
2011.3.28　VS 玉造バスターズ 

３月２７日（日）　玉造バスターズとの練習試合
私にとっては実践の試合参加は久しぶりだ。毎年この時期に玉造と試合をさせていただく。
このチームは指導者がとても熱心で、統率がとれ、練習のノックを見ていても参考になり、勉強になる。
３年ほど前、ＭＯＳＬで初めて対戦したときに、絶対強くなるチームと感じた。
そしてそれは予想以上に早く来、今や目標とするチームのひとつになった。

第１試合はＡ対戦でベストメンバー。
しかし、エース森が本調子ではない。
あのベストピッチのときの、キャッチャーミットでのうなりが聞こえてこない。
打線は下位に入った柳本・久保山の活躍で３点をとり、優位に進めた。
それにしても３年生の柳本はすごい！
身体も大きいが、新６年生と言ってもだれも疑わない動き。
精神的にも強く、どこのポジションでもこなす。
今日も３試合フル出場し、７打席で４安打２四死球１犠打５得点で何と１０割！
おまけに第２試合では投手として初登板。
立ち上がりこそ四球を与えたが、その後はひとりのランナーも出さないピッチング。
ここ３年は彼を中心にアパッチは動くことだろう。
試合は最終回に危なかったが、２死満塁の大ピンチで、
センターへの大飛球を久保山が背走し好捕、どうにか逃げ切った。

第２試合はＢ対戦。　その柳本の初陣は先頭打者にストレートの四球。
２番打者にもスリーボール！だめかと思ったが、そこで崩れないのが[超人ヤナ]の素晴らしいところ。
この後はひとりも出さず投げ切った。
そしてリリーフに立ったのは２年生工藤祐才。
この選手も柳本に劣らず、リーダーシップが素晴らしい。
同じ２年生の中橋とのライバル関係がうまく働き、シナジー効果で全体的なレベルアップが望める。
打線も活発によく打ち８点を取った。

第３試合の先発は宮本。課題の制球もずいぶんよくなった。
もともと球威があるので、速球は唸り声をあげてキャッチャーミットにおさまる。
最終回に内野のミスと３四球で逆転されたが、打線が点を取っていれば別の展開になっていた。
もっとも、１-0でも勝てるような精神力も養わないと、本当のエースにはなれないが。

攻撃面での作戦にももう少し工夫がほしいところだが、
いちばんの課題の守備で、やはり問題を残す。
本番まで時間はある。
じっくり行こう！

2011.3.30　　新入社員研修スタート

３月も終わりに近づき、間もなく４月。
今年私が採用した新入社員が１８人、いよいよ入社式を迎える。
男性１２人女性が６人。
幹部候補生として選んだ。
早稲田や関学出身といった、線が細いがそこそこ明るい知能を持った者や、
アメフト・柔道で名を売った猛者もいる。
もちろん全員が、完璧に欲した人物かというと、それぞれに物足りないところは少なからずある。
そしてこれからの１年間で短所を修正し、長所を伸ばしてやる、そういう研修をして行かねばならない。

4/1（金）10時から入社式のあと、歓迎懇親昼食会、部門長訓示等あり、そのあと早速研修スタート。
そして翌日７時集合し、研修先である金剛山の香楠荘へバスにて出発、
現地ではロープウェーという甘い手段はなく、当然登山。
約１時間かけて登り、１５分の休憩ののち、地獄の特訓が始まる。

ちょっときついかもしれないが、この程度で音を上げていては、幹部候補生の名が泣く。
１年前の先輩たちは、この地獄の特訓を乗り越え、驚異的なスピードで４人の男性が店長職を獲得した。
同じく女性のなかでも４人がそれに続いた。
彼らは今年の幹部候補生をライバルと見、負けてなるものかと頑張っている。
今年のみんなも、昨年の彼らに負けることなく、精一杯やってほしい。



2011.3.31　戦闘開始 

先日の近畿大会新人戦は予選で庭代台サニーズに敗れたものの、運よく決勝トーナメント進出を果たした。
意気込んで準々決勝にのぞんだが、空回りの敗退。まあベスト８をヨシとしとこう。

そして４月３日。昨年優勝を果たした大東フレッシュ杯に参加。
ディフェンディングチャンピオンというと恰好いいが、毎年選手が入れ替わる少年ソフトでは、みんな同じ

スタートライン。今回は統一地方選挙の関係で日程が１日少なく、参加チームも少ないし、したがって
初日の予選では２連勝しても決勝に進めない可能性がある。出来る限り失点をなくしながら勝たなければ
ならない。守りに不安のあるアパッチにとってはちょっと心配。しかし相手の力も分からない状態ではまず
勝つこと。失点を気にしている余裕などない。ベストを尽くし、決勝に進みたいものだ。

そしてＭＯＳＬのリーグ戦もスタートする。今期もＡ・Ｂチーム２チームエントリー。
Ａはいいとして、Ｂはメンバー構成はむつかしい。宮本は５年生だが、Ａでも投げるためＢではダメ。
佐藤・柳本・工藤祐・中橋佑斗の４人でまわしていこう。
問題のキャッチャーは柳本・久保山・藤原・倉員・安田といろいろなパターンを試してみたい。
いずれにしてもこのＢチームは勝利は２の次、内容の充実と選手個々のスキルアップをはかるということに
専念させたい。みんなそれぞれに課題を持たせるところからはじめよう！
 

