会式。
いつもの通りスターターとしてピストルをにぎりしめ、威勢の良い音を鳴らす。

４種目「くいだおれ」、得意の早食い競争。
過去何年も負けたことはない。
ことしもだれが来ようが問題ない、と思っていた。
そこに油断が・・・。

頭の中は綱引きや２つのリレーの体力配分で頭がいっぱい。
いかに省エネで勝てるかばかり考えていた。
スタート、7人参加で私は最後尾からゆっくり走り出す。
しかし、西島氏が飛び出す。
見る見る他を引き離し、消化して行く。
「しまった！」
でもあとの祭り。
パンを食べ終わらないうちに、彼は牛乳をほぼ飲み終わろうとしていた
あわてて、パン・バナナ・牛乳を３つ同時に流し込んだが、１歩及ばず初の敗戦。
今日は明らかに気迫で負けていた。
まあ、いつかは負ける。
う～ん、お腹が悲鳴をあげている。
これからのレースはどうなるのだろう？



2010.10.17　　連合大運動会　その３

みんなはスタート前にはちまきやバトンを持って楽しく談笑しているが、私は立ち上がることが
できない。いつもは、3・4番手で目立たぬように走っているが（それでも私はいつもいちばん
目立つ）、今日ばかりは少しでも休みたいのでアンカー。
スタートの号砲とともに第1走が走りだした。
わが福祉委員チームは、平均年齢が54～5歳ということで当然最高齢。
しかしみんなやる気いっぱい、元気いっぱい。、
5チーム中２・３番手の争い。
そしてわれわれは仮装（白鳥のかぶりもの）している。
1位先生チーム、2位ＰＴＡチーム、そして3番手でバトンをもらった。
2位のＰＴＡチームとは約10ｍの差。
だめだ、力が入らず追いつめることもできない。
もちろん、いくらしんどくても、抜かれるなんて許されないし、そういう弱気には絶対ならない。
（そのあたりのポジティブ性が私の良いところかな）
ゴール。
思わず力が抜け、座り込んだ。
町会のリレーほんまに出なくて大丈夫やろな～。

本部に帰り椅子に崩れ落ちた。
遠方からそんな私をみて、どこの老人が座っているのかと思った、と後で言われた。
それほど疲労困憊していたのだろう。

運よく新規で男性が2名参加してくれ、町会のリレーは回避できた。
そしてそのリレーは小学生の大活躍でみごと2位入賞した。
結局、綱引きのアベック優勝が効いて、運動会の総合優勝を成し遂げることができた。
みなさん、おめでとうございます。
お疲れさまでした。
来年は勘弁ね。
いくら元気といっても57歳。
体力には限界があります。
明日会社行けるかな？



2010.10.18　　これからどうするチームアパッチ 

１０月１７日（日）
昨日は玉造バスターズとの練習試合。
最近やっと調子を上げてきたように感じるバスターズ。
ＨＰによる練習試合でも、強豪チームと５分以上にわたりあっている。
下降気味のアパッチにとって恰好の刺激だった。
１回戦ＡとＢの混成チーム、できる限り経験を積ませたい控え選手をつかったが・・・。
初回久し振り登板の斉藤が悪い、ストライクが入らず３四球などで３失点。
そして打線も全く機能せず0-5で完敗。

３試合目にエース黒川登場。
しかしやっぱり球は走らず、制球定まらずで持ち味のキレもない。
なんとかサヨナラ勝ちをおさめたが、勝てばいいというものではない。

一夜明けて、城北ユニオンズ、加島連合を迎えての練習試合。
今年度大阪市４強（と、勝手に思っている、あとひとつはもちろん田中子供会）のうち３つが集った。
昨日の出来から言ってもむちゃくちゃにやられず、なんとかくらいついて行きたいという謙虚な
気持ちであった。

初戦の城北との４年生以下対決。
この学年では圧倒的に強い城北。
ところがエース宮本、打たれながらも要所を締め、しっかり勝利した。
この勝ちは今後につながる。

そして加島との今年初対戦。
今年の加島は例年以上に大柄な選手はいないし、エースもびっくりするような速球投手でもない。
どちらかというと、アパッチエース黒川と同じ、球のキレ・制球で勝負するタイプ。
それよりなにより、ナインはとにかくよく鍛えられ、基本に忠実、大振りはせずセンター返し。
守りも抜群のグラブさばきでフットワークをいかし、打球の正面に入る。
そういったことが当たり前のように実行され、日ごろの基礎練習の徹底がうかがわれる。
それと感心するのが、試合中にミスをすると即座にメンバーチェンジを行う非情さ。
これについては賛否両論あり難しいところだが、ひとつのチーム方針であろう。

試合は立ち上がり先頭打者に追い込みながらもデッドボール。
２番打者の送りバントを内野手が処理できず１・２塁。
３番にうまく送られ、４番を打ちとったものの、５番に甘いど真ん中をレフト前に運ばれ早くも先制される。
この時点で勝負は決まったも同然だった（歳とともにあきらめが早い、というより両チームの勝負に
対する意気込み・雰囲気で勝敗の動向が分かるようになった）。
３回にいったんは追いつくが、その裏の投球練習の３球が全てボール球。
黒川もそのあたり気づいていたのか、プレーコール後は制球中心の投球でいわゆる置き球で連続
ヒットを許す。そこで修正し、力を込め腕を振るが、今度は球が荒れストライクが入らない。
こうなるとしんどい。
バッター有利なカウントになり、苦し紛れの球を痛打される。
悪循環で３失点。
黒川の出来は、大阪城の頃が１００点とすると、今は６５点くらいかな。
４回に下位打線で１点をもぎとる粘りを見せたがここまで。
今のチームならこんなものかな。
「エースの復調」「内野再整備」「打線の集中力」この３つが復活の鍵。
いろんなことを考えながら続く試合に臨んでいく。



2010.10.21　　物は考えよう、切り替えて頑張ろう！ 

３試合目はＢ対戦。
いわゆる５年生中心の来年のチーム。
エース森純、キャッチャー細川は不動。なかなかしっかりした良いバッテリーだ。
来年は６年生が７人、５年生が８人でこのなかでレギュラーを競ってもらう。
まだレギュラーポジションが未定だが、一応内外野別は決まりつつある。

今日はファースト候補の４年生佐藤が欠席のため工藤が入り、セカンド難波、ショート村上、
サード中橋の布陣。外野が左から、金正・久保山・宮本。

来年も強敵になるであろう城北との一戦。
エース森純はずっと内野をこなすことが多く、あまり本格的にはピッチング練習はしていない。
しかし、もともと運動神経は飛びぬけたものを持っている。
これからじっくりピッチングをしていけば、来年の夏ごろには超エースになるのは間違いない。
さて試合、森純期待に応え、内野安打１本に抑えるナイスピッチング。
打線はその森純・細川の３・４番で５安打。
下位打線が少し物足りないが、これから素振りを増やし、バッティング技術を磨いてもらわないと
しかたない。今年のように、大砲はいないがどこからでもチャンスメークできる打線になるよう、
みんながスキルアップしていかないとだめだ。まあ今日は　５－０の快勝。

４試合目は４年生以下。
ここもエース宮本、キャッチャー柳本は不動。
柳本は３年生ながらこれまたセンスの良い選手。
宮本は身体が大きく、その球質は重く、なかなか打ち返すのに苦労する。
まだ制球が安定しないが、６年生になる１年半後には大阪を代表する投手になるだろう。
この学年の課題はたくさんある。
内外野ともまだまだ鍛えないといけない。
城北との違いは基礎鍛錬、そしてプレーに対する甘え。
ミスして「まあ、え～、次頑張ろう」は２年生まで。
この学年も加島は圧倒的にうまいし強い。
エース宮本はアップアップで失点を重ねたが、最後に打線が爆発し逆転勝利した。

最後は城北とのＡ対戦。
エース黒川の登板だが、昨日もそうだったがベストの時に比べ６５点の出来。
やはり気迫が違う。
腕の振りも鈍く、スピードがのっていない。
おまけに制球もイマイチ。
２試合で四球が１という状態が今や１試合に２～３個。
３ボールカウントが何度もある。
これだけボール球が多ければ、バッターは楽にゆっくりボールを見極めることが出来る。

この試合も先頭打者を簡単に打ち取るのに、２番打者を四球で出す。
何とか０点に抑えているがどうも危なっかしい。
打線は１・２回とも先頭打者がヒットで出塁するもあとが続かない。
３回に珍しく内野の乱れで１・２塁のチャンスをいただき、ここで頼りになる３番森純がセンター前
２点タイムリー。ふつうはここでいただきということなのだが・・・。
その裏またまた先頭打者に四球！！
そういえばこの回の投球練習の３球はすべてボール球。
黒川はそこで修正し、制球中心に切り替え（しかし単なる置き球にかわっただけ）る。
そこは城北の上位打線。
その甘い球を見逃すわけはなく連打で同点。
おまけに連携ミスにエラーが重なり、バッターランナーまでホームに還り逆転。
最終回（４回）にも先頭打者がヒットで出塁するもつながりがなく１点差の惜敗。

いつもの物は考えよう、コテンパンにやられなかっただけまし。
この試合に関しては与四球３つが全て。
切り替えて来週からの大会に向けて頑張ろう！
 



2010.10.23　週末の出勤 

１０月２３日（土）
今日・明日と残念ながら仕事。
朝から長居にてＭＯＳＬのリーグ戦。
その後の練習。
日曜日の近畿大会と全て欠席。
あ～あ、と出るはため息ばかりなり。

とくに近畿大会は、東大阪の強豪玉川ファイヤーズ。
ナイター練習試合で破れ、先日のドリームカップで優勝した若竹。
という相手にとって不足ない２チームだった。
アパッチは残念ながら岡本・安藤・森大と３人のレギュラーが欠席のため苦しいが、
それはそれで残ったメンバーで精一杯戦うしかない。
みんなもてる力を発揮すれば、いい勝負できるに違いない。

いつも言うように、あいつがいればな～、なんていう発想は持つべきでない。
よ～し俺がという考えかたでぶつかってほしい。
何事にも全力で取り組む姿勢を忘れてはならない。

昨日は企画会議。
企画会議といっても、今取り組み中の業務内容と実績の分析、懸案中事項の報告だ。
朝１０時開始で、長引くと夜の１１時頃まで議論が紛糾することもある。
東西の営業部長が１０人、管理・開発部門の部長が１１人、そして社長を初めとする役員が９人
が主なメンバー。
こういった形式の会議は初めてのことだったらしく、春先はメンバーの発表にもばらつきがあった。
さすがに半年がたって、資料作りから発表までみんな上手くなった。
しかし、内容についてはかなり個人レベルに差が出てきた。
特に営業販促の施策などについて顕著に見られる。
この差はこれからますます大きくなるだろう。
そしておそらく役員もそれに気づき、そのことが人事異動のもとになってくると思われる。

われわれ非営業部門も同じことが言える。
今までわたしは座長という立場が多く、どちらかというと聞き役ばかりだった。
そのため報告というのがどちらかというと苦手で、ペーパーでまとめるのが下手だ。
しかし、この会社では業務のペーパーレス化を推進しているというものの、全て書面優先（データー
ベースのものが多いが）。
半年たってやっと慣れてはきたが、まだまだ勉強しないといけないことが山積みだ。
業績に回復に向かっての営業への全面的サポート。
これが今の使命。



2010.10.25　　近畿大会 

１０月２４日（日）
今月の前半、体調を崩し病気欠勤があるため、その遅れを取り戻さなければならない。
その上２５・２６日と東京出張で、資料を作成したいこともあったので、土・日とアパッチは欠席。
２３日（土）はＭＯＳＬの残り試合で南百済戦。
そしてその後はＭＯＳＬ連合との練習試合。
ＭＯＳＬとの１戦目はベストメンバー。
まだまだ黒川は本調子ではないが、先週より少し回復傾向にあるようで、
打者１２人をパーフェクトに抑えた。打線もよくつながり８得点。
２戦目は先発斉藤、そしてバッテリー以外は５年生。
相手には失礼だが、新チームの練習をさせていただいた。
５つのエラーがすべて失点にからみ５失点。
打線は中橋が随分よくなった。結果5-5の引き分け。

明けて２４日、近畿大会。
都合で岡本・森大・安藤といったところが欠席。
打線で２・４・６番、守備で三遊間とレフト。
しかるに相手が東大阪の玉川ファイヤーズと若竹ドリームス。
どちらも強豪中の強豪。
対戦の組み合わせはどういう基準なのかな～？

しかし今日のアパッチは怯まなかった。
玉川との初戦。
五年生に少しエラーもあったが、そこはエース黒川が先週とは違った気迫のピッチング。
打線も出場の六年生が五年生のカバーをし、快勝した。（6-2）
すごい！
会社でデスクに向かっていた私に速報のＴＥＬがかかってきた。
思わず大声をあげた私に対し、失笑があちこちで。

ナイター練習試合で惜敗の若竹との二戦目。
先日のドリームカップで優勝したチーム。
一試合目（玉川戦：4-１）を観戦していたコーチからも、投手が素晴らしく、
田中のソラ君を彷彿するかのようなスピードボールだという感想。
飛車角の抜けたアパッチに、対応策はあるだろうか。
初回、ちょっとしたミスから先制を許してしまった。
その裏、先頭の斉藤が２ベースヒット。
やはり怪物を打ち崩したアパッチのモンスターは速球に強い。
しかし後続が打ち取られ無得点。
結局唯一のチャンスをものにできなかったアパッチは、隅一の一点を跳ね返すことができず
敗れ去った。（0-1）

しかしこの強豪に真っ向からぶつかり、六年生がいなくても、
俺たちがレギュラーを取るんだという気迫を見せた五年生たちに拍手を送りたい。
今日の敗戦は絶対明日の糧になるはず。
いつまでも俺たちは六年生の控えだなんていう甘い考えを持っているやつは、一生浮かび上がって
来れない。そして六年生も、残った俺たちが今日勝って、欠席した三人を二次予選に連れて行って
やるという気持ちだったに違いない。

みんな良くやった。
次また頑張ろうな。



2010.10.27　　東京支社での研修連荘 

４月から人材開発部の担当になり、週１回ペースで東京出張せねばならなくなった。
今回は25・26の両日にわたり、新任店長研修・内定者研修という連荘で泊まりとなった。

まず２５日の新任店長研修。この９月末に、晴れて認定試験に合格した面々だ。
面接のときに感じたことだが、個々のレベルにかなり差があり、
合格したとはいえ、欠けている部分を研修にて補わないといけない。

午前中から研修を受け、モチベーションもそこそこ上がって来ているのだろうなと思っていた。
私の受け持ちは、午後からのリーダーシップ概論,というか訓示のようなもの。
具体的な内容はＭ課長に任せ、私はそのさわりだけ。
全員の前に立った途端から、ひとりの店長の眠そうな目が飛び込んできた。
「わずか２０～３０分くらい起きとけよ！しかも本社の怖そうな部長が演壇に立っているのに。」
新入社員研修なら、罵声一発、大声で震え上がらすのだが、そこはじっと我慢し、目を覚ますのを待った。
甘かった、結局３０分の間、うつらうつらはっきりと居眠りをしていないが、おそらくわたしの話しは半分
どころか,４分の1も聞いていないと思う。合格取り消しにしてもいいのかも。

翌、２６日、内定者研修。今現在、東で内定受諾者が８人（西が７人）
これから４月１日の入社式までの流れの説明と、マナー研修・リーダーシップ概論の研修。
昨日の新任店長は、ひとり船を漕いでいるものがいたが、概ねみんな真剣。
そして今日の内定者、これまた全員一言も聞き漏らさないぞという気迫が感じられた。
今年の東の内定者はモチベーションが高く、学力よりやる気で勝負、
もちろん、われわれが欲している指導力・リーダーシップを完璧にもっているものはいない。
これから１年間という長いスパンの中で、しっかり教育していかねばならない。
 

2010.10.30　　あらためての再出発

台風が来るということで、せっかく楽しみにしていた練習試合（ＶＳ　塚本連合）や日曜日の意岐部大会
が中止かと心配していたが、若干進路が逸れ、どうにかどちらもできそうだ。と、いっても今日も仕事で
デスクに向かっている。

なぜか土曜日に会議が多く、今日も午後から食品安全委員会というのがあるらしい。
とにかくこの会議が大小さまざまたくさんあり、小さくは部内ミーティングから、
リスクマネージメント委員会・コンプライアンス委員会・環境対策委員会・人事評価制度プロジェクト委員
会・実績検討会議・企画会議・・・。日々の自分の仕事以外に、この会議のための資料作りも忙しい。
そして、来期の事業計画・予算作りも始まった。
わたしにとっては、今年は１年目ということもあって、先輩のアドヴァイスをいただくことができた。
しかし、１年たち、自分で自分の部を確立させねばならない。
ある程度やれる自信もついたし、方針もできた。
あとは部内のみんなの意見を参考にし、まとめていきたい。

さあ、午後からの練習試合。
この塚本連合さんはいわゆる古豪といわれるチームで、
アパッチが出来た当時、大阪でもトップの位置にあり、
部員がたくさんで、運営のしっかりしたすばらしいチームという印象が強く、
私がお手本にしたいチームのひとつだった。

この３年でなんとかアパッチも人並みなチームになり、塚本さんとも対戦させていただけるようになった。
大阪城以降、少し下がり気味であったチーム状態も、ここにきて上昇しつつある。
今日は勝敗より、しっかりしたプレーができるかどうか、そのあたりを注目して欲しいと思う。
明日の意岐部大会、後半に向けての大事な戦いになりそうだ。



2010.11.1　　意岐部大会予選 

１１月１日（月）
今日から１１月、今年もあと２ヶ月をきった。
昨日は意岐部大会の予選。
Ｂチームは主力の５年生がＡチームに帯同しているため、バッテリーは宮本・柳本の４－３年生バッテリー。
打順も１・３・４番がいないため、迫力不足はゆがめないところ。
おまけに対戦相手は弥刀東に石切という強豪チーム。
しかしあにはからんや、１回戦の弥刀東に7-0の完封勝利。
エース宮本は与四球１・被安打３・奪三振７という立派な成績。

とにかくここに来て、４年生のバッティングがよくなった。
まだまだ悪球打ちが目立つが、振りが見違えるほどいい。
２回戦の石切戦は、残念ながら雨のため順延となったが、11/3どれだけやってくれるか楽しみである。

Ａチームの初戦は縄手東。
まったくの初対戦でデータもなにもない。
しかし東大阪の大会では絶えず上位にいるチーム。
心して戦わねばならない。

エース黒川は球は走っていた。
まだ微妙なコントロールは戻っていないが、きれがずいぶんよくなった。
打線はまだ物足りない。
４イニングで残塁が７というもったいない攻撃。
あと１本出ていればもっと楽な展開になっていただろう。
本当に接戦が好きなチームだ。

ひとつ気がついたことがある。
５年生の守備に比べて打撃がよくなったこと。
特に中橋・工藤・細川。
そして雄志・中村・金正。
全員パンチ力がある。
あとは連係を含めた守備の強化。
これで３月の新チームの活動にある程度見通しができた。

これから新チームの試合も増えてくる。
頑張れ！



2010.11.4　　意岐部大会予選第２試合 

１１月３日（祝）　久し振り（約３週間ぶりかな）の休み。
先日雨で順延となった意岐部大会の予選の残り。
Ａ・Ｂの２チームが参加し、ともに１回戦を勝ち抜き、今日勝てば予選突破となる。

Ａの相手は太平寺子ども会。
力のあるチームだと聞いてはいたが、１回戦でアパッチが勝利した縄手東に破れ、すこし
テンションが低いかも。練習を見ていても、キャッチボールがうまくできていないようだった。
エースも手首を使う少し変則的な投げ方。

試合開始と同時にアパッチ打線に火がついた。
最近にない珍しい光景で、斉藤・森純・細川に１発が出て大量９点。
しかしこの中でも、チームバッティングができていないということで、水野監督から大目玉を
もらっている選手が何人かいた。勝って兜の緒を締めよ。
エース黒川の調子が戻りつつある。太平寺打線にバッティングをさせず、３回を終わってパーフェクト。
怪物ソラ君のようなスピードはないが、そのキレは抜群。
しかし、最終回に落とし穴が。３回にダメ押しの３点をもらい９－０。
しっかり投げて、３人で終わらせなければ・・・。しかし先頭打者に２球続けて明らかなボール球。
おまけに２球目はワンバウンド。
黙っていられず久々鬼の大怒号！この怒りの意味がわかったかな？
結局この打者をエラーのよう内野安打で生かし、そこから２失点。
いつも言う、試合は勝てばいいというものではない。
このわずかの失点で、勝ち進めないことが何度もあったはず。
１点を笑うものは１点に泣くものだ。（実際この大会のジュニアの部でもあった）
試合後は勝ったというのに、長い時間の説教があったようだ。（当然）

同日、別会場でのジュニアの部。
Ａチームに森純・細川・中橋が出ているため、Ｂチームは宮本・柳本の４－３年生バッテリー。
そしてこの３人がいないため、打線の破壊力はない。
しかし、今の段階では勝利より、場数を踏み、現状の自分たちの力をはかるのが目的。
したがって、なにが何でも勝たなくてはという性質のものでもない。
（もちろん、勝つにこしたことはないのだが）
相手は昨年決勝で戦い（3-0だったかな）完敗した石切。
これは難敵だ。
とにかく勉強のつもりでぶち当たれ。

ところが・・・。
エース宮本が絶好調。
課題の制球も序盤３回まで四球は０．
４回に２四球を与えたが、ここまで強打の石切打線をノーヒットに抑える。
５回に初安打を許し、バントで送られ３塁まで進められたが、得点を与えない。
最終の６回にこの試合３つめの四球を与え、あわやサヨナラの場面もあったが、
最後は３番バッターに渾身のストレートで見逃しの三振に切って落とした。
残念ながら打線は、相手好投手に翻弄され無得点。
しかし、工藤・佐藤に強烈なあたりがあり、石切１安打に対し、アパッチ２安打と数字の上では
上回った。おまけに内野守備機会１３をノーエラー。
引き分けとはいえ、石切相手に最高の試合。
予選結果、アパッチと石切が勝ち点で並んだが、
予選２試合で失点０のアパッチが、失点１の石切を上回った。
石切は第１試合で１２得点しているものの、パスボールで１失点したらしい。（この１点の重み！）
決勝進出だ。
みんな本当によくやった。
でも、これで終わったわけじゃない。
日曜日の決勝、これに勝たなくては今日の勝利は生きてこない。
目指すはアベック優勝。
みんな頑張れ～！



2010.11.8　　意岐部大会決勝 

１１月７日（日）　意岐部大会決勝で会場に７時集合。
そのため遠沢公園に６時集合。これは少し早すぎる。
保護者のなかには４時台起床のかたもいたということでお疲れ様でした。

現地で組み合わせ抽選。Ａは２試合目　ＶＳ　ＡＮＴ、　Ｂは２試合目　ＶＳ　岩田西
どちらも相手にとって不足なし。ＡＮＴは今年初の対戦。
成績を拝見したところ、今年度めざましい成績を残されているということもなく、
しっかり自分のプレーができれば結果はついてくると思っていた。
もちろん、強豪チームであることに変わりはないし、油断したということでもない。
一時の低迷から抜け出し、黒川もスピードはもの足りないが、球にキレが戻ってきている。
ただバッティングがその日暮らし。内野陣もバイオリズム次第。
一抹の不安はないことはなかった。これに勝てば２回戦は石切戦。
本命の意岐部は別ゾーンで決勝まで当たらんな、なんて余計なことを考えたのが失敗。
そんな私ののんきさが選手に乗り移ったのかもしれない。

プレーボールと同時に、森大のセンター前、森純のレフトオーバーの１発で２点先制。
２回も相手のミスで追加点を奪い３－０。
今まで３点リードして負けたことはなく、ちょっと気が緩んでしまったのかもしれない。
３回に外野のエラーで一気にホームまで許してしまい、２点を還される。
４回も内野ミスから同点に追いつかれる。
打線は３回以降、ランナーは出すがあと１本が出ず、試合の流れを変えれない。
雰囲気的にも、負けパターンが漂う中、案の定最終回に黒川が力尽き、サヨナラ負け。

負けるときはこんなものと言えばそれまでだが、今日は雰囲気作りを間違ってしまった。
やはり一戦必勝、目の前の敵を一点凝視。
またひとつ勉強した。

2010.11.9　　意岐部大会ジュニアの部 決勝トーナメント 

ジュニアの部（５年生以下）決勝トーナメント。昨年準優勝したジュニアの部
今年はＡチームに森純・細川・中橋が入っているため、
エース宮本・キャッチャー柳本の３・４年生バッテリーで臨んでいる
ともに身体が大きいので、相手チームはまさか３・４年生とは思っていないだろう。

予選も強豪と対戦するため、まさか２勝できるとは思っていなかった。
しかし宮本が最高のでき。見事予選突破した。
この段階で初期目標を達成できたため、決勝トーナメントは楽しみな反面、不安もあった。
無欲で勝ち進めるか、逆に勝利を意識し硬くなるかどちらかだ。

抽選結果、岩田西連合との対戦が決まった。
初の顔合わせだが、大会でもよく上位に進んでくるチーム。こういうチームとの対戦が面白い。
全く知らない強豪チームと試合する、あのドキドキ感というか緊張感、たまらないナ～。

初回、その緊張感からか、相手投手の乱れもあり４点先制。
こりゃ行ける！ところがところがである。

頼みのエース宮本が同じように先頭打者に四球。２番を討ち取ったが、３番に四球。
そこから内野エラー・ヒット・四球とリズムを戻せない。気がつくと５点を献上し逆転されていた。

打線は２回から登板の投手（これがエースかな？）にまったくお手上げ状態。
落ち着きを取り戻した宮本ではあったが、２回もしっかりした相手打線につかまり３点を失った。
このあたり相手上位打線は本当に素晴らしい振りをしていた。

ということで、決勝１回戦で敗退したわけだが、もともと経験を積ます目的の出場。
そういう意味では、収穫の多い大会だった。
よくも悪くも投手次第という現状の段階。
今年の６年生Ａチームが、総合力で好成績をあげているのを手本にし、ミスの少ないチーム
作りに励んで欲しい。



2010.11.16　父母研修ソフトボール大会 

１１月１４日（日）
父母研修ソフトボール大会（通称：父母研）清水丘での数あるスポーツ大会でも、人気の大会だ。
３０年以上前、ソフトボールが今以上盛んな時期があった。全ての町会にチームがあった。
我が１南にもチームがあり、年配のかたが余暇を楽しんでおられた。

当時私はまだ若く、子どもも生まれたばかりでチームには入っていなかった。
あるとき隣人のＫさんから入部を勧められた。チームに名前もなく、ユニフォームもなかった。
入部と同時になぜか私にすべての依頼が来た。（その当時わたしは繊維の仕事をしていた。）
「清水丘ボンバーズ」
わたしがつけた名前、当時一世を風靡したローラーゲームの日本チームの名前（東京ボンバーズ）
からいただいた。会社のデザイナーにチームのロゴを考えてもらい、ミズノ（知り合いがいた）に
発注した。そのころはどこのチームにも負けない格好いいユニフォームだったと思う。

当時まだどこのチームもウィンドミルで投げている投手は少なく、スリリングショットが多かった。
わたしは最年少で、その快速（？）を活かし、１番レフト（ or センター）だった。

数年後子ども会のお世話をすることになり、この父母研ソフトも盛大に開催されていた。
しかし、ゴルフブームの到来とともに、ソフトボールチームも激減し、この父母研もちょっと下降気味
になってきた。理由のひとつに投手のウィンドミル投法が全盛になってきたからだ。
子ども会のお父さんが数集めのため参加し、ソフトだったら出来るだろうと思っていたら、ビューン
という感じでボールが来る。これは打てない。１打席回ったきて３回振って試合がおわったら
おもしろくない。技術を争う大会なら他にもある。

そういう思いで、わたしが連合子ども会の会長のときにワインドミルの禁止を打ち出した。
当時私の決定に関し批判もあったことは事実だ。
しかし、今なおこの父母研が盛んに行われているのは、このウィンドミル禁止ルールがあるためだ
と思っている。

2010.11.18　　父母研修ソフトボール大会　続き

と、いうことで父母研当日。
１週間前から寝ているときに足がつり、自転車に乗っているときにも肉離れが起こりそうな感じが
していた。確か３年前にも、同じような時期に肉離れを起こし、苦労したことがあった。
今年は男性の頭数は揃い、無理をしなくてもいいようだったので、野次将軍に徹しようと思っていた。

１回戦は１東が相手、初回に幸先よく２点を先制したが、その裏むちゃくちゃ打たれ７失点。
守備も、初めてソフトボールをするという人がいたりして、コールド負けを心配しないといけなくなった。
しかし、次回に打線が大爆発。
逆転し、なおもランナー１塁でついに代打で登場。
打席に入るや、あちこちから声援や罵声が・・・。
初球、１塁線への小フライ、なんとかファウルに。
そして２球目、ショート頭上を越える痛烈なあたり、センターが追いつけずホームランとなり、なんとか
面目を保つことが出来た。ところが、３塁をまわってホーム手前で足がもつれ危なかった。
（転ばなくて本当によかったナ）あ～あ、よかった、よかった。