2011.4.5　大東フレッシュ杯予選 

４月３日（日）大東フレッシュ杯予選。
毎年参加させていただいている大東フレッシュ杯。昨年は幸運にも優勝することができた。
もちろん、自分たちだけの力で達成できた偉業ではないことは理解している。
ラッキーもかなりあった。
今年度、ディフェンディングチャンピオンという立場であるが、そんなふうには思ってもいない。
今年は総選挙の関係で、実施日が例年の3日間から２日に変わった。
そのため参加チームも予選の制度も変わり、初日に２勝しても、決勝に進めない場合がある。

われわれのグループは４チーム編成。
そのなかに津の辺子供会がいる。かなりの強豪と聞いている。
しかし、幸か不幸か対戦しないのだが、それが逆に困った結果をもたらすかもしれない。
要は、アパッチ・津の辺とも２勝したときに、失点差で決勝進出が決定される。
したがって２勝することと失点をいかに抑えるかを考えなければならない。
でも対戦する相手もどちらも名前が通っているし、失点計算よりもいかに勝つ工夫をするかの方が大事だ。

第１試合、　VS 味生リングス
初回、森のツーランホームランが出、幸先良いスタート。
２回にも雄志のタイムリー３塁打などで３点追加。
守ってもエース森が４回まで１安打に抑えたが、最終回内野にミスが続き、失点をしてしまった
やばい、失点を抑えないといけないときに無駄な点を与えてしまった。
これで津の辺が２試合とも無失点の場合、アパッチは予選敗退となってしまう。

しかしその津の辺が次に当たる予定の樟葉と引き分けた。
ラッキー。
アパッチが次の試合に勝利すると決勝進出になるため、失点は考えなくてもよい。

第２試合、　VS 樟葉フェローズ
初回に４安打を集中し、相手ミスもあり７点を奪取。
こうなればこっちのペース。
３回にも３点をいただきダメを押した。
最終回にエラーがらみの失点もあったが、10-1で快勝、決勝に進むことが出来た。

さあ、強豪が待つ決勝だ、連覇できるか。



2011.04.6　入社式＆幹部候補生研修 

4/1（金）入社式
いよいよ幹部候補生社会人としてのスタート。
厳かな雰囲気で式典がはじまり、歓迎昼食会・部門長訓示と進み、いよいよ研修がスタート。
各部署より業務説明があり、みんな熱心に耳を傾けている。
なにかとあわただしい１日が終了した。

4/2（土）合宿研修の地、香楠荘に出発。
午前8：30金剛山ふもと着、登山開始。
前泊していた私は、おそらくバテるであろう念仏坂あたりで、杖と水を用意して待機していた。
案の定、何人かはギブアップ寸前。
特に姉崎さんがつらそうだったので、老体に鞭打ち引き上げて行った。
予定より１５分遅れ、香楠荘到着。
さあ、地獄の特訓開始。
まず声出し。
とにかく大きな声を出すことから始まる。
そして１分間スピーチ。
あまり人前でスピーチをしたことがないようで、みんなシドロモドロ。
でもこの研修のあとでは全員立派にしゃべれるようになる。

午後から仕事１０則の暗記訓練。
通常３泊４日のこの訓練をこの２日間で何人がクリアーできるか。
１日目くたくたで終了。

２日目
聞けばほとんどみんな寝ていないらしい。
完徹、３０分、多いもので１時間。
朝、５時３０分起床。
園地にて１時間ラジオ体操。
ラジオ体操といっても普通のものと違う。
きっちり腕を伸ばし、身体を曲げ、力いっぱい。
あ～しんど。
おまけに雪が・・・。
この４月の桜の季節に雪桜なんて。

さあ、テスト。
それぞれに紆余曲折があったが、どうにか全員合格。
よかったね。

最後の５分間スピーチも合格し、無事研修終了。
これまで食事がのどを通らなかったものも何人かいたが、
研修終了後の食事（うどんすき）にはみんな猛烈な勢いでパクツキ、３０分ほどで完食していた。
夕食後、私のみんなへの訓示にも、ひとりの脱落者もでず、全員が熱心に聞き入っていた。
みんな本当に疲れていたのだろう。
１０時すぎにはすべての部屋から物音が聞こえることはなかった。

あ～あ、終わった。
前泊している私にとってこの３泊はきつかった。
トータルで１０時間寝たかどうか。
でも明日の我が社の命運がかかっていると言っても過言じゃないこの幹部候補生。
１年後見事に羽ばたいてほしい。



2011.4.9　講義

４月５日（火）
今日から始まる本格的な研修。
１単元９０分で１日５単元の講義
まず初日のトップは私の受け持ち。

私の講義は大きく分けて３つ。
一つは理念教育。
これまで、この経営理念といった理念教育はあまり取り上げることはなかった。
しかしこれを疎かにし、会社の成長は絶対にない。

二つめはリーダーシップ論。
幹部候補生に求められるなかに、ＱＳＣレベルの向上のためのノウハウは大切なことだ。
しかし、それらを従業員のみなさんにいかに浸透させていくのか。
お店を運営していくために、どのようにしてみんなを引っ張っていくのか。
そういった全てのことを集約したリーダーシップ論。

三つ目は一般教養。
信頼される優秀な店長は、通常の店長業務以外に
社会人としての教養、一般常識を兼ね備えておくべきというのが、私の持論。
そういった意味から、算数学（数学ではなく）・基本英語・英会話・冠婚葬祭・故事成語・・・、
といったものを取り入れた。
もうひとつ漢字検定については、今年度教育委員会からのインターンシップで参加していただいている
先生にお願いすることにした。
私の講義ではないけれど、そのほか簿記・パソコン教室・労務管理などなど。
しかし今の私に、算数学・英会話といった授業の講師が務まるかな？
この歳になって、昔取った杵柄というものがまだ発揮出来るのか大いに疑問はある。
もう一度記憶を呼び起こしながら、再度の勉強をしないと。
なにせ相手はつい先月まで現役の大学生だったのだから。