２戦目は２中。
１戦目の疲れからか、みんな身体が動かず、初回に１２失点。
ここでみんなあきらめが前面に。
老体にムチうってでるまでもなく、また、野次将軍としても力を発揮するまでもなく敗れ去った。

しかし、懐かしい顔にもたくさん会えたし、１勝１敗は上出来で、楽しい１日を過ごすことが出来た。
やはりスポーツは見るより、自分でするほうが数倍楽しい！
 



2010.11.21　　城北杯

１１月２１日（日）
城北杯。
今年で３回目を迎えるこの大会に、毎年参加させていただいている。
大阪府下の強豪が揃い、アパッチは決勝まで進んだことがない。
今年は成績を加味し、一応優勝候補に名前を連ねている。
私も久しぶりの大会に参加できると思っていたのだが・・・。
小学校での練習を予定していたが、ＭＯＳLのＢリーグで３試合が組まれた。
そのため、３か所での活動ということに。
選手の割り振りもさることながら、コーチ・配車がうまくいかない。
どう見ても小学校での練習の指導者（特に、鍵の管理）がいないため、わたしがそちらの担当に。
城北で、岩城さんや、ガッツの石川さんにお会いできるのを楽しみにしていたのだがしかたない。
朝の集合で遠沢公園に出向き、挨拶だけして皆を見送った。

小学校へは７時１５分に到着。
グランド整備と設営。
８時３０分ごろより選手が集まりだした。
そして今日の指導者、井上、中橋、黒木各コーチも集合。
ランニング、ストレッチ、キャッチボールとひととおり終わったところでわたしの役目は終了。
そして残念ながら出社することに。

仕事をしていても、城北杯が気になる。
１回戦の藤が尾戦はどうにかなりそうだと思っていたが、
問題は２回戦、鶴見連合の最近の充実ぶりは耳にはさんでいたが、
やはり曙川東は要注意。
昨年八大で見た５年生エースは、あの当時でもただものではなかった。
１年たって数段レベルアップしているだろう。
それでなくても現在の貧打アパッチには荷が重い。
山積みの仕事をこなしているうちに夕方も４時近く。
やっと連絡がつき、２回戦で曙川東に0-0のまま、延長タイブレーカーの末2-3で敗戦とのこと。
やっぱり。
ある程度想像できた範囲ではあったが、やはり少なくても準決勝には進みたかった。
もっとも、１回戦も2-1の辛勝ということはやはりやはりである。
６年生の11～12月というのは、投手の成長からいってもそうやすやすとは打てない時期にはいる。
でもみんなもう少し頑張ってほしいな。
いかにして打つのかではなく、どのようにして１点をもぎ取るか。
そこらあたりを考えなくて、試合には絶対勝てない。

ということで今年も城北杯は２回戦で沈む。
明後日のまが玉杯で頑張ろう！
 



2010.11.28  MOSL　Bリーグの戦い 

今年も残すところあと１カ月。
なんとなく周辺も慌しくなってきた。
ぼちぼち卒業記念大会の準備にかからなくてはいけないし、来季のチーム編成も決めなくては
ならない。６年生８人が卒業し、５年生８人が中心となり、それに４年生８人で加わりＡチームを
構成する。この新チームとしてはまだ試合をこなしていないため、これから試合経験を積んでいか
ねばならない。この１２月の出口杯が初陣のようなものだ。

今日は久しぶりに休みがとれたので、午前中のＭＯＳＬに参加することができた。
１試合目は金塚子ども会。
投手は左でコントロールもいいし、スピードもある。
チームも５年生が５人でなかなかまとまっている。
アパッチはエース森純が投げず、４年生の宮本（捕手も３年生柳本）。
先週のＭＯＳＬでは２勝１敗と勝ち越してはいるものの、
３試合で与四球が１８という内容だった。
さて本日の出来は？
先頭打者をショートエラーで出したものの、
スピード・球威とも文句なし。
最終回に２四球と崩れかかったが、許したヒットは投手強襲ヒット１本（これも上手くさばけば
アウト）のみ。打線は３回、先頭の細川のセンター前クリーンヒット（これはナイスバッティング
だった）に、２番雄志が投前に絶妙のバント（これが内野安打）。
森純が死球のあと、宮本がライト右への２点タイムリー、
１死後、脅威の３年生柳本がレフト前に会心のタイムリーを放ち勝負を決めた。
この試合の勝利の意味は大きい。

２試合目は桃陽で先発は佐藤。
精神的に少し弱いところのある佐藤。
身体も大きくなり、球もいいものを持っている。
これで自信がつけば宮本との２枚看板で、再来年が楽しみなのだが。
しかしそんな不安もどこへやら、今日はよかった。
打者９人で与四球は２あったが、許したヒットは１本で奪三振も３。
打線は活発。
森純や宮本が打つのは勿論なのだが、目立ったのは脅威の３年生柳本。
キャッチャーとしても３年生とは思えないインサイドワーク。
そしてこの試合は３塁打・２塁打・シングルと３打数３安打。
まだまだ悪球打ちがあるが、とにかく塁に出てやろうという気持ちが強く感じられる。
どこまで伸びるのか楽しみである。

３試合目は真田山。
宮本は先頭打者に四球。
盗塁・暴投２つで無安打で１失点。
これがやはり今後の課題であろう。
２回に打線がつながり、死球をはさみ８連打で大量点。
成長著しい難波が２安打、そして２戦目に続き柳本が３安打。
３・４年生が頑張っている、５年生が目立たんな～。
１・２番が５安打放てば、中軸がしっかりしているだけに負けることはない。

午後から枚岡西・宝箱との練習試合が待っているが、この分だと期待できそうだ。



2010.12.2　　氷河期が続く大卒の就職戦線 

ニュースでも話題になっているが、大学卒の就職状況がとても悪い。
これは企業の業績がよくなく、優秀な人材はほしいが、簡単に採用するほどの予算がなく、仕方なく
絞らざるを得ないためだ。今年度は男子で57.6％で女子はもっと低い。この数字も上位校も入っての
数字であるわけで、普通の大学では50％を割っているところも少なくない。

我が社では、今年は幹部候補生（20名）ということで採用活動を実施してきた。
一応10月1日に内定式を行ったが、11月末まで面接も行った。
就職難という現実からか、今年は京都のＫ国立大学からも採用できた！
この最後の時期にでも、関西のＫＧや東京のＷという上位校の学生もやってきた。
最終面接官である私にとって、これは苦痛でもあり、娘が同じような経験をしてきて、
そのつらさを熟知しているため、非常に苦渋の決断を迫られた。
といっても公私混同はできず、シビアーな目で判断させていただいた。

合否の通知を郵送で送り、３・４日後には合格者から入社受諾書とお礼の手紙が届く。
「受け取って両親がすごく喜んでくれました。これから頑張ります・・・、等々・・・。」
その気持ちをいつまでも持ち続けて欲しい。「初心忘れるべからず」
そしてホットする間もなく、来期の方針・事業計画・予算の作成にかかる。この幹部候補生の1年間の
研修をどうするか。また全社員の階級別研修をどうするか。まだまだ懸案事項は山積みだ。

2010.12.7　　経営報告会 

今日は東京のビッグサイトでＧＥ寿司との合同経営報告会。
昨日から東京に入り予行演習をし、そして本番を迎えた。
ＧＥ寿司は関連会社というか、我が社が大株主で、子会社とまでいかないまでも、それに近い存在
の会社だ。寿司業界ではビッグ３に続く存在であるが、近年勝ち組にはいることができていない。
例年我が社単独でこの経営報告会を行ってきたが、今年始めて合同で開催することになった。
午前中に中間期の報告と今期の見通しの説明があり、その後株主様との質疑応答があった。
かなり厳しい御意見を頂戴すると覚悟していたが、比較的穏やかで、励ましをたくさんいただいた。

午後からは懇親会ということで、我が社からはうどん・そば・韓国、ＧＥ寿司からはすしの屋台を出店した。
今回は目玉というほどではないが、きつねうどんの油揚げを新しく作り直し、みなさんに初お披露目。
このきつねうどんの屋台に大行列ができた。しかしこれがあまり評判がよくない。

関西ではうどんと言えばきつねうどん（大阪ではけつねうどん）。油揚げもジューシーで甘めが喜ばれる。
今回も少しザラメを加え、フワッとした食感のものが出来上がった。
しかし関東ではあまりきつねうどんは好まれない。（もともとそば文化であるわけだが）

そしてこの甘さが問題。私など10人以上のかたに、「これは甘いは～。砂糖なめているようだわ。
これは売れませんよ。」私は答えようがなく、
「今後の参考にさせていただきます。貴重な御意見ありがとうございました。」
商品企画部や営業部に同様のことを言ったが、同じような株主様の御意見が多かったそうだ。
出汁にしてもこの油揚げにしても、やはり関東と関西の違いを考慮した味作りは大切だ。

週の初めの出張は疲れる。やっと自宅に戻り、ＨＰ・ブログの更新。
明日は人間ドック。
そして明後日はまた東京出張。

1年を振り返るにはまだ3週間あるわけだが、とにかくこの1年は私にとっては激動の1年であった。
仕事では昨年までも1兵卒として、勿論精一杯やってきたわけだが、
人材開発部という新しい環境で、しかも今度は自分が動かさねばならない。
全てが一から勉強しながらで、最初はとてもシンドかった。
半年が過ぎたころから、やっと自分のものとして捉えることができるようになった。
しかし本当の勝負はこれから。
私の真価が問われるのはこれからの1年だ。
そして、会社が変われるかどうかはこの私で決まると思っている。



2012.12.10　　人材面談 

12月9日（木）
今週2回目の東京出張。
毎回モノレール・ＪＲを仕様するため、ついにＳＵＩＣＡも買った。
今回の仕事は、店長昇格のための研修を受ける人選の面談。
ほとんどが中途採用者で年齢もさまざま。
我が社では役職が上がらないと給料が上がらない。
年に2度ある昇格試験は、生活に直結しているためみんな必死だ。
今回の面談は、会社の大改革の一環で、通常の認定試験ではなく、人材の発掘が目的の人選。
したがってこの面談を受ける権利を有することがまず第1関門。
そして無事受かっても、１～２月の研修を受け、そして改めて認定試験に合格し、
再度面接を受け、合格しなければならない。

わずか1時間の面談で、彼らの能力を量るのは至難の業だ。
もちろん今までのデータを参考にしながら、彼らの発言内容で推し量る。
大学生の採用面談も難しいが、この認定面談も大変だ。
一切の情を捨て、心を鬼にし、平等に評価をくだす。
しかし私は基本的には義理と人情の男。
どうしても情に流されやすい。
（そういった意味では、私は人事に関係する部署には向かないかもしれない。）
悩みに悩み、それでも結論でないときは日を改める。
大学生の中には1週間以上も悩み続け、やっと自分で自分を納得させた者もいた。

売り上げ高や数字だけで評価できればこんな楽なことはない

2010.12.13　新チーム始動 

12月12日（日）
昨日は午後から宇津木氏による少年ソフトの講習会があった。
残念ながら私は仕事で行けなかったが、アパッチからは10人招待された。
宇津木氏は私と同い年の57歳。失礼ながらもっと上の年齢と思っていた。
しかしながらいったんバットを握ると一変。
その速射砲のようなノックは正確無比で疲れを知らず、ほんとうに素晴らしかったそうだ。
ピッチング理論も驚くほど単純明快、それでいて的をはずさない。
子供たちだけでなく、全てのチームの監督・コーチが感動し、勉強になったようだ。
やはり金メダルを獲得したオリンピック全日本の監督はダテじゃない。（失礼な表現ですみません）

明けて今日は、小学校にて午前中は練習、午後からは田中子供会との練習試合。
練習試合といっても5年生以下の来期新チームの対戦。
田中さんは今年の大阪実力ＮＯ１チーム。
そして来期の新チームとしても、いち早く立ち上げられた。

アパッチは例年はまだ新チームとしての始動はしていない。
今年のチームは1年上の学年が14人と多かったせいもあり、5年生の最初から単独チームで活動
していた。さあ、事実上新チームの初戦みたいなもの。
中橋が骨折とおたふく風邪の影響で休んでいるが、それ以外はベストの布陣。

初回、森純の３塁打があったが無得点。
エース森純は初回にエラーのランナーをだしたが、無安打に抑えた。
打線はやはり中橋の穴も大きかったが、下位が少し非力でつながらない。
最終回に内野エラーとワイルドピッチなど、ノｰﾋｯﾄで得点を許しサヨナラ負け。
まあ、勝敗はこの時期関係ないと思うが、内野守備と打線の厚みに課題を残した。
エース森純のピッチングについてはほとんど問題はない。
ただ、最終回のワイルドピッチに見られるように、ムキニなって乱れることがあることぐらい。

来週はＢは出口杯。相手はくみの木と縄手東というどちらも名門チーム。
Ａはリーグチャンピオンシップ大会。（当日抽選）
大阪府下にある各リーグの１・２位チームが１６チーム集結し、そのチャンピオンを目指す。
相手にとって不足なし、今年度大阪市ＮＯ１（大阪城制覇）の実力を見せたいところ。
みんな頑張れ！！



2010.12.21　　リーグ対抗チャンピオンシップ大会（１） 

12月19日（日）リーグ対抗チャンピオンシップ大会
大阪の８つのリーグの１・２位チームが集まり、真の大阪ＮＯ１を決めようという大会。
アパッチは今期ＯＳＦＬ（大阪フレンドリーリーグ）で残念ながら４位という成績だったが、
ＭＯＳＬ（南大阪少年ソフト）で優勝し、出場資格を得ている。
ＯＳＦＬは加盟わずか７チームであるが、田中・城北・清水丘という今期大阪市４強のうち３チームがいる。
本来は会長である私のチームがＯＳＦＬから出場したかったが、ＭＯＳＬで優勝できてよかった。

会場は忠岡新緑地グランド。
広い敷地で楽に４面とれて、おまけに駐車スペースも十分。
こんな場所がいつでも確保できればいいな～。

抽選の結果、１回戦は泉北リーグの楠イーグルス。
初対戦だが、名前はよく聞く、強豪チームだ。
出口杯のジュニアの部と重なったため、１０人で戦わなければならない。
優勝するためには４試合、このあたりの疲労度合も考え、選手を使わなければならないが、
とにかく目の前の敵にぶち当たっていかないことには仕方がない。

黒川の球の走りはよくない。
今日も制球重視で、内野がいかに守れるか、そして攻撃陣が少ないチャンスをものにできるか。
といういつもの流れになりそうだ。
相手楠の投手、黒川とよく似たピッチングフォーム。
スピードは黒川の絶好調時よりやや遅い感じ。
しかし今日のできは相手のほうがいいようだ。
案の定、ヒットは打たれている。（被安打４）
ところが今日のアパッチは守りがいつもと大違い。
ショート森大が素晴らしい。
バックネット裏でも賞賛の声がしきりに飛んでいた。
難しいショートバウンドなど簡単にさばく。
横への動き、前への突っ込み文句なし。
あれだけの守備をしてくれれば投手は楽。
４回を終了し、アパッチは無安打で２四球のみ。
圧すに圧され、しのぎにしのぎ、最終回を迎えた。
安藤の痛烈なあたりの内野安打（初ヒット）
井戸が見事な送りバントを決め（目立たないがこれが勝利を引き寄せた）、
そして、新チーム発足時４番を張り、それからは下位に低迷しながらもここぞというときに巧打を放って
きた岡本。その岡本が決勝タイムリー。
アパッチのいいときの勝ち方が復活しての初戦突破。
ひさびさ気持ちよかった～。



2010.12.23　　リーグ対抗チャンピオンシップ大会（２） 

1回戦の勝利と同時に、気になる出口杯のジュニアの部の結果の確認を急いだ。
前日の予選で２試合とも完封勝利を上げ、本来は本日の決勝に臨み、
昨年に続いての連覇といきたかった。
しかし、やはりこのチャンピオンシップ大会を優先するということで、森純・細川のバッテリーをこちらに
呼ぶことにした。おそらくこのバッテリーがいる限り、新チームでもそこそこの成績を収めてくれること
だろう。確認の結果、決勝Ｔ初戦は長居カブトに2-0で勝利したということだった。（ホッ）

そしてこちら２回戦は泉大津Ｌの旭町子ども会。
初戦で氷野ブレイブを2-0で下し勢いがある。
左腕投手は速球派で苦労するかなという印象だった。

１・２回とも四球のランナーを出すが得点できない。
しかし初戦よりもあたりそのものは良く、なんとか先制できればと思っていた。
３回、四球の斉藤を置いて、出ました森純の会心の右中間への当たり。
見事な２ランホームランで先制できた。
エース黒川は安定したピッチング。
２四球を出したものの、被安打１で２試合連続の完封勝利。
打線は４回、黒川のこれまた会心の当たりのレフトオーバーなど、６安打を集中し５点を奪った。
得点差ほど力の差はなく、波に乗れたアパッチに勝利の神が微笑んだが、
ひとつ間違えば逆の結果になることもあった。

これで２勝、当初私が描いていた最低ラインはクリアーできた。
ここで昼の休憩の合間に同胞の結果収集。。
田中子供会は初戦・２回戦と苦戦しながらも勝利し、
別ゾーンで準決勝を戦う。
やはり各リーグでの上位チームらしく、ソラ君を擁しても楽に勝てないようだ。
城北ユニオンズは初戦鶴山台フレストキッズに0-1で敗戦。
もちろん相手は黒鳥ドリームスにも勝つ強豪ではあるが、
最近の戦いぶりから考えると、敗戦の２文字は思っても見なかった。
そしてその鶴山台が準決勝の相手だ。

初回先頭の斉藤がレフト前のクリーンヒット。
井戸がうまく送り、１死２塁のチャンス。
だが期待の森純・水野が倒れ無得点。
エース黒川は制球よく、３回まで内野安打１本に抑える好投（無四球）。
この試合もショート森大、守備機会が７回で、１度の内野安打を許したが、抜群のフィールディングを
アピールした。４回に森純・水野の連打、井戸の絶妙の送りバントで１死２・３塁。
さあ、ここという場面で森大・安藤がともに内野フライ。
この場面でいちばんやってはいけないバッティングだった。
結果論であるが、バントの名手森大にスクイズもあったかな？
チャンスをつぶした後は必ずピンチが来るのは自明の理。
その裏、3番バッターにうまくライト前に運ばれ、４番に右中間を抜かれる。
さほど良いあたりとは思わなかったが飛んだ方向が抜群。
まあここは打った打者が一枚上手だった。
最終回、細川が意地のセンター前ヒットを放ったが、後続が倒れ万事休す。
スゴミはないが、やかりまとまったいいチームでした。
城北が負けたのも納得。
３位決定戦に挑むことになった。

３位決定戦は田中子供会との因縁の対決だったが、ともにエースの疲労がひどく、
また準決勝での敗戦が尾をひいているため、ソラ君・黒川とも投げず（黒川は初回のみ）の戦いとなった。
どうにか3-1で勝たせていただき、このビッグな大会で３位入賞という立派な成績を収めることができた。
アパッチ１０期生本当に素晴らしいチームに成長したものだ。



2010.12.27　　激変の１年を振り返り 

１２月２７日（月）
いよいよ今年もあとわずか。
この歳になると１年は本当に早く感じる。

今年は私にとっては激変の１年だった。
会社での人事異動で人材開発部で指揮を執ることになった。
何せ初めてのことなので、最初は右も左も分からず全てが勉強だった。
夏が過ぎた頃になってやっと概要がつかめ、今どうにか１００％でないにしろ自分のものとして理解できる
ようになった。

アパッチも今年は悲願の大阪城制覇を成し遂げ（大阪市子連大会優勝）、また他の大会でも上位進出が
できるようになった。もちろんまだまだ上のチームはいるが、今のアパッチの環境の中で（土曜日のみの
練習・日曜日遠征での大会など）はこれ以上望むことのできないだろうと思われる成績を残している。
今現在部員は約４５名。
来期も５・６年生で１６名、３・4年生も有望なのがたくさんいる。
総監督としての私の役目も、確実に終焉に近づいている。

　
昔から私にとって土曜日は休むものだいう認識しかなかった。
午前中はアパッチの練習があったし、大会も組まれることが多い。
しかし、今年になってからは休めても月１回が精一杯。
トータルでも月４～５日、４月などは２日しか休めなかった。
これは労基法にひっかかるかもしれないが、会社からの強制ではなしに、自主的なものなのだ。
今など、日曜・祝日でも家でじっとしているとお尻がムズムズしてくる。
会社の自分のデスクに座っている時がいちばん落ち着くのだ。
悲しい企業戦士の性かな。

朝７時前後に出勤し、夕刻１９時頃まで会議・研修・来客以外はずっとパソコンとにらめっこ。
家でもＨＰの更新やブログで４～５時間。
ついに左ひじに異常をきたし、医者からしばらくは慎むように指示が出る始末。
しかしそれでは仕事にならず、また何千万（？）のアパッチＨＰファンに申し訳ないため、
痛みに耐えながら、騙しだまし続けている。
でも、キャッチボールができず、重いカバンは持てなくなってしまった。

６０歳まであと３年。
今やれることをとにかく精一杯やるだけだ。
ここまで紆余曲折の人生を歩んできて、もちろん後悔することだらけ。
しかしここからはただひたすら前を向いて突っ走るのみ。
やるぞ～！



2010.12.30　　いよいよ押し詰まった晦日 

12月30日（木）
いよいよ押し詰まってきた。
年越しそばや最終のおせち販売などで、最後の一鞭。
本社の幹部連もあちこちに応援に行っている。
周りを見渡せば今日の出勤は約30名程度か。
私も当初は京セラドームに行くつもりだったが、都合により本社待機。
部下のＭ課長が、私の体調を心配してくれての配慮だ。

来期業務のなかでも、４月からの幹部候補生の研修スケジューの作成がこれからの大きな課題で、
1月中には完成させなければいけない。
私にとっては初めての面接採用業務。
のべ100人の受験者のうち、1次試験合格者が約45人だったかな。
そしてそのうちで最終面接で合格したのが25人。
そのなかで辞退者が5人ほどいたため、結局内定者として20人を採用することにした。

今本当に大卒の就職率が悪い。
企業でもいい人材を採用したいけれど、お家の事情で簡単に採用ということができない。
もともと外食産業は不人気産業であるが、この社会状況のなか、
我が社にも京都大や早稲田大からの応募があった。
しかしこの外食産業は一切肩書きなどは関係ない。
本人のやる気がいちばん。
それを、1時間の面接で見極めることができるかどうかが、面接官の腕の見せ所。
例年、合格者の辞退率が50％前後なのに、ことしは80％近いということから見ても、
そこそこ上手い採用をしたのかなと思っている。

役人の長女はなんとか休みを取れたと言っていたが、
銀行員の次女は今日も出勤のようだ。
家内は今日から休み。
みんなバラバラだがそれぞれ頑張っている。

アパッチの活動も新年は1月8日から。
9・10日と大会が待っている。
年明けは3日から仕事。
この分だと新年も忙しくなりそうだ。
ここが痛い、あそこが悪いと言っている暇はない。



2011.1.1　　年が明けた 

年が明けた。
今、１月１日の午前２時３５分。
なぜか目が覚めて眠れず、来期の年間予算の見直しと、４月の研修スケジュールをたてていたら、
いつの間にか新年になり、この時間になってしまっていた。
我が部署は管理部門のため売上は０。
したがって研修・採用に対する経費のみを予算として本部に計上しなければならない。
来期は、今現在の試算で２億２千万円。
人件費が１億５千万近く掛かっている。
これは新入社員と研修者の人件費を、我が部署が負担しなければならないため致し方のないところ。
しかし、あと全体で２千万ほど削る必要がありそうだ。
ちょっと難しいな。

アパッチも１０年たった、昨年は悲願の大阪城を制覇することができた。
今年も「ディフェンディングチャンピオン」なんていい格好せず、あくまでも挑戦者のつもりで戦わ
ねばならない。まずは１月９・１０日のＭＯＳＬカップ、Ａ・Ｂの２チームをエントリーする。
Ａは６年プラス２・３年生、Ｂは新チームで４・５年生で挑む。
昨年は準決勝に２チーム残れたが、今年もそれが目標であり、最後はＡチームの優勝だ。

２月には蓮池のさよなら大会、そして最後のアパッチメイン大会の卒業記念大会。
しかしその大会に良い結果を出すことよりももっと大事なことがある。
毎年年明けからの２か月、６年生たちの卒業までの気持ち、目標達成に向けての努力の仕方、
そういったものを見届けることだ。

４年ほど前、その当時は最強といわれたチームだった。
優勝したいという気持ちがみんな強く、自主連や合同夜練など涙ぐましい努力をしていた。
（勿論今のメンバーも、早朝練習や夜のランニングなど、陰で努力していることは聞いている。）
結果は気持ちが空回りして、成績はついてこなかった。
しかし、卒業前の２ヶ月間、彼らの生活全てが充実したものであり、
今現在も彼らに会えば、当時のことを懐かしく語ってくれる。
ＨＰの掲示板への書き込みは、当時がいちばん多かった。
スポーツは結果がすべてというけれど、それはプロの世界。
われわれアマチュア、とくに子供のスポーツはその過程、入部から卒団までが大切で、
途中での優勝なんて大きなことではない。（優勝を過小評価しているのではない）
何年か経って、優勝したことはいい思い出かもしれないが、みんなで一緒に頑張ったことの方がきっと
記憶に残っているはず。僕はそう信じたいし、そういう指導をしてきたつもりだ。

今年はブログはもっと明るく楽しくと思っていたが、またまた年頭からやってしまった。
おっと、３時を回った。
みんな、新年おめでとう。
今年もよろしくね～！



2011.1.3　　平常心 

年が明けて今日は3日。見たいＴＶもないし、昨日は家内の実家にも行ったし、
ちょうど今日は月曜日ということで、気分も新たにしての初出勤。
7時20分、いつもより少し遅いが、世間は静かだった。
しかし、やはり日中はどの店も超忙しいようで、営業の部長連が4人出て来た。
お決まりの新年の挨拶もそこそこに、はや戦闘態勢。
他の部署からも何人か出勤しているようだったが、私が出ていることにみんな不思議そうな顔をしていた。

通販課のＫ課長から、おせちの配達のトラブルが多く、年末年始は大変だったという話を聞いた。
昨年は私が担当していた部署だ。
関が原の大雪のため、お客様への到着が大幅に遅れたり、商品違いなど苦情のＴＥＬ対応で休む間も
なかったらしい。ちゃんと行くのが当たり前なのだが、その全てちゃんとというのがとても難しい。

物事はなんでもそうだが、ソフトボールでも来た球を受ける、そして投げる。
いつも練習でできていることが、試合で出来ない。
なぜか。
平常心になれないことがいちばんの原因だろうか。普通になれないもどかしさ。
どんなエースでもピンチになると手元が狂い暴投。よくあることだ。
平常心になるにはどうしたらいいか。これは日々の練習しかない。
人の何倍も練習し、そしてその練習量から裏づけされた自信が平常心を生む。
しかしその域に達するのは並大抵のことではない。

もうひとつ運というのもあることはある。しかしその運を切り開くのも自分自身だ。
抽選勝ちも気力気迫実力のうち。
そう思わないと、負けたときに言い訳ばかりで、次につながらない。
 

2011.1.5　　願懸け 

年が明けて早くも5日、ようやく昼休みのメニュー選びも選択肢が増えてきた。
40歳前に健康管理のためとスポーツジムに通いだした。
もともと持久力がなかったし、太りやすい体質を改善したい気持ちからだった。
通いだすと嵌ってしまった。1週間のうち5日は行っていただろうか。
8年ほどで78kg（171cm)の体重ながら体脂肪率が15くらいになった。
それから仕事上でトラブルがあり、やめてしまった。
今は体重82kgで体脂肪率が25。
机上計算で8kgの筋肉が脂肪に変わり、新たに4kgの脂肪がついたことになる。
毎年の人間ドックの検査もあまり良くなく、ついにジム通いが復活した。

1ヶ月で3kgは落とせる自身はある。
しかし問題はそこから。
やはり食事というか、口にするものに十分気を払わないとだめなようだ。
夏までに目標75kg.(　-7kg）簡単ではないが頑張りたい。

もうひとつ1月3日の会社帰りに、住吉大社に再度お参りに行き、願を懸けたことがる。
敢えて内容を記すことはできないけれど、（公表すると叶わない）目標達成するために努力しようと
思っている。この願懸けは今までの人生で3度目だ。
一度は長女が小児喘息の疑いがあったときに、当時30本吸っていたタバコを止めようと決意したとき。
もう一度は、亡き母が乳がんを告知されたときに、大好きだったパチンコを止めようと決意したとき。
タバコもパチンコも、やらない人にとってはちっぽけなことかもしれないけれど、僕にとっては一大決心
だった。そして今回、ある目標のためにやめようと決意。
どちらも叶ってからみんなに報告したい。（でも早くても1年半後かな）