2011.4.13　練習試合　VS 塩草フルスウィングスジュニア

4月9日（土）
統一選挙の影響で学校が使用できず、今日は塩草フルスウィングスジュニアさんに無理をお願いし、
練習試合を組んでいただいた。
新チームでスタートしたこの時期、例年玉造と塩草との練習試合を組ませていただいている。
別に意味はないのだが、まあ同じようなレベルということで安心感があるためだ。

午前中仕事をし、午後からスーツ姿で駆けつけた。
なにかいつもと違う。
そうなんだ、チーム塩草は小柄な選手のイメージが強いのだが、
今年のメンバーはでかい選手が多い。
クリーンアップも破壊力がありそうだ。
それでいて内野はやはり例年通り堅い。

1試合目はバッテリーミスもあり、大量点をいただいた。
エース森はたちあがり、少し雑な感じがしたが、回を追うごとに持ち前の速球がうなりだした。
スコアーは7-0だが、点差ほどの実力差はない。

2試合目・3試合目とＢ・Ｃ対戦が続き、最終戦もレギュラーで挑む。
どうもアパッチはこのタイプの投手に弱い。
特にゆったりとしたモーションから来る球は、スピードはそんなに速くはないが、
タイミングがとりづらく打ちづらい。
少しゆったりし過ぎ、20秒ルールに何度も引っかかってはいたが。

4回に2塁にランナーをおき、4番中橋の一振り。
それまであまり当たっているとは言いがたいバッティングだったが、
ここぞというときやってくれるのが真の4番。
どうにか1-0の辛勝。
いずれまた、どこぞの大会であたることがあろうが、今年の塩草は要警戒。



2011.4.14　ガチンコ　VS 龍華ＳＣ

４月１０日（日）
八尾市の龍華ＳＣとの練習試合。
初めて対戦したのが５年ほど前だったか。
八尾のレベルは非常に高く、その中でもこの龍華というチームは常に１・２位を占め、
何度対戦しても歯が立たず、というか大量失点・完封負けだった。
目標といっても遠い星のような存在だったのだ。
２年ほど前からなんとか試合らしくなってきたが、それでも圧倒的に分が悪く、策の打ちようがなかった。

今年度、有る程度の自信を持ち、練習試合を申し込んだ。
しかし今年の龍華は、２年前の強力打線・鉄壁守備が戻り、
八尾の新人戦をずば抜けた成績で優勝するなど、練習試合を申し込んだことを後悔するほどの力があった。
そんなことなど露ほど知らず、私は愚かなことを悔やんだがあとの祭り。

さてその試合。
龍華の申し出で全日本大会に合わせての８０分７回戦。
午前中ＭＯＳＬのリーグ戦で２試合投げてきているだけに、エース森の出来が心配ではあった。
しかし、そこはスーパー森。
強力打線を７回散発３安打に抑えた。
アパッチ打線も龍華エースから７安打を放ったが、そこは龍華守備陣、微塵のほころびも見せなかった。
７回までともに１死球ずつ、無四球で両チームとも無失策、素晴らしい。
先の試合で試したショート中橋・サード村上がともによく守った。
とにかくつながりが良ければ点がとれることは分かった。
いかにどん欲に得点を狙うか。
いかにしてサードランナー（セカンドランナー）をホームに迎え入れるか。
そこが課題であろう。

この８０分７回戦、龍華戦の引き分けは大いに自信がついたことだろう。



2011.4.19　大東フレッシュ決勝 

４月１７日（日）
大東フレッシュ杯決勝
決勝１回戦は若草子供会。
初の対戦で全くデータがない。
試合前の練習を見ていたが、投手がやたらでかい。
しかし制球はそれほどでもないように思った。
ボール球に手を出さなければなんとかなるかな。

しかしエース森がいまいち精彩がない。
球が荒れ気味で、安定感がない。
初回に４番中橋のタイムリーなどで２点を先攻する。
ところが２回、１死から死球をあたえ、その後ＷＰ・ＰＢ・ＷＰと連発し１点を差し上げた。
３回も、内野エラーのあと、ＷＰ２発のあと内野ごろで同点。
どうもいつもと勝手が違う。
点の取られ方が悪すぎる。
この試合はノーヒットに抑えたのに２点をとられた。
その裏に、森のどでかい１発で勝ち越し、
工藤・柳本・久保山のタイムリーで突き放した。
森は調子が悪い中、９三振を奪い完投勝ち。

２回戦は強豪の西山台フェニックス。
さすがにまとまった好チーム。
投手は左の女の子。
手首を使ったいい球を投げる。
この試合は本来の良さが出ず、制球に苦しんでいたようだ。
初回に森の犠牲フライ、３回に森の２試合連続のホームランでリードを広げた。
しかし４・５・６番にヒットが出ず、思ったほど試合の安心感がない。
案の定最終回に反撃に会い、２点を取られた。
でもどうにか準決勝に進出を決めた。

準決勝の相手は清水フリーバーズ。
丸い体系ながら、なかなかのスピードボールを投げ込むエース。
しかし打てない球ではないと判断し、この投手戦をどれだけ我慢し、
チャンスをつかめるかが勝負と見た。
初回にこの試合唯一のヒットを許し、送りバントなどで１死３塁と攻め込まれたが、
３番を三振、４番を強いあたりのショートごろに抑えた。
このショートごろは中橋がよく守った。
アパッチ打線は中橋・村上がヒットを放ったが、頼みの森がよく研究されていたのか、
完全に抑え込まれ、５番以下も全く音なしだった。
結局６回を終わり0-0.