2011.1.11　　ＭＯＳＬｶｯﾌﾟ予選 

１月９日１０日　ＭＯＳＬカップ
新年の最初の大会はＭＯＳＬカップ
南大阪ソフトに参加しているチームを中心に28チームがエントリー。
アパッチは５年生以下の新チームと６年生中心に２・３年生を交えての２チームが参加した。

初日、松原青少年会館にてガッツ・玉造・桃陽との対戦。
初戦はガッツ。
当然格上チームではあるが、森純・細川のバッテリーを中心にしっかり守れば僅差でいけると思っていた。
打撃陣は相手６年生では、おそらく１点の壁は厳しいだろう。

今日の森純は普通の出来、でも今年のガッツ打線は例年のような迫力はないが、
ボールを見極め、しっかりバットを振ってくる。
２回に内野エラーのランナーを送られて２死２塁。
バッターは８番ということでさほど心配はしていなかった。
しかし、身体は小さいが、軸の安定したバッティングでうまくセンターへ運ばれ１点を失う。
やられた。
そういえば６年生より、５年生のほうがしっかりしていると鬼軍曹が言っていたな。
打線は沈黙。
特に、かなめの森純には上手く攻められた。
ここさえ抑えれば勝てるという、みごとなガッツバッテリーの攻め方だった。
結局0-1の惜敗ではあるが、善戦健闘というべきか。
しかし大会の常で、格上相手に善戦したあとの試合は苦戦という、アパッチのジンクスがこの後生きてくる。

２回戦は玉造バスターズ。
こちらも新チームなら相手も新チーム。
ここは負けられないところ。
気合が入ったアパッチ打線は１・２回と塁上をにぎわす。
しかしあと１本がでず、残塁の山。
ようやく３回、宮本・工藤の上位打線にタイムリーが出て３点先制。
ここまで完全に抑えてきた森純の出来からいって勝負有りとだれもが思っていた。
しかし４回、２死からこの試合初の四球を与え、そこから微妙におかしくなる。
そのあと投手強襲安打と盗塁で２・３塁。
５番にレフト前に持って行かれ、ワイルドピッチで１点差。
最終回、森純のセンターオーバーの２塁打のあと、宮本のこの試合２本目の貴重なタイムリーで再びの
２点差。こんどはもういいだろうと思っていたら、その裏。
サード前へのバントをさばききれず内野安打。[これがいちばんの課題だろうな]
次打者が投手強襲のヒット。
送りバントのあと、レフト前のヒット。
２塁ランナーは暴走気味に３塁を回る。
これは楽勝のアウト、と思っていたら捕手が落球。　同点。
その間にバッターランナーは３塁まで進み、１死３塁のさよならの大ピンチ。
しかしここは森純の渾身の投球で３・４番を三振・投手ゴロに抑え引き分けた。
あ～あ、しんど。

３試合目の桃陽戦も6-4の辛勝で、１勝１敗１分という成績で予選を勝ちぬけることができた。
ピンチのときのタイムの取り方、間の取り方がむつかしい試合だった。
明日はAチームの登場。
さあ、どんな試合を見せてくれるか。



2011.1.13　　ＭＯＳＬカップ 2日目

ＭＯＳＬ予選２日目。
大会は何度か主催はしているが、清水丘小学校が会場というのは初のこと。
前日の練習後、グランド整備からすべて完成させ、全て万端整いあとは本番を待つばかりという状態だった。
問題の駐車場も、岡田氏の計らいにより、中西クリニックさんの駐車場をお借りできた。

Ａチームは岡本が欠席で６年生が７人。
外野は3年生の柳本と藤原・倉員、2年生の佑才・祐斗を起用することになるだろう。
柳本はほとんど問題ない。
3年生でありながら、守備に関してはレギュラークラスの働きができる。
藤原も倉員も最近メキメキ腕をあげている。
2年生コンビも5年生と変わらない動きをみせる。
バッティングで非力な点はあるかもしれないが、やってくれるだろう。

初戦は強敵長池カイザース。
今年度1・2度対戦させていただいている。
6年生が3人で全体的に小粒なチームの印象だが、試合運びのうまさ、
そして基本が出来ているため、大きく崩れることがない。
アパッチにとって、今年最初の相手としては恰好の相手だ。

初回、先頭の斉藤が粘って四球。
最近2番に定着している井戸が上手いバント。
これをカイザース内野がさばききれず1・2塁。
あとでカイザース天野コーチによると、この試合はここできまったも同然だったという感想をいただいた。
この回、３安打２四球で望外の３点を先制できた。
２回以降も浮き足立つカイザース野手陣に、アパッチ打撃陣もバットが振れ、思わぬ一方的な点差に。
もちろん実力は対して変わらない相手に、流れを引き寄せ、相手にそれを許さなかったアパッチが勝利
した。一つ変われば逆の展開になりうるソフトボールの怖さを再認識した。

こういった大会で初戦強豪チームにベストの試合をした後、
２戦目３戦目に苦戦することが多いアパッチ。
昨日のＢチームもそうだった。
案の定、2試合目の遠里小野連合、3戦目の南百済ファイターズ、どちらも完封勝利には違いないが、
なんとなくすっきりしない。
田中の怪物ソラ君から、あの夏の炎天下、７安打を放った打線とは思えないバッティング。
打撃は水物というけれど、もう少し頭を使ったバッティングをしてほしいな。

光明は、２・３年生。
今回選ばれた5人はみんなすばらしい。
特に遠里小野戦、相手身体の大きな10番をつけた選手のライトへの大飛球。
打たれた瞬間にやられたと思ったが、そのときのライト佑才のボールの追い方がほれぼれとするものだった。
気づいた人はいなかったかもしれないが、打った瞬間に斜め後ろ方向を向いての背走は、とても2年生とは
思えなかった。もちろん追いつくことは出来なかったが、半年後には楽に取っていることであろう。

新学年は6年生が8人、5年生も8人いる。
しかしレギュラーはこの16人からと決まったわけではない。
この5人も立派な有資格者だ。
厳しいレギュラー争いを勝ち抜いてくるのは誰であろう。

内容はどうであれ、3連勝で決勝トーナメント進出を決めた。
さあ、優勝杯を勝ち取れるか。



2011.1.17　　MOSLカップ決勝

1月16日（日）　ＭＯＳＬカップ決勝
予選を3連勝で勝ち上がったＡチーム。
さあ、久し振りの優勝の美酒に酔うことができるか。
また、Ｂチームも６年生相手にどこまでやれるか。

Ａチームは加美東小学校のグランド責任ということで
朝7時に集合し、現地に赴く。
前日の抽選で、1回戦が鷹合子供会、
その後、塚本連合と長池カイザースの勝者と難敵が待ち構えている。
初戦の鷹合とは今シーズンの対戦はない。
しかし激戦区の東住吉にあって、なかなかの成績を上げている。
サウスポーのエースの球は球威があり、スピードもある。
そして上位打線もしっかりした振りをする、そういった情報が入っている。

とにかく寒い。
コート責任ということでテントに入り、試合を見ているが、
温度計がマイナス0.7を表示している。
雪が降らないのが不幸中の幸いだが、それでも寒いものは寒い。
その影響か、打線もとても寒い
中盤相手ミスによりどうにか2点をいただき勝利したが、ほめられた内容ではなかった。

2回戦は初戦の大乱戦の末勝ち上がった塚本連合。
エース君は気分屋さんだそうだが、迫力あるフォームからくりだす速球はなかなかのもの。
４回を終わり0-0の同点。
アパッチ打線は今日は底冷えのする内容で、まったく機能していない。
ポイントゲッターの森純がいないとはいえ、久し振りに6年生が8人揃い、言い訳できない布陣。
黒川も寒さのために、ベストコンディションではないかもしれないがどうにか踏ん張っている。

そして運命の最終回。
先頭バッターに四球。
次打者の送りバントをファーストがエラー。（無死1・2塁）
そして８番バッターがショート左を抜くヒット。
無死満塁の絶体絶命のピンチ。
しかしこれまで満塁のピンチを何度も切り抜けてきたアパッチ守備陣。
今日の1回戦でも同様の場面を抑えきった。
９番バッターが投手ゴロで本塁フォースアウト。（１死満塁）
打順はトップに戻る。
そして問題のシーン。
投手前の小飛球。
やった、インフィールドフライ、２死だ！
と思った瞬間、名手黒川が落球、おまけにそのままボールデッドゾーンへ。（２点）
落胆した黒川、２番打者にライト前へ、３年生柳本が見事なフィールディングで１塁に刺したが、
この間にもう１点失う。結局この回、被安打１で３失点という不運。
その裏の反撃を期待したが、今日のアパッチに抵抗する力なく、あえなく0-3で完敗。
準々決勝敗退となった。

蛇足ながら、Bチームも決勝１回戦で大道南に敗れ去り、A・Bチームでの決勝は夢と散った。



2011.1.19　　マロンよやすらかに 

１月１９日（水）
朝９：３０頃　メールが・・・。
「９時２０分、ママに看取られてマロンが静かに天国に行きました・・・。」

１６年間、村上家の３女として一緒に暮らしてきた愛犬が亡くなった。
ひとことで言うと美人犬で、道を歩いていてもすれ違う人がみんな、思わず「かわいい！」と。
会社から帰ってきても、しっぽをむちゃくちゃふりながら「遅かったね、ずっと待ってたのよ」
と言いたげな顔をして、真っ先に走り寄ってくる。
とにかく私が食べるものはみんな欲しくて、漬物、おかき、するめ・・・。
そんなのあげたらよくないと、家内によくしかられた。
夜も絶対離れず、ベッドの真ん中を譲らない。

私が出張で帰らないときには、寝る間際まで階段を眺め、私の帰宅を待っていたそうだ。
そして夜遅くついにはあきらめ、しぶしぶベッドにもぐりこんでいたらしい。

サブローとの間にラムが生まれ、そのラムが１０歳になるまでお乳をあげていた。
いつまでたっても子供への愛情を忘れない、立派な母犬だった。

マロンはいちばん大きいときでも4kg足らず,
本当に小さな可愛いシーズだった。
昨年、秋頃から急速に弱り、ついには目も見えなくなった。
そして今年に入り、毛布に入ったまま、食事と水以外には出てこなくなった。
今週に入り、ほとんど食事もとらず、水をスポイドで飲ませ、サプリメントを口にふくませてやっていた。
今朝出勤するときには、水をやっても反応せず、もう駄目かなと思っていた。
そして、９時２０分・・・・・。

今度生まれ変わってもまたいっしょに暮らそうな。
いや、今度は娘として、ひょっとしたら妻として。

安らかに眠ってください。

[　合掌　]



2011.1.24　　ポイントの試合 

1月23日（日）
松原高校にてＭＯＳＬのＢリーグ戦と練習試合が行われた。
アパッチは3面のうち1面を任され、コート責任ということで早朝よりグランド整備にあたった。

第1試合はＢリーグでの第9戦目、相手は松ヶ丘ファイターズ。
立ち上がり相手をなめたバッティングで初回0点。
このあたりがアパッチの悪い癖。
2回に森純と村上の初ホームランなどで5点をとり、
３回に追加点を取ったところで時間切れ。
守っては森純・宮本の継投で３回で９三振。
そんな中でも１死球と１エラー。（しっかりしてちょ！）
これで９戦して８勝１敗。
２位以上が決定し、次週長居戦に優勝をかけることになった。

その後６戦したが、大道南とのＡ・Ｂ対戦とＫＤＥとのＡ対戦がポイントの試合だった。
大道南とのＢ対戦は、新チームとして選手がいかに機能するかを計る興味あるものだった。
エース森純は速いテンポで投げ込む。
ちょっと一本調子なところを狙われ、２安打を浴びたが無失点。
打線は好調細川・森純のホームランで２点を先制。
３回には６安打を集中し８点をあげての快勝。

続いては大道南Ａ対戦。
大阪城での決勝戦以来で、あのときは2-2のまま抽選勝ち。
決着をつけたいとみんな思っていたはず。
結果は森純・安藤・森大の３ホーマーを初め１１安打の猛攻。
思いがけない大差の勝利だった。

しかしこの猛攻がそのあとの試合にまたまた悪影響が・・・。
ドンマイズ恵我との対戦は、みんな振りが大きい。
この軟投派の好投手には絶対やってはいけないバッティング。
初回モンスター斉藤の先頭打者ホームランで先制したが、あとがさっぱり。
エース黒川はスキなく３回まで抑えた。
しかし４回、先頭打者にセｲフティバント。
だれもがそれしかないと分かっているのに、この守備はどうしたものか。
ショートへの内野安打のあと、サードのエラー。
これで勝負あった。
５番バッターにセンター前ヒットで同点。そして６番バッター（３年生なのだ！）にチームバッティングの
狙い通り、たたきつけての内野ゴロで決勝点。
後続を２三振で抑えたが、この流れではアパッチに反撃する力はなかった。

年間１００試合以上こなすアパッチにとって、全勝というわけにはいかない。
負けても仕方ない試合も何試合かはある。
しかしこの試合は負けてはいけない試合だった。
こういったポイントの試合をものにできるかどうかで、そのチームの実力が分かる。
まだまだかな～。



2011.1.28　　気合注入 

朝６：５５関西空港発の飛行機にて東京出張。ということは、４：３０起床。
このパターンのときは、だいたい２：３０頃一度目が覚める。そして何度かうとうとしながら、４：３０に起きる。
今は、仕事も充実しているし、楽しいから全然苦にならないが、
これが苦行になってくると、朝起きることがいやになってくるに違いない。

８時半に東京支社到着。今日は店長候補研修だ。
朝一発の気合注入が私の役目。表面上は訓示ということになっている。
研修室に入ると、２０名が緊張した面持ちで待っていた。ざっと見渡したところ、２～３名が少し寝むそうな
目をしていた。出足はスローに、１名が気もそぞろな様子。
一気に声を張り上げ、テンションをあげた途端、ピリッツとした雰囲気に変わった。
ここだ、一直線にテッペンまで持っていく。ちょっとゆるめて見たが、全員の目は変わらず。
よしよし。もう一度あげていき、みんなを再度ひきつけ、収束させた。

私の役目はそこまで、わずか２０分のための出張。
安くない出張旅費を使って、それだけの値打ちのある訓示なのかどうか、私自身には判断できない。
しかし、２時間・３時間使って大金を払い、外部講師を呼んでも、実のある講習と言えないものもある。
要はどれだけ聴衆者に訴え、説得できるかができるかが問題なのだ。
４月からはこういう講義がもっと増える。自分自身を磨いて、もっともっと勉強しないといけない。