延長のタイブレーカーで、フリーバーズは４番に送りバントの作戦。
アパッチとしてはその方がありがたかったのだが、
続く５番に前進守備のセカンドの左を抜くあたり、３塁ランナーのホームインを許してしまった。
しかしこのあたりを、センター細川がすばやい送球で１塁で刺し、いい雰囲気の状態で終わることができた。
アパッチの攻撃は２番雄志から。
うまく２塁ランナーを３塁に送り、ここでバッターはスーパー純介。
アパッチにとっては願ってもない打順。
１発出ればさよなら、最悪同点。
しかし森の当たりは強烈なサードゴロ。
ここはディフェンスの堅いフリーバーズ内野陣。
上手くさばかれ、３塁ランナーは本塁憤死。
４番中橋も倒れ、準決勝で敗れ去った。

決勝１回戦で細川が手の故障で捕手が柳本に、
投手エースの純介が準決勝の途中から右手人差し指が水ぶくれと、万全ではなかった。
結果３位で連覇ならずであったが、よく頑張ったと思う。
選手のみんなお疲れ様でした。
３位は褒められる結果だったぞ。
つぎの忠岡大会も頑張ろうぜ！



2011.4.25　ＭＯＳＬリーグ戦

４月24日（日）
ＭＯＳＬリーグ戦。
日曜日というのに今日も仕事だが、講義の時間を昼からに変更し、午前に少し参加できるよう調整した。

まずＢリーグ。
１・２回戦に難敵を撃破してきたが、（勝てるとは思っていなかった）、いろいろ思うところがあり、
選手の起用法や試合への考え方を方向転換してみようと思い立った。
いずれにしても勝利優先ではなく、試合慣れの場であり、試行錯誤の場であるという認識。
監督や指導者は大変かもしれないが、とにかくやってみよう。

Ｂの対戦相手は南百済ファイターズ
先発は佐藤。
最近登板の機会が少ないが、球はいいものをもっているし、
気持ちさえしっかりして自信を持てば、宮本以上の投球をすることもある。
いずれにしても来年は２枚看板でいくわけだから、しっかりしてもらわないといけない。
先頭打者に四球をあたえ２番にもストライクがなかなかとれない。
しかしここから踏ん張る。
３連続三振！！
スピードもあるし、球威もありそう。
結局被安打１で見事投げきった。
打線も３番の北野が素晴らしいバッティングで存在感をアピール。
また公式戦で初のマスクをかぶった安田も、精一杯役割を務めた。
とにかくこのメンバーが頑張ってくれないと、アパッチの未来は暗い。

Ａの対戦も同じく南百済。
ライトに中村、先発は宮本。
相手投手は小柄ながらいいスピードをもって攻めてくる。
しかし相手には悪いが、このスピードがアパッチにとって一番好きなスピード。
一般的にはもっと遅い投手が多く、そちらのほうが苦手。
速いからこそ打ちやすいのだ。
そして肝心なところでエラーもあり、大量点をいただいた。
内野守備がもう少しレベルアップできれば、かなり失点は防げるはず。
投手がいいピッチングしているだけにもったいなかった。

そしてアパッチ宮本のピッチング。
相手打線の悪球打ちにも助けられた感はあるが、
スピード満点の素晴らしいピッチングで投げきった。
自分の力を信じてピッチングできれば、もっと良い結果につながるはずなんだが。
今回は大量リードで余裕ができたが、接戦のときにこれができるようになれないと真のエースにはなれない。

打線は森・細川・中橋がともに３安打。
とくに細川が安定してきた。
そして雄志も１安打ながら、しっかりバットにとらえていた。

あっ、忘れていたが、初回相手先頭打者のレフトへのライナーを、ファインプレーで好捕した工藤の守備、
恰好よかった。

未練残し、仕事へ向かった。



2011.5.1　忠岡グリーンカップ 

４月２９日（祝）
今日は初参加の忠岡グリーンカップ
昨年のリーグチャンピオン大会でお近づきになり、
今回のこの大会にもお招きいただいた。
ということで恥ずかしい試合はできない。
１回戦の朝陽連合については、全く情報がなく（相手も同じだが）
まあ精一杯やるしかない（当たり前の話）。
朝陽は試合前に全員で、こちらの練習を熱心にご覧になっていた。
実は私もこっそり投手のピッチングを盗み見していたのだが。
左腕をまったく使わない、片手投球のような変則派。
しかしスピードはかなり速い。
捕手も身体が大きく肩も強そう。
こりゃ１点の勝負かな。

我がエースのスーパージュンスケはいかに。
ピッチング練習を見ていたが、球が走っていない。
あのキャッチャーミットでのうなりが影を潜めている。
これは打たれるかも（それらしきことを有る方に言っていた）
もう少し早めのウオーミングアップと、真剣さが必要と感じた。
この心配が杞憂に終わればいいのだが。

試合開始、先攻アパッチ、案の定全くタイミングが合わない。
３番純介には警戒してかほとんど勝負をしてこず四球。
試合前の練習（トスバッティングなど）でスーパージュンスケの力量がわかったのかな。
その裏、相手先頭打者にライトへ運ばれる。
うまくさばけばアウトだったが、まあ仕方ない。
２番に簡単に送られる。
このあたり、本来の純介の球ならそうやすやすとはバントできないのだが、やはり球に勢いがない。
相手選手もうまかった。
３番を仕留めたものの、４番に三遊間の強い当たり。
ショート中橋惜しくも届かず先制される。

残念ながらこの１点がこの試合を決めてしまう。
まだまだチャンスはあると思っていたが、
頼みの純介は２打席目も歩かされ、、
ヒットは４年生の柳本のレフト前の１本のみ。
いくら変則投手といえ、いくらなんでも打てなさすぎる。

純介も２回以降ヒットを許さず、初回は何だったのだろうと思ってもあとの祭り。
残念ながら初戦敗退となってしまった。
驕り・慢心・気の緩み？
まあひとつ勉強になった。

２回戦はこの敗戦のうっ憤を晴らすような打線の頑張りと、
久しぶりの宮本の安定したピッチングで大勝した。
しかし大会はこれで終了。
もう一試合戦いたくとも許してもらえず、帰りの道中の長かったこと。



2011.5.6　ソフトボール三昧（１）

5月6日（金）
正確にはこの土・日まで続いているのだろうが、私にとっては連休というものは終わった。
実際は昨日・おとといの２日だけだったのだが、ソフトボール三昧は楽しかった。

4/29の忠岡での敗戦後遺症の心配の中での、4/30田中との戦い。
ＭＯＳＬ公式戦、45学年制など田中の選手の疲れはあったものの、望外の結果だった。
忠岡ショック後の打撃練習の成果か、はたまたバイオリズムなのか。

5/1（日）
心配された雨も問題なく久し振りの1日練習。
みんなそれぞれの課題を持って練習に励んでいた。
夕刻、超人ヤナが怪我で救急車で搬送というハピニングがあり、周りをドキッとさせたが、
その後の診断で単なる打撲とわかり、みんなを安堵させた。[ あ～ぁ　、本当によかった！　]

5/3は珍しい完全休養日。
休みの日の一家団欒はめったにないこと。
十分休んで明日からに備えてください。

5/4（祝）城北小学校遠征。
例年好敵手となっているユニオンズとの対戦。
6年生1人5年生2人という編成からも、今年は楽に戦わせていただけると楽観視していた。
（本当は口に言うほど、甘くは考えていなかったけれど）
しかし、ＯＳＦＬ公式戦が始まると、選手・コーチ・応援団が黙り込んでしまった。
エースのスーパージュンスケも今一ではあったが、それでもかのチビッコギャング達がなんなく当ててくる。
もちろん、打ち返すというようなあたりではないけれど、
野手のいないところへ運ぶ上手さ。
3号バットに3号ボールの練習の成果なのだろう。
2回にいくつエラーがあったのか分からないが、とにかく7失点！
ジュンスケが１イニングで7失点なんて、4年生からＡのマウンドを踏んでいる中でも初めてだと思う。

そういえば昨年のこの時期、売出し中のモンスター斉藤が、MOSLリーグ戦で北田辺に１イニング8失点で敗れた
ことがあった。全くストライクが入らず、おまけに守れず打てず、大東フレッシュ優勝の看板はどこに行ったのという
感じだった。雰囲気的には同じような展開。
その後はやや立ち直り追加点を与えなかったが、攻撃陣もそれにつられ、反抗するそぶりもなかった。

今日の1日はＡチームにとってはそれが全て。
しかしこの敗戦はとても薬になったはず。
負け惜しみではなく、順調にきたアパッチにも、ちょっとした気の緩みでここまで落ちむんだということをみんなが
認識できた。これからの区大会や市大会への、本当に素晴らしい戒めだったと理解したい。



2011.5.7　ソフトボール三昧（2）

5月4日（祝）城北との惨めな敗戦のあと、夕刻よりスタッフミーティング。
今後の方針や、ここまでの反省点を話し合った。
みんな酒も入り、本音のぶつかり合いでちょっとエキサイトした場面もあったが、たまには良いでしょう。
みんなアパッチが大好きで、よくしたいという気持ちは一緒なんです。ただ一人ひとりの表現方法が違う
だけなんです。約1名泣き上戸のコーチがいて、家に送り届けるのが一苦労。しかし楽しいお酒でした。

明けて5月5日（祝）5・5こどもソフトボール大会。
過去何度か参加したなかでも、Ａチームでは予選敗退はない。しかし今年の相手は２チームとも

なかなかの強敵。貝塚ファイターズと金塚子供会。どちらも毎年予選を軽く突破しているチーム。
たくさんＢチームが出場しているなかで、ちょっと組み合わせの運が悪かった。
しかしそんな運のことを言っている場合ではない。とにかく自分のソフトをするしかない。

１試合目　ＶＳ　貝塚ファイターズ
投手は可愛い女の子、しかし、しっかりした腕振りから投げ下ろす速球はかなりのもの。
アパッチ打線はどう攻略するのか。初回満塁まで攻め立てるも無得点。
心配された森の立ち上がりではあったが、３番にセカンド内野安打を許したが４番を三振に切って取り、
今日はいけそうかな。0-0のまま３回、この回は１番森から。
期待したのと少し違ったが痛烈な３塁強襲の内野安打。２番村上の絶妙のバントがヒットとなり１・２塁。
３番細川が送りバントを１発で決めここで４番中橋登場。
初回にもヒットを放ち気分よく打席へ。
そしてここも期待に応えレフト線の２塁打（通常ならホームラン）で２点先制。
続く宮本もセンター前タイムリーでこの回３点目。
この時点で勝負有りというところであったが、攻撃の手を緩めず、４回にも中橋が満塁走者一掃の３塁打で
ダメを押した。エース森は初回の内野安打以降は完璧に抑え、最終回宮本も３人で抑え初戦をものにした。