2011.2.1　　OSFL in 田島中学校

１月３０日（日）OSFLの全チームが集まりリーグ戦を行った。
今季は参加６チームで５チームが区代表となり、大阪城大会に進出した。
あと１チームも決勝で涙をのみ、区大会準優勝であった。
その５チームも１回戦で城北VS田中という非常な組み合わせでつぶしあい、
準々決勝で今川VS田中、準決勝で田中ＶＳアパッチというＯＳＦＬでのつぶし合い。
結局田中は４回戦のうち３試合がＯSFLとの対戦だった。
私の夢は、大阪城での準決勝（ベスト４の激突）がＯＳＦL対戦。
組み合わせによっては夢ではない。

さて、わがアパッチは朝の公園での訓示において、城北戦に全力と言い伝えた。
田中はソラが完璧ではない。すると、今期春先に勝利したものの、あとは２戦引き分け、
前期ＯＳＦLでは敗戦というこの城北に全力というのは当然だった。

１戦目、今川連合、今期初の対戦。
昨日も打線が不発で、今川のエースのピッチングを見て、苦戦するなという予感がした。
案の定、１回表に黒川のｴﾝｼﾞﾝが掛かる前に２本の投手強襲安打で２失点。
打線はいつまでも眠ったまま。これでは勝てっこない。

１試合空いて、目標の城北戦。
１回裏、アパッチのモンスター斉藤が３塁打。いきなりの大チャンスだったが、ものにできなかった。
ここは監督としても難しいところ。
２番森大がショートゴロ。３番森純が三振。４番黒川がレフトフライ。
好打者３人を打ち取った岩城君の上手さをほめるべきか。
森大・純でスクイズサインは難しいかもしれないが、すくなくとも転がしのエンドランがあったかも。

２回、亀田君にレフト戦を破られ先行を許すが、その裏５番安藤がお返しとばかり同じところへホームラン。
３回に四球の斉藤をおいて、ここは森純が先ほどのリベンジでライトへのタイムリー２塁打で逆転。
しかし４回、１死２・３塁のピンチでショートへのたたきつけるバッティング、前進守備にもかかわらず、
名手森大もホームへの送球をあきらめざるをえない３塁ランナーの好走塁だった。
このあたりが城北の強い・うまいところ。（決して内野への平凡なフライは上がることはない）
少ないチャンスを確実にものにする、そして全員がどうすれば点がとれるか理解している。
５・６年だけでなく、２・３年生までもがそうなのだ。
日ごろの指導の賜物だろう。
引き分けたものの、試合内容は良かったし、納得できた。



2011.2.6　　OSFL in 田島中学校　その２ 

３戦目は晴明通子供会。
本日の３試合目ということもあり、５年生を出来る限り使ってみた。
先発は森純。
５年生の次期エース。
２回に内野エラーの連発で無死１・２塁のピンチ。
しかしここは落ち着いて三振・三振・内野ゴロで事なきを得た。

打線は初回斉藤がヒットで出塁し、盗塁などで３塁まで進み、森純のセカンドゴロで先制。
アパッチとしては珍しい点の取り方。
３回に森大のホームランなどで３点。
最終回にも森大の２打席連続ホームランでダメを押した。

森純は２安打を許したが、無難に投げ切った。
しかしこの試合で出場した５年生５人にヒットは出なかった。

田中子供会との最終戦。
故障上がりの怪物ソラ、球数制限のなかでもアパッチ指名の登板。
スピードは絶頂時に比べれば劣るが、それでも一般の投手よりもマダマダ速い。
それにキレもいい。
３回、天敵モンスター斉藤が初安打。
それをきっかけに１点先制。
しかし４回、球威もキレもなくなった黒川は、見ていても気の毒なくらい疲れていたようだ。
３本のヒットを許し３点を取られ試合をひっくり返された。

それでもアパッチ打線は怪物にくらいついて行く。
最終回、来期クリーンアップ候補中橋が執念のライト前ヒット。
モンスター斉藤が２打席連続のライト前でつなぐ。
ここでポイントゲッター森純が気迫のライト前ヒットで追いつく。

でもその裏、黒川には抑えるスベを持っていなかった。
先頭の８番打者にセンターオーバーを放たれサヨナラ負け。
ここは黒川の責任ではない。
４試合出ずっぱりで体力の限界であった。
本調子ではないにしろ、怪物から３点を奪った打線に拍手を送りたい。

この日はＯＳＦＬで１勝２敗１分
負け越してはいるが内容は悪くはなかった。
これで後期は２勝２敗１分で４位。
残すは知事杯卒業記念大会。
さあ、泣いても笑ってもあと１カ月。
６年生諸君、やり残したことはないのか。
やるのは今しかないぞ！



2011.2.7　　卒業記念大会を前に

2月5日（土）
卒業記念大会と来期に向けてのミーティングを行った。
アパッチ主催のこの大会も今年で9回目。
大会に参加したいけれど遠征が大変という理由が一番。
それとチームの団結力を高めたいというのが第二番。
そんなことから始めた大会も、いつの間にか大阪を代表するチームが集まるようになった。
参加チームはアパッチ独断で決めさせていただいている。
基準はその年お世話になったチーム。
アパッチがどちらかというと分が悪いチーム。
技術・技量より、礼儀・態度がしっかり教育されたチーム。
2年まえからはＯＳＦＬ参加チームが優先。
選手から対戦したいチームをアンケートで募集する。
などなどである。

組み合わせも抽選ではないけれど、２コートに成績を考慮して分ける。
そしてここ数年の対戦を見て、２～３年に１回当たるように配慮する。
当然、初出場のチームは力量優先で考える。
もうひとつは、優勝候補同士は必ず予選で当たるようになっている。
ブロック予選同勝率のタイブレーカーでの決着を防ぐためだ。
どこかのような、自チーム・自地域優先で組むような姑息な手段は用いていない。

もうひとつの特色として、昼食の用意がある。
始めの頃は豚汁を出していた。
寒い季節で、参加チームから好評をいただき、別名豚汁大会と言われていたこともあった。
２年前から牛丼ときつねうどんをやりだした。
杵屋からプロの料理人を呼び、参加者全員に振舞った。
残念ながら今年は、学校の家庭科室が使えないということで、うどんを用意できなくなった。
しかし今年も、松原ガッツの鬼軍曹石川様のご好意により、お肉をご用意していただけるため
牛丼とカップ麺を用意できた。

とにかくこの大会はＪＳＡの公認審判のかたがボランティアで６～７名。
柔道整復師会から２名、青少年指導員が１５名。
墨江丘中学校ブラスバンド部が３０数名。
総勢２００名のスタッフが運営をお手伝いしてくれている。
なかなか予算面でたいへんではあるけれど、できる限り続けて行きたいと思っている。
「参加させてほしい」という依頼もたくさんあるのだけれど、１０チームが精一杯の現状。
そのあたりをご理解いただきたいと思う。

今年も大会まであと２０日あまり。
田中子供会・城北ユニオンズ・田島フェニックス・恵我ドンマイズ・晴明通子供会
松原ガッツ・玉造バスターズ・西三国連合・塚本連合。
例年以上に上のレベルで強敵が揃った、３年ぶりの優勝叶うか！



2011.2.10　　参観 

先日長女の長男（ややこしい言い方をせずとも孫なのだ）の保育園で参観があったそうだ。
あっくん（長女の長男の名前：だから孫の名前だって、この孫という単語が恥ずかしく言いづらい）
はなかなかの悪さ坊主でありながら、ちょっと泣き虫。
しかし、保育園ではちゃんと下駄箱に靴を直せるし、昼食も残さず,食べるのは誰よりも早い。
（このあたり私のＤＮＡを受け継いでいるのかな）

最初、保護者は園児たちに分からないように隠れていて、覗き穴から見学しているらしい。
自分のこどもたちの様子を見ながら、楽しくまた笑いをこらえるのに苦しい時間を過ごす。
そして数分後、先生が覆いを取り、ご対面となる。
瞬間、「だっこ～」「ママ～」といった声があちこちで聞かれる。

こんな光景を目にすると、最近また多くなった幼児虐待など考えられない出来事だ。
子は宝。
いくら好きなＴＶを見ているときだからといって、自分の子供が泣き止まないので殴るというのは・・・。

先日亡くなった愛犬マロンは、１６歳という高齢で歩くのもままならないときにでも、
娘のラム（１４歳）の身体をなめてやり、来客があると自分が盾になり一瞬身構える。
こどもの前ではいつまでも、愛情溢れた素晴らしい母親だった。
もちろん大多数のご両親がそうであろう。
しかしわれわれ一般人には想像もつかない思考回路を持ったけだものがいる。
いや、けだものにも劣る。
いかなる事情があろうとも、どんな環境下にあろうとも、
わが子を不幸のどん底に落とすようなやつは許せない。
 



2011.2.13　　重馬場の対戦

２月１２日（土）
小松連合さんより練習試合のお誘いをいただいた。
３月に開催される全日本大会の予選への準備ということらしい。
アパッチは今年度は不参加を決めている。

前日の大雪で実施が心配されたが、朝は晴れていたし、絶好のコンディションだと思っていたが・・・。
会場の榎本小学校に着くなり雨！
見る間にグランドに水が浮く最悪の状態。
しかしせっかく来たのだから、１試合だけでもという思いが通じたのか、２０分後雨が止んだ。
１試合目は午前中から来られていた石切校区ソフトボールチーム。
毎年いろいろな大会で上位に駒を進める強豪だ。
今年度のチャンピオンシップ大会でも庭代台サニーズを破り優勝した。
さあ、新チームの出来栄えはいかに。

アパッチはショート雄志・セカンド難波・ファースト佐藤が欠場。
おまけに４番中橋が故障という満身創痍状態。
しかしアパッチにはスーパーマン・ジュンスケが顕在。
本来のピッチングなら、この時期の５年生以下にはあまり打たれることはないと思う。
打撃も捕手細川が１番、スーパー純介が３番。
この２人で得点し、失点を抑える。
唯一の不安はまだ整備されていない内野守備陣のほころびか。

初回その細川がセンター前、内野ｴﾗｰのあとスーパージュンスケの痛烈なレフト前で無死満塁。
大柄な石切エース君は先制パンチにどぎもを抜かれたようだった。
その後内野ゴロとＷＰで２点をいただいた。
純介はとにかく猛烈なピッチでストレートを投げ込む。
心配していた内野のエラーで、２回に１点を取られたが、結局被安打１に抑えきった。
しかし初回こそ２点を奪ったが、その後立ち直った石切のエースからは２回以降沈黙。
（ヒットはなかったが、あたりそのものはまあまあのできだったようだ）
石切チームは全体的なまとまりはさすがで、新年度も強敵となって各大会で顔を合わすことになるだろう。

２試合目は小松連合。
初対戦の小松連合チームであったが、寒さでエースの身体が冷え切っていたのはないだろうか、
まったく不本意なピッチングだったように感じた。
対して１試合目で十分身体が温まっていたｱﾊﾟｯﾁ打線は初回から大爆発。
送りバント・四球をはさんで、６連続安打で７点を奪い試合の主導権を取った。
こうなるとスーパー純介の独壇場。
３回かろリリーフした宮本も、２四球を与えたが無安打に抑えた。

３試合目はホストチームの榎本子供会。
アパッチは３戦目ということで４年生主体で挑んだ。
宮本・柳本の３・４年生バッテリーも課題はたくさんあるが、今は経験を積む時期。
たくさん失敗し、たくさんのことを覚えてほしい。
榎本チームは内野の守備は上手い（とくに遊撃手が抜群だった）し、宮本の球が打ちづらいと分かるや、
バントの集中攻撃。
みんなよく練習しているのかバントも上手かった。
アパッチ見習うべし！

今日は３連勝で足取りも軽く帰途についたが、
明日の練習のポイントは明白になった。
宮本次期監督に早速注文を出した。
宮本氏も納得の同意見だったようだ。

まずは大東フレッシュ杯。
さあ、頑張って行こう！！



2011.2.16  バレンタイン

２月１4日（火）きょうはバレンタインデーということで、昼休憩のときに女子社員がギリチョコを配っていた。
このバレンタインというのが日本に定着したのが、昭和５０年代前半ということらしい。
そういえば私の学生時代にはほとんど見られなかった。（私だけがいただいていなかったのかもしれないが。）

３０歳を少し過ぎた頃、一度４０数個いただいた年があった。
ファッション関係の仕事をしていたので、得意先のデザイナーや事務の女の子など、まあみんな派出
ではあった。自分がもててているのかと本心から錯覚に陥っていた。
当時課長職で（チーフと呼ばれていた）、今のような見苦しい体格でもなく、少しはマシな容姿をしていたし。
仕事もバリバリ、一番油ののっていた時期。
今で言う唐沢寿明や高橋克典（そんなええもんか！うぬぼれもいいかげんにしなさい）
その分お返しも大変だったナア～。

昨日は２個、お隣の中学生の女の子ミナちゃんと長女から。今年は会社で5個ゲット。
もらったぞと自慢たらしく机に並べていた。
しかしこうして見ると汚い机。もう少し整理しないと監査に引っかかりそうだ。人材開発の看板が泣く。
 

2011.2.21  MOSLさよなら大会 [Ｂリーグ] 

２月２０日（日）長居公園にて秋季の表彰とＢリーグのサヨナラ大会が行われた。
アパッチは秋季優勝を飾っているので、個人賞として優秀選手と敢闘賞の２つを戴いた。
優秀選手としてはやはりエースとしての働きから森純が、敢闘賞としてはその森純を支え、また終盤
ホームランを量産した細川が選ばれた。もちろん、選ばなかった選手のなかにも、頑張った選手は
たくさんいたし、全員の努力のたまものが優勝という結果につながったことはいうまでもない。

そして、大会。１・２回戦とも投手が頑張り、どちらも四球を出しただけの無安打試合。
打線は中軸が効果的に得点し勝利したが、どちらも下位にあたりがなく、少し残念だった。
しかし、北田辺子供会・南百済ファイターズの両チームとも、今少し成績は伴っていないようだが古豪
のチーム。なにかきっかけさえつかめばきっとのし上がってくるだろう。
たまたまアパッチは、選手・指導者ともうまく回転し成績はよいが、いつまでもこの状態が続くとはいえない。
やはり日々の努力・みんなのことを思う心を忘れてはいけない。

決勝は田辺ジュニアゴールド。
まだ出来て新しいチームということだったが、とても素晴らしい雰囲気を持った好チーム。
リーグ戦でも顔を合わしたが、選手はしっかり声をだし、挨拶もきっちりできている。
こんなチームに弱いチームはない。
おそらく近い将来、大阪を代表するようなチームになることは間違いない。

試合は森純が素晴らしいピッチングでヒットを許さず、また四球さえ出さず、パーフェクトの出来。
速球がうなり声をあげて捕手細川のミットに吸い込まれる。ミットとボールの合体音がズバッと響いてくる。
勢いあまってボールがミットを跳ね返すのをなんども見た。このボールは打てない。