勝敗の興味とは別でもうひとつの盛り上がりがあった。２回裏アパッチの攻撃、２死で９番森勇太。
アパッチが誇るチビッコ軍団の中の、スペシャル２年生のひとり。
打席に立った瞬間、相手ベンチからも可愛いという声と微笑みがいっぱいだった。
当然、安全パイという気持ちもあっての上でのことだと思う。しかしこの２年生は違った。
２ストライクまで追い込まれてからがすごかった。そこからボールを選びながら４つのファウルで粘る。
相手ベンチ・応援団から微笑みは消えていた。-2まで粘り、最後のハーフスウィングを３塁審がスウィングと
判定され（振ってないよ）三振となったが、大物の片鱗を十分に見せ付けてくれた。

２試合目　ＶＳ　金塚子供会　いつもいつもアパッチを苦しめるこのチームのよさは、ベンチ・応援団を
ひっくるめたまとまりに尽きる。部員数も多く、穴のない守備陣。
みんな礼儀正しく、本当にチームとしても素晴らしい。さあ、今年はどんなチームに仕上がっているのか。
エースはサウスポーで速球も切れがよく、チェンジアップも有効に投げてくるという情報を得ていた。

初回３番細川にヒットが出るが無得点。
２回宮本がセンターエラーで出塁のあと、佐藤野戦・柳本が内野安打で満塁、ここで８番久保山登場。
期待に応えショートへの痛烈な当たりが内野安打となり先制。
しかしこのあとのノーアウト満塁での拙い攻撃で最少得点の１点のみ。ここは確実にあと２・３点は
欲しかった。こういう状況のあとの相手攻撃を注意するのが勝負事の鉄則。
やはり先頭打者に本日初の四球を与える。
しかしここは森が相手５・６番を連続三振に抑え、７番もセンターフライに抑えた。
（センター柳本の軽快な守備は安定感抜群だった、本当に先日の怪我が大したことなくよかったね）
３回、１死後この日の当たり屋中橋が３塁内野安打、ラッキーボーイ宮本が１打席目に続きライトの
エラーで出塁。６番佐藤が上手く送り、２死ながら２・３塁。
さあここで超人ヤナ登場。先ほどのセンターフライも簡単な飛球ではない。
ボール落下点へ行くのが早いため、平凡なプレーに見えるが、難しい球を簡単にとるのが名プレーヤー
ということか。４年生超人はみんなの期待に応えレフト前に２点タイムリー。さすが（パチパチパチ）！
エースのスーパージュンスケは本日はバッティングでは目立ったところはなかったが、
１～４回まで１四球のみの無安打に抑え最終回は宮本に譲った。

バックネット裏では今年度大阪ＮＯ１投手（私が言っているのではなく、他の監督の話）の登場というところで、
いろいろなチームから偵察に来ていた。
本来のズシッとミットをうならすことはなかったけれど、この球速でベース上で少し変化するあのボールは
打てない。市子連大会（大阪城夏の陣）まであと４カ月。まだやり残していることはたくさんある。
そして隠れた強豪チームもあるようだ。今日は今日で終了。

また明日から頑張って行こうぜ！



2011.5.14　最終選考真っ只中 

５月１４日（土）
今週は東京出張の関係でほとんどＨＰもブログも更新できなかった。、
口の悪いやつは、先週無様な負け方を何試合かしたからと言われているが、全く違う。

今回の東京は来年採用の最終面接。
１次を通過した７人の精鋭（？）
昨今の採用状況からか、特に女子大生に危機感を感じる。
大手企業は６月からのスタートということもあって、男子学生はまだ本番気分になっていない。
女子学生も同じ環境のはずなんだが、男子以上に昨年厳しかったせいで、
すでに戦闘態勢は整っているようだ。

今回は男子３名に女子４名。
やはり女子はみんな素晴らしかった。
しかしここは心を鬼にし、そして厳しく評価しての結論を下した。
男子学生のなかには、じきじきに大学教授からの推薦のあったものあったが、
残念ながら私には、その声に傾ける心の余裕はない。
心の余裕というか、判断基準を間違えると、取り返しがつかなくなるわけで、
あとでしんどい思いをするのは、私自身だから。

これから１１月上旬まで、心の葛藤と戦いながら、自分を見失わないようにしなければならない。
学生諸君も必死だが、こちらも人間の一生を左右しかねない大切な判断を、
個人のためにも、会社のためにも、中途半端な情に流されず、しっかり取り組んでい行こうと思う。