しかし味方打線もランナｰを出すが、なかなか相手好投手を打てない。
４回に、ようやく大物の片鱗を見せだした工藤が、レフト前にヒットを放ちチャンスメイク。
佐藤がうまく送り（いいバントだった）、２死２塁。
ここで満を持して代打中橋。
中橋はひじの故障で十分練習ができていないが、それでも練習を休むことなく、
左手だけで黙々とバッティング練習やランニングをしたり、トレーニングを続けていた。
やはり努力はうそをつかない。
見事に期待に応え、センター前へ目の覚めるようなタイムリー。
なおも続くチャンスで４年生の北野。
バッティングを買われ、先発起用されることが多いが最近その結果が出ていなかった。
きょうもここまで自分のバッティングが出来てなく、この打席も正直あまり期待していなかった。
ところがこれまた素晴らしい一振りでセンター前へダメ押しタイムリー。
結果、2-0で優勝を勝ち取った。

もちろん優勝は素晴らしいことではあるが、
アパッチには大阪城連覇という大きな目標がある。
課題である守備が今日は確認できず、次回に持ち越しとなった。
しばらくはキャッチボール・ボール回しなど基本練習の徹底が大事だな。



2011.2.26  卒業記念大会前日 

２月２６日（土）
いよいよ明日にせまった卒業記念大会。今回で９回目を迎える。
いつも感じていることだが、第１回目のときにはこれほど注目され、こんなに盛り上がる大会になるとは
想像できなかった。当初は、大会に参加したくとも、移動手段や大会費、さまざまな諸条件が弊害となって
大きな大会に参加できなかった。それなら自分でと思い立ち、この大会を作った。

今では大阪を代表するようなチームが１０チーム集まり、大阪府知事杯というビッグな冠もいただいている。
参加希望のチームから申し込みや、どうしたら入れてくれるのといった質問も頂戴する。
すみません、キャパが小さいもので、10チームが精一杯なんです。

毎年この大会に合わせて梅雨前線が大会の見学にいらっしゃる。
１週間前までの週間予報では影も形もなかったのに、火曜日頃になると、一転雨予報。
今年も昨日の昼までは雨マーク。
いつものことと平静を装っていたが、実は心配で心配で・・・。
今年初めて、金曜日に田島ﾌｪﾆｯｸｽ監督の金原氏と雨の場合の対処（予備日等）について話し合った。
しかしやはりどうだ。
今現在の天気予報では、雨は１８時頃からの予報（まだ安心はできないが）。
どんなもんだい！

今年の６年生はまとまりと総合力のチーム。
いくつかのタイトルも取った。
最後の最後で、この卒業記念大会を勝ち取り、有終の美を飾ることができるか。
明日の今頃には結果は出ている。
古臭い言葉であるが、「人事を尽くして天命を待つ」。
アパッチでは「人事を尽くし、天命を勝ち取る」。
みんな頑張れ！！！

2011.2.27  卒業記念大会を終えて

２月２７日（日）
大阪府知事杯卒業記念大会が終わった
結果は健闘むなしく第４位という結果だった。
残念だったに違いないが、それぞれにいろいろな感想があると思う。
勿論、優勝を狙って臨んだ結果が第４位ということで、悔しい気持ちがいっぱいなのだが、
今のわたしは満足感、充足感で満ち溢れている。

大阪城で優勝したあと、この件で議論がかわされたことがあった。
当時たくさんの方からもいろいろな意見をいただいた。
今日わたしは敢えてもう一度言いたい。
みんなこの１年間本当によくやった。
卒業記念大会は４位という結果だったが、大阪で４位といっても過言ではないレベル。
最後の最後で、ベストのコンデション（特にモチベーションの点）にもっていってやれなかったのは
私の責任であり、選手にはなんの問題もない。
このあたりはなかなか説明がむつかしく、理解しがたい人もいると思う。
私には、優勝した城北の試合ぶり、選手の動きを見たときに強くそれが感じられた。

今後アパッチが、常に大阪NO1を狙えるチームで有り続けられるか。
これは非常にむつかしい。
まず、われわれ指導者が同じベクトルで、同じ方向を向いていなければならない。
監督が選手の親であり、１～２年ごとに交代する人事ではまず不可能だろう。
今年度のようなまとまりと総合力のチームが、われわれにとってベスト中のベストだろう。
水野監督・斉藤ヘッドコーチと選手とが本当にうまくかみ合った。

これからは、総監督の私が、チームに貢献できることはほとんどない。
対戦相手を探し、練習スケジュールをたてることが唯一の役目になるのだろうか。
今読んでいるピーター・F・ドラッカーのマネジメント理論をもう一度勉強したい。
 



３月５日（土）
卒業記念大会も終わり　いよいよ新チームの始動
本日は学校でいきいき活動があり、６年生は通常通りの練習。
そして５年生以下の新チームは　近畿大会新人戦に挑むことになった。
対戦相手は河内長野市の楠イーグルス　泉北リーグのＮＯ１チームで、
昨年のリーグチャンピオンシップ大会でもＡ対戦があり、かろうじて1-0で辛勝した相手。
もうひとつは堺市の榎グレート。
こちらも豊富な部員でうまくチーム作りをしてくる強豪だ。

初戦楠イーグルス戦
とにかくエースの森純は１試合で３安打以上されたことがなく
防御率もほとんど０に近い。
内野さえしっかり守れることができれば失点はない。
打線も森純・細川の２枚看板に　ようやく開花しだした中橋・工藤の５年生。
宮本・佐藤の４年生大砲。
雄志・柳本のかきまわしコンビ。
打線もそれぞれの持ち味を上手く出すことができれば非常に期待が持てる。

初回森純のヒットのあと３番中橋がレフトへ先制タイムリー。
５番工藤がチームプレーの２塁への内野ゴロの間に２点目。
２回にも内野安打の佐藤を久保山が上手く送り、森純が左中間を破る３塁打で追加点。
今の森純の出来ならこれで十分。
散発の２安打に抑え強豪を撃破した。

２回戦、ＶＳ榎グレート
初回に先頭森純が左中間への目の覚めるような３塁打。
細川のタイムリー内野安打で先取点。
しかしその裏、少し楽に投げ過ぎ２番バッターにレフト前ヒット。
ここで力が入り過ぎ３番バッターにＷＰ（記録はＰＢか？）、
そのあと本日最初の内野エラーで追いつかれる。
５試合ぶりくらいの失点だったが、この後は散発２安打に抑え得点を与えなかった。
打線は２回下位打線が奮起し、佐藤・久保山が連打し、中村がうまく送る。
ここでスーパー森純がレフト戦へのタイムリー２塁打を放ち勝ち越す。
５回にもまたまた森純の左中間２塁打のあと、４番中橋がレフト前へタイムリーを放ちダメを押した。

見事２連勝で２次予選へ進出を決めたが、難波・柳本が欠席の中、
２塁に入った久保山が２試合で１０度の守備機会をノーエラーでこなし、
打撃でも初戦２打席とも送りバントを成功させ、２戦目は３打数３安打を大活躍であった。
その他故障あがりの中橋がこの日３安打を放ち存在感を示した。

次なる強豪の待つ２次予選。
今は１週間が待ち遠しい。
 



2011.3.7新入社員総仕上げ研修 

３月６日（日）
今日は、今年の新入社員のための総仕上げ研修。
２６人いたメンバーも、この１年間でさまざまな理由で去って行き、１４人になった。
しかし残ったメンバーは意気込みもあるし、能力も高い。
何年間かのちには会社の主力スタッフとなってくれることだろう。

今回は金剛山の上にある香楠荘での研修で、
梅田で飛行機による来阪の東京組と大阪組が合流し、金剛山を全員で登山、
の予定であったが、登山道が凍結しているということで、慣れないものが多く、
ちょっぴり心配なため、男子のみ登山で女子はロープウェーに変更。
（実は私がいちばんホッとしていたりして）　
このあたりは私のやさしさというより甘さなのかもしれない。
（それにしても大阪にありながら、1000ｍの標高はだてじゃない。
夜半から振り出した雪で30ｃｍ積もり、歩くのもままならなかった。）
ちなみに、この香楠荘もロープウェイも我が社の運営している施設で、
以前に何度もお手伝いしたことがある。

そして13：00より、外部研修の講師の先生による、地獄の特訓。
いくつかの課題をこの２泊３日の間にクリアーしなければならない。
当然、昼食・夕食をゆっくり摂っている暇などなく、夜も睡眠時間を割かないとダメだろう。
まあ、一種の精神鍛錬である。
こういう研修（訓練）は賛否両論あるが、ひとつの筋目には有効だと思っている。

実際研修が始まってみると、先週同じものを副店長クラスに実施したのだが、
今回の新卒者のほうがモチベーションが高く、はるかに出来がよい。
みんな顔つきが素晴らしく、受け答えもしっかりしている。
この分なら先輩連中を追い抜いて立派な店長になり、わが社の中核になってくれるのはそう遠い
話ではない。

彼らに足らないものはあとは経験だけだ。
自分みずから現場に飛び込み、汗し、涙し、勉強していくしか道はない。　　



2011.3.11  驚愕の大地震 

３月１１日（金）
「ガタガタ」と突然の揺れ、「アッ地震だ」
結構長く揺れていた。
ところがインターネットを見て驚いた。
１５０年ぶりの大地震。

しかし、これから知れる現実の方が衝撃が大きかった。
津波！！
ＴＶ画面で見る恐ろしい映像。
民家をゆっくりと濁流が飲み込んでいく。
船が道路を横断している。
映画やドラマでしか見たことのない光景が目に飛び込んでくる。
しかし、これは現実なんだ。

続いて福島・愛知・鹿児島とあちらこちらで地震が起こっている。
そしてなおも余震が続いている。

東日本の全ての店長の安否の確認。
ＴＥＬがつながらない。
メールが飛ばない。
特に心配される仙台の従業員と連絡がつかない。

連絡のついた店長は、身体は大丈夫ですが、店はボロボロです、という声が多い。
これから崩れた店の復旧作業は大変だ。
費用も時間もかかる。
今年度の最終で、なんとか目標売り上げが達成できそうだったのだが、
これでジ・エンド。
ついてないな。
しかし，生命に勝るものなし。

ようやく21時に全社員とコンタクトでき、全員無事が確認できた。
瞬間、待機している本社社員から拍手が起こった。
最初の揺れから６時間、ことの重大さを認識してから４時間。
本社・支社社員が総出で全従業員の無事を確認。
なかなかの連携プレーを見せた。
我が社もなかなかすてたものじゃないな。



2011.3.14  近畿大会新人戦　２次予選 

３月１３日（日）
近畿大会の２次予選。
本来ならサニーズとの決着をつけるために（？）当然私も行くつもりであったが、
あの脅威の地震・津波のために仕事！本当に残念だった。
というところでビデオを見ての感想になる。

初日から数えて３試合目、相手は天野が原オリオンズ。
投手はフォームに比べて球が来ない軟投派。タイミングを合わすのが難しいかも。
案の定、初回は３・４番が三振！？エース森の立ち上がりは可もなく不可もなく、いつもの通り。
佐藤が休みで１塁手が工藤。少し心配だったが、やはりファーストタッチでエラー。
まあこれで尾を引かねばあとはちゃんとしてくれるだろう。
そのあとの２塁手柳本も、ボールが手に付かず危なかったが、なんとかアウトに。

２回の攻撃は雄志から。うまく粘って四球を選ぶ。
このあたりは自分の役割をしっかり理解できている。
その後工藤のヒット、柳本のタイムリー、久保山の内野ゴロの間に２点目。
続いて森の３塁打、細川タイムリー、中橋のヒットなどで５点を奪い勝負を決めた。
森は最終回初ヒットを打たれたが、危なげなく完封勝利。いよいよ庭代台サニーズに挑む。

１時間の休憩後、サニーズとの戦い。
先攻のアパッチ、トップの森が２塁打を放つ。
彼本来の当たりではないが、しっかり振りきっているところが素晴らしい。
細川三振、中橋のショートゴロで３塁まで進んだが、４番宮本セカンドゴロで無得点。
サニーズの攻撃、トップバッターにサード強襲ヒットを打たれたが、まだ慣れない３塁の守備。
中橋に責任はないが、やはりこれから練習あるのみ。これくらいは取れないと大阪でトップはとれない。
ここは森、落ち着いて後続を断つ。

残念ながらアパッチのその後の攻撃では特筆することはなく、５回まで１四球のみ。
しかし、サニーズの豪腕投手に真っ向から挑み、三振は３つだけ。
ストライクは見逃さず、全員積極的にバットを振っていた。いいぞ！いずれ当たるようになるさ！

２回、５番バッターに右中間に２塁打を放たれる。（唯一ヒットらしいヒットだった）
６番に送られ、１死３塁。
７番は内野ゴロ狙いのヒットエンドラン（？）
しかし森上手くさばきホームでタッチアウト。
２死１塁になってピンチをしのいだかのように思ったが、
８番にレフト前、これも３塁正面の当たり。
確かにあたりも痛烈だったが、これは取らねばならないだろう。（２死１・２塁）
９番は唯一小柄なバッター。
しかし森は慎重になり過ぎ、四球を与えてしまう（本日たった一つの四球）。
これが痛く、結局勝負を決める四球になってしまう。
１番にかえり、センター前に２点タイムリー。
このあたりも厳密に言えば、ショートゴロかな。
雄志の技量ならばとれるはずのあたり、守備の技術より気持ちの問題だな。
結局この回３点を奪われ万事休す。
３・４回は３者凡退に抑えただけに、この回はもったいなかった。

しかしこの１戦で得たものはとてつもなく大きなものだった。
まだ少し差はあるものの、全日本チャンピオンに対し、決して臆することなく立ち向かう。
そして強打者揃いのサニーズ打線に対し、被安打４は立派だった。

この大会決勝進出は西スズラン・サンボーイズ・加島連合・サニーズ・清水フリーバーズ
若江南・新庄・八木北の８チームでアパッチは９位。
惜しくも決勝には残れなかった。
しかし上位チームはいつものチーム。
さすがといえばさすがだが、決して予選でつぶしあわないのはおもしろいね。

とはいえアパッチ、大阪ＮＯ１を目指しての好スタートを切れたと思う。



2011.3.16  サブロー　for ever 

村上家の長男としてやってきたのが１５年前。
まだ生後４ヶ月の可愛い男の子。
女だらけの我が家に初めて男の仲間が出来た。
当時イチローが脚光を浴びだし、それにあやかりサブローと命名。
近所の人から、その名前と愛嬌ある顔で人気者になった。

見る見るうちに大きくなり、（こんなに大きなシーズー見たことないとよく言われた）
よく動物は飼い主に似るといわれるが、その食事の猛烈なはやさ、
大きな声、がっしりとした体つきなどは私そっくりだった。

愛妻マロンとの間にラムが誕生し、村上家は大所帯になった。
３人の小さな子供たちは、思春期を過ごす２人の娘たちの大きな支えであったし、
会社経営が非常に苦しかった私にも、大きな活力を与えてくれた。

しかし、２年前体調に変化がおき、耳が聞こえなくなった。
そして昨年目も見えなくなった。
ところが、サブローはリビング・寝室・トイレ・水飲み場と自由に動けるようになり、
台所で食事の用意ができると、どこからともなくだれよりも早くやって来た。

今年１月19日最愛のマロンが亡くなり、当然目も見えず、耳も聞こえない彼にとって、
愛妻の死も分かるはずはないのに、それからめっきり元気がなくなった。
そして３週間ほど前に発作・痙攣が。
医者は尿毒症がひどく、残念ながら・・・、という診断。
ついには下半身が動かず、歩くこともままならない状態に。

しかししかし、気力の男サブロー。
いったんは医者に見離されたにもかかわらず復活する。
１週間後には、ふらつきながらも歩いている。
医者に連れて行くと、「信じられへんな、生命力の強い子だね。」
でもこのままよくなることはなかった。
地震の前日頃から食事もほとんどとらなくなった。
わずかに１日１回水を飲むのがやっと。
しかしそれも数分後には戻すという繰り返し。
医者からは何もやらないでというアドヴァイス。

私には早く楽にしてやりたいという気持ちが強くなった。

そして昨日の２２時頃、
２度ほど痙攣を起こし、その後心臓がゆるやかに止まってしまった。
「サブロー！」叫んでももう返事はなかった。
お疲れ様、よく頑張ったね。
しんどかったやろ、つらかったやろ。
でも、もう頑張らんでいいよ。
ゆっくり休み。
そして早く生まれ変わっておいで。
また、一緒に遊ぼうぜ、早食い競争しようぜ。

今度は兄弟かな、それとも立場が逆転して僕がサブローの息子になるかもな。

やすらかに・・・。

[　合掌　]



2011.3.17  ＭＯＳＬさよなら大会決勝 

３月１３日（日）
近畿大会と同じ日、長居公園にてＭＯＳＬのお別れ大会決勝トーナメントがあった。
もともと６年生の最後ということで、こちらに行く予定をしていた。
しかしあの恐ろしい大地震のおかげで仕事。
午前中でどうにか仕事をやり終え、昼休みも利用して参加できることになった。
会社からまっすぐ東へ、自転車で約３０分。
なんとか間に合った。

準決勝は金塚子供会。
バランスのとれた好チーム。
おまけにベンチ・保護者が一体となった応援は迫力がある。

立ち上がり、投手を含めた金塚守備陣の動きが硬い。
難なく３点を頂き、こりゃ もらった、という雰囲気だったのだが。
ところがそこから追加点をとれない。
黒川も微妙なコースへの球が、審判との相性が悪いらしく右手が上がらない。
我慢できずに少し内に入れたボールをうまく運ばれる。
おまけに、ショート森大が本日絶不調。
名手もバイオリズムには勝てないようだった。
５回を終わって4-4、タイブレーカーに突入した。
それにしても、エース黒川で４点も取られたことなどなく、
いかにアパッチにとって厄日であったかが分かる。
（もちろん、金塚打線もよく振れていたが）
どうにかタイブレーカーをものにし、決勝進出を果たしたが、やばかったね。

決勝は杉の子子供会。
準決勝で苦しんだ分、決勝はリラックスし、みんな存分に堪能したようだ。
打ったも守ってもミスしても、みんなこの１年間のソフトボールを振り返りかえりながら、
笑顔で臨んでいた。
楽しかったな～。
こんなソフト経験したのは久し振りだ。
われわれが忘れかけていたスポーツ本来の楽しみ方を再認識した気分だ。

６年生はあと追い出し会を残すのみ。
半月ほどの休憩ののち、中学生になって別々の道を歩む。
どの道に進んでも、このアパッチでの教訓を活かし、頑張って欲しいと思う。
そしていつまでもアパッチを忘れないでね。



2011.3.21  追い出し会 

３月１９日（土）　追い出し会 
10期生この１年間の戦歴は 
練習試合　：　３３勝１６敗４分　.６７３ 
公式試合　：　５８勝１５敗４分　.７９５ 
トータル　 ：　９１勝３１敗８分　.７４４ 

練習試合は強豪チームとの対戦が多かったことと 
勝ち負けにこだわらず、いろいろなパターンを試すことが多かった、 
ということで、トータル成績より少し勝率が悪い。 このあたりはあまり気にすべきことではない。 
公式戦が練習試合より異常に多いのは、 大会にたくさん参加したことと、 
リーグ戦（ＭＯＳＬ＆ＯＳＦL）の試合が多かったことの結果である。 
１小学校のチームで、しかも土日のみの練習でこの成績はとにかく立派！ 
本当によくやったと思う。 

そして、いよいよ今日は６年生の追い出し会 
午前中は主に試合形式 
第１試合　レギュラーチーム　４-６　ＯＢ+コーチ連合 
第２試合　4・5年生紅白戦　　ヤンキース（森チーム）３-２ マリナーズ（細川チーム） 
第３試合　1・2・3年生紅白戦　パンダ（柳本チーム）３-２　コアラ（藤原チーム） 
第４試合　レギュラーチーム　３-３　新チーム 
それぞれの思いがこもった、最後まで楽しい試合だった。 

そして午後は追い出し懇親会。 
冒頭、水野監督の涙の挨拶から始まり、 全コーチからのひとこと・保護者からの御礼
（これはほとんど涙で聞き取れなかった） そして卒業生のひとこと（これもまた日ごろ生意気な（？）
選手たちから、あんなきれいな涙が見れるとは思っていなかった） 
記念品の贈呈があり、在校生から卒業生ひとりひとりに色紙が手渡された。 
最後に恒例の総監督の私から贈る言葉。 
卒業生８人、それぞれに私の想いがあり、それをまとめてみた。 
何度か言葉につまり、うまく読めなかったけれど、私の気持ちをみんな理解してくれていると感じた。

橋本　１年生からコツコツと地道に努力していたのが非常に印象深い。
　　　なかなか技術面で伸び悩んだ時期もあったが、今や立派なレギュラー選手。 
　　　精神面でやや弱いところも見られたが、自分の力を信じて行動すれば大丈夫。
　　　これからの中学生活の３年間、ますますの飛躍を期待している。
　　　しっかり自分を見つめ、頑張って欲しいと思います。
　　　やれるぞ、悠吾。やるんだ、悠吾！！ 

井戸　素質はアパッチでも１・２、しかし欲がなく、なかなかそれを発揮できなかった。
　　　ようやく４年生の終わりごろ、開花しだした。当然、目つきもかわり、休むことも少なくなった。 
　　　確実性に欠けることもあったが、堅実な守備。
　　　それが堅実すぎて無理をしないところに不満を覚えることもあった。
　　　でも、今は外野の大黒柱。広い守備範囲で何度もピンチを救ってきた。
　　　打撃も意外性の打者としていいところで打ってくれた。
　　　これから大いに君の力を見せ付けてくれ！
　　　そして大いに羽ばたいてくれ。
　　　その名前のように、飛べ翔太！ 

安藤　低学年の頃から華麗な守備で、将来を嘱望されていた。
　　　しかし、やや気が弱い面が災いし、いちどミスをすると後に尾を引くようになった。
　　　残念ながら、６年生で３塁を守ることになったとき、悔しい思いをしたに違いない。
　　　でもそれからの活躍は目を見張るものがあった。
　　　大阪城での決勝戦、三遊間の痛烈なあたりをさばいたプレーは、
　　 今も鮮明に脳裏に焼きついている。
　　　これからまだまだ悩むこともたくさんある。
　　　そんなときにひとりで考え込まず、いろんな人に相談しながらに、逃げずにぶつかって行っ
　　　て欲しい。必ず道は開ける。
　　　コウキ、しっかりな！ 



斉藤　あの怪物ソラ君が恐れる唯一のプレーヤー、モンスター斉藤。大阪城での３安打は永遠に語　
　　　り継がれるだろう。
　　　入部当時からそのひたむきなプレーには定評があったが、凡フライを落球したり、ミスもよくした。
　　　しかし、６年生になり、その働きは万人の認めるところとなった。脅威の１番打者として、
　　　全てのチームのエースが嫌がった。
　　　その俊足、バッティング技術、グラブさばき、どれをとってもアパッチの歴史のなかでも
　　　ＮＯ１の１番打者だった。
　　　もちろん、そのかげには、お父さんとの血のにじむような努力があったことは想像に難くない。
　　　君の活躍は私の自慢のひとつでした。
　　　中学生になっても、ますます努力を続け、りっぱに成長してくれることを期待します。
　　　まだまだ、成長目指せ！けいすけ！！ 

岡本　アパッチのなかでは唯一ポッチャリタイプのニコニコ顔。
　　　打撃でも守備でも成長は一番早かった。
　　　４番・サードの予定がさまざまな条件を加味され、６年生になって８番レフトが定位置になった。
　　　しかし、そのあたたかいキャラはアパッチにはなくてはならないものだったし
　　　あの大阪城決勝戦の最終回、ミスのあとのバッターボックスでの鬼のような形相は脳裏に焼きつい
　　　ている。 
　　　そしてその打席での見事なヒット！
　　　涙が抑えきれず、みんなに隠れてタオルで顔をぬぐったものだった。
　　　入試との両立は大変だっただろうが、見事それもクリアーした。
　　　でも本当の戦いはこれからだし、もっともっとつらいことが待っているに違いない。
　　　君ならやれる！　アッピー頑張れ！！ 

黒川　入部当初から腕白で、かなりのやんちゃ坊主。運動神経のよさや走力は目を見張るものがあった
　　　が、 どのような選手になるのかは正直不安もあった。
　　　しかし４年生頃から顔つき・態度・プレーぶりに大きな変化が見られた。
　　　僕がやらねばという責任感が芽生え、バッティングもピッチングも大きく成長した。
　　　コースを丹念につく制球力、ここ１本に絞った練習が実を結び、
　　　大阪ＮＯ１チームのエースとして、万人が認めることになった。
　　　また、水野キャプテンを助けてのムードメーカーぶりもチームに大きな支えとなった。
　　　さあ、これからが君の本当の力を発揮するときだ。 
　　　しっかりとした目標をもち、それに向かって進んで欲しいと思います。
　　　頑張れ！ユウト！！ 

森大　どことなくひ弱な感じだったが、抜群のグラブさばきで２塁手にうってつけという印象だった。
　　　しかし５年生の終わりごろから更に磨きがかかり、６年生では遊撃手に。 
　　　リーグチャンピオンシップ大会での華麗な守備は、ネット裏の関係者をうならせ、
　　　アパッチに名遊撃手ありとその名をとどらかせた。
　　　ミスをしてもニコニコと動じない表情にも安心感があった。
　　　そしてバントの上手さも定評があり、送りバント成功率は群を抜いていた。 
　　　あの大阪城の決勝戦でのスリーバントは一生忘れることがないだろう。
　　　努力は裏切らないを実践してきた選手だった。
　　　これからもたゆまない努力を忘れず、励んで欲しいと思います。
　　　ダイスケ、行くぞ！ 

水野　昔からアパッチの弱点は捕手にありと言われ続けてきた。
　　　しかし今年に関しては全くそういう心配は杞憂であった。
　　　今年安定した成績を残し、見事大阪城を制覇できたのもキャプテン水野の功績が一番だった。
　　　当初はあまり大きな声も出ず、少し心配だったが、夏頃からキャプテンとしての落ち着き、
　　　風格が見られるようになった。
　　　もちろん長打力など打撃面でも力を発揮し、クリーンアップを務めてきた。 
　　　今後も理想のリーダーとして、みんなのお手本になることだろう。
　　　リード面、送球、リーダーシップすべてを兼ね備えた最高の主将だった。
　　　お疲れ様！そして感動をありがとう！！
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2011.3.26  Last Apaches For USJ 

３月２５日（金）
今月やっと２日目の休み。
毎年小学校の卒業式と終業式の間の平日、
アパッチ６年生の卒業生とＵＳＪに行くようになっている。
最近はなかなかその平日がなく、今日も春休み真っ只中で超満員。
今年はあの地震でディズニーランドが休園のためその影響もあるのか。

もう４年目になるのかな、この[ Last Apaches For USJ ]をはじめて。
最初は追い出し会で卒業生を送り出して終わりのはずなのだが、
どうも分かれづらい気がする（私だけかもしれないが）。
そんな想いから始まった。

朝７時の住ノ江発に乗り、現地には７時４０分過ぎに着く。
勿論先着組もいるが、１０か所のゲートのうちのいずれかの先頭に並ぶことはできる。
今年の１０期生は８人。
当然、全員参加。
開門（今日は８時４０分過ぎに開いた）を待つ間も、
アトラクションを待つときも終始口が動いている。
お菓子がいろいろなポケットから湧いてくる。

そんなに食べたら昼ごはん食べれないぞ。
といった心配は全く杞憂だった。

どのアトラクションにするのかは基本的には多数決。
それで決まらない場合は、キャプテン水野の決断。
しかしこのキャプテン水野、１年間でずいぶん立派なリーダーシップを発揮するようになった。
いつも冷静沈着、風格が漂っている。
歴代のなかでも僕好みのリーダーのひとりだ。
今、新入社員教育のなかの私が行っているリーダーシップ論に登場してほしい人材だ。

このＵＳＪ企画、アパッチ活動とは別の１面が見れて本当に楽しい。

しかし、最近の子供たちにはスピード系アトラクション嫌いという子がたくさんいる。
乗る前から「怖いから無理です」と決め付けてしまう。
あまり強制はしないが、我慢してチャレンジすると、「面白かった」なんていう答えが返ってきたりする。
そら、見ろ！
やってみないとわからないだろう。
食わず嫌いがいちばん損するんだぞ。

１７時すぎまでみっちり遊び、この寒いのにジェラシックパークに２度も乗り、
２度ともビショビショになっているのに、３度目にチャレンジするという。
さすがにここは辞退し、バックドラフトで温まりにいった。
そんな目的でアトラクションを利用するなと言われそうだ。

１８時過ぎに住ノ江駅到着。
これで本当の最後。
このメンバーとのお別れ。
そんなことを意識しているのは私だけかもしれないが、後ろ髪引く思いで家路に着いた。

みんな、元気で頑張れよ～！。