今日（5/14）も午後から練習試合の予定だったが、会議があり欠席。
あすは5・5大会の決勝。
絶対行くぞ！
会議も商談もなし、あっても知らん！
 



2011.5.16　　5・5こどもソフトボール大会決勝（1） 

５月１５日（日）５・５大会の決勝
会場設営もあって6事３０分公園集合し、森氏・岡田氏とともに会場の大和川河川敷へと向かう。
アパッチは第２試合（９時３０分開始）、それに勝てば第６試合（１３時３０分）と少し間延びする。
決勝トーナメントの初戦の長原ジュニアーズとは対戦経験がなく、先日の予選で審判をした程度。
投手は左で、まあ大きなミスさえなければなんとかなると思っていた。（油断大敵！）
しかし会場に着くと予期せぬことが・・・。相手チーム棄権のため、初戦は不戦勝。
エ～ッ、選手たちは８時前に到着するのに、最初の試合が13時３０分！
５時間以上もなにをしたらいいの？文句をいってもしようがないので、ゆっくり練習をさせるほかはない。
その後の昼からの難敵のドンマイズ・恵我・杉の子連合（ＫＤＥＳ）の分析でもしようかな。
今年度は従来のＫＤＥに杉の子が合流しての大強敵。
名将大塚氏が監督としてこの集団をどのように捌いていくのか。
素質のある選手が大勢いるだけに、アパッチとしては心してかからねばならない。
相手の攻撃はある程度読めているつもりだ。
アパッチとしてその対策をどうするのか、そのあたりを選手にどういうふうに指示するのか。
そのあたりが勝負のポイントだと思う。

棄権チームが３つもあるおかげで、アパッチ審判団は忙しい。
ゆっくり椅子に座っていると、「審判は清水丘の○○さん」というアナウンスが流れてくる。
試合のために来たのか、審判のために来たのか分からない。

午前中の数試合を一生懸命務め、やっと１３時３０分プレーボール開始。
先攻はＫＤＥ。１・２番はバントまたはスラッシュ、これしかない。
純介の調子があまりよくないと判断すれば思い切ったバッティングも考えられるが、まずそれはない。
しかし今日の純介は良かった。１・２・３番を簡単に追い込み最後は内野ゴロにしとめた。
無理に三振を狙わず（ＫＤＥの上位打線は簡単に三振をとれるほど甘くはない）、
バッティングをさせず内野ゴロに討ち取った。

ｱﾊﾟｯﾁ打線も同じように思ったバッティングをさせてもらえず、３回を終了して0-0.
４回の表ＫＤＥの攻撃。１順したあとの１番バッター。
２ストライクと追い込んだが、そこから粘られる。
さすが１番バッター。ついにはセンター前に運ばれ初ヒットを許す。
そして悪い流れのパスボールで簡単に二塁を許す。
次に意表をついた三盗。
ここでもそういうこともあるという心構えができていなかった三塁雄志のボーンヘッド。
そのあと送りバントをｆｃ。
無死２・３塁の絶体絶命の大ピンチ、おまけに３・４・５番を迎える。

しかしマウンド上のスーパージュンスケは並みの投手ではなかった。
鬼の形相で相手バッターを睨みつける。
３番を渾身の速球でピッチャーフライ。[　１アウト　]
４番には最高のスピードで空振り三振[　２アウト　]
ここで宮本監督絶妙のタイム。いいよ！抜群！！
そして５番にもコース・高さ・スピード三拍子そろったスーパーボールで空振り！[　３アウト　]
見事にこのピンチを乗り越えた。
素晴らしい。

その裏、ピンチのあとにチャンスあり。
１死で３番細川がライト前ヒットで出塁、珍しいＫＤＥのバッテリーミスで２塁をいただく。
中橋倒れるも宮本四球でチャンスをつなぐ、６番佐藤も良く選び２死満塁。
同じような場面を迎えた。
ここで登場は７番超人ヤナ。
この４年生は緊張を知らない。
大きな場面ほど燃える、まさに超人。
そして見事に期待に応え、右中間へのクリーンヒットで２者を迎え入れ２点ゲット。
ここで時間切れのゲームセット。
ｱﾊﾟｯﾁにとって久々の会心のゲームでこの難敵を撃破した。



2011.5.17　5・5こどもソフトボール大会決勝（その２）

5月15日（日） 5・5大会決勝　（その２）
大体アパッチの悪いくせは、強敵に勝利した次の試合を落とすところ。
とにかく相手に合わせた試合をするのが得意（？）で、いままで何度も苦渋をなめている。
この試合のＫＤＥＳに勝ったことで、今日の目的は半分以上達成している。
そこらあたりを選手がどのように感じ、指導者がいかにモチベーションを高めていけるか、
そこらあたりが難しいところ。

準決勝は ＶＳ 豊里連合
決勝1回戦で盟友の晴明通子供会の好投手から7点を奪っているので、
打線はそこそこだと思う。
でも、今日の純介の出来からいって、2点以内には抑えられるだろう。
すると、3点をいかにして取るかが焦点かな。

ところが試合が始まると・・・。
一応先発はレギュラーでスタートしたが、打つは走るは。
控え選手を総動員したが、それでも止まらない。
相手チームには気の毒だったが、大会である以上いい加減なことはできない。
1回の裏純介が3人に投げた段階で、相手チームにもあきらめムードが漂っていた。
アパッチとしては、今日参加の全員が出場できたのでありがたかった。
ひとつ心配は、こういう大味な試合のあと、ちょっと崩れることがあるという点だけだった。
その心配が的中するのだが・・・。

決勝は予想通り玉造バスターズ。
一昨年のような手も足も出ないような破壊力・投手力はないが、
全体的なチームとしてのまとまりは抜群。
穴のないディフェンスは、攻略方法がない。
手のうちを知られているだけに（お互い様だが）、その裏をいかにかいくぐれるか。
こちらの攻撃では純介を徹底マークにくるだろう。
そこが唯一のポイントだ。

初回その純介うまく攻められ、セカンドゴロ。
２・３番も抑えられてアパッチ無得点。
1回裏。
絶好調純介は先頭打者を簡単に三振に切って落とした。
そして2番バッター、追い込みながらも珍しくデッドボール。
左右に散らす作戦が、手元が狂ったか。
動揺を隠せず3番バッターにショートバウンド。
捕手細川はしっかり捕球できず、簡単に2塁に進められる。
そしてここで①つ目の問題プレー。
強打者吉岡君に、3球目レフト側へ大きなファウルを打たれたが、
これは１・２・３で振ったもの、まず心配はないだろう。
そして差し込ませたセカンドフライ！
よしやった！
ポロッ
予期せぬ落球。
野手には気の毒だが、この試合の大きなポイントだった。
少し気落ちしたか、テンポが速くなり（ピンチの投げ急ぎ）4



2011.5.18　5・5こどもソフトボール大会決勝（その３）

5月15日（日） 5/5大会決勝　（その3）　思わぬ失点だったが、悔やんでも仕方ない。
とにかく追いかけるしかない。3回の表の攻撃が始まった。
8番からで、1人出て森に打順が回れば大いに期待できる。しかしあっさり２アウト。
ここで②つ目の問題発生。ベンチにいた捕手の細川が鼻血。なかなか止まらない。
もともと出易い体質らしいのだが、ソフトのルールでは、出血が止まらないと出場できない。
その間も試合は続いていて、森がセカンド強襲内野安打。ＷＰもあり３塁まで進む。
２番雄志が粘りに粘り四球で出塁、そして盗塁。２死2・3塁の大チャンス。
本来なら３番細川だが、出血は依然として止まらない。ベンチで議論の末、代替選手の工藤。
突然の出場で、気持ちの整理もつかないままバッターボックスへ。これは無理かな。
しっかり３球ともバットを振ったが三振に終わった。

その裏から捕手は４年生柳本。いくら超人といえ、大会で森の球を受けるのはしんどかったか。
簡単に２死をとったが、振り逃げで出塁を許し、そこからＰＢ２つで二死３塁。
そして問題のシーン③、２－１からのショートバウンドをバッターが空振り。
この前にタイムがかかっていた。三振と勘違いし、打者は１塁へスタート。
ヤナはそれにつられ１塁へ送球。その間に３塁ランナーはホームイン。
このいやな３点目が勝敗を決めることになる。

４回はともに無得点で最終回。アパッチ攻撃は７番柳本から。
準々決勝で決勝のタイムリーを放っていたが、先ほどのプレーで元気がない。
あえなくセカンドフライ。代打難波も倒れ、二死、いよいよ絶対絶命。
ここでバッターは２年生中橋ケイスケ。この２年生も将来のアパッチを背負って立つ逸材。
並みの４・５年生よりバットコントロールは上手い。しっかりボールを見極め四球を選んだ。
やるな～！ここで満を持してスーパージュンスケがボックスに。
しかし差は３点。１発出ても１点足りない。だがそんなことは関係ない。
ジュンスケの渾身のスウィングは左中間真っ二つのホームラン。湧くアパッチ応援団。

あと１点。２番雄志。ここも打ちたい気持ちを必死に押さえ、しっかりボールを見極める。
投手も苦しいところ。四球！

続くバッターは細川の代替プレーヤー工藤。ここでのアパッチベンチは忙しかった。
鼻血の細川の様態確認。どうやら出血は止まっているようだ。
本人も出たいという意志。
ティッシュを鼻に詰めながらバッターボックスへ。
主審から止血の確認。ＯＫ！

日ごろはおとなしい細川も必死の形相。
悔しさをぶつけるようなスウィングで右中間へ運ぶ。
やった！同点！
残念ながらグランドルールで２ベース。
しかし二死２・３塁で４番中橋。
さあ一打逆転のチャンスをつかんだ。
押せ押せのアパッチ、必死の防戦のバスターズ。

これまでさまざまなピンチの場面で巧打を連発していた中橋も、
ここは残念ながら、力が入りすぎセカンドフライに終わった。

この試合は不運が重なった。
最後の中橋の打撃中も、外野方向を走る車のため、２度ほど中断。
そんなこと言い訳にもならないといわれそうだが、試合の流れを重要視するアパッチにとっては、
せっかくの勢いをそがれた感じでいやだった。

しかしとにかく負けは負け、いや準優勝だ。
勝者を称え、また準優勝を素直に喜びたい。
優勝の喜びは９月の大阪城決戦まで取っておきたいと思う。
皆さんお疲れ様でした。
でも本当に楽しい１日でした。



2011.5.20　みんなに励まされての２年

ブログを始めて２年が過ぎた。みんなに励まされて、これまでに３２０の拙文を書き綴ってきた。
最初の頃は、アパッチでの出来事、試合経過など、ＨＰの試合結果に書けないことも織り込み、
また、昔の思い出として、学生時代のＴＶやナツメロのことも記した。
それ以外にも好きな本や、麻雀・スポーツなど本当に好き勝手書いてきた。
大会へ行き、全く知らない人からＨＰ見ていますよ、「つれづれ」読んでいますよ、と声をかけられる。
こんなときとても嬉しい。

２年も続けていると、ぼちぼちネタも切れてきたかなと思うのだが、なぜかパソコンの前に座るといろいろ
浮かんでくる。しかし歳のせいか、あれ、これは前にも書いたことがあるかな、と時々思うようなことがある。

アパッチの活動は毎週末。最近は仕事の関係で、なかなかフルに参加できない。
今、仕事は教育訓練課と採用課の２部署を担当している。
教育は全社員対象だが、特に新入社員は１年間の研修を義務付けられているため、こちらのほうが大変。
１日を５単元にわけ、いろいろな講義を課員に振りわけ担当させている。
わたしの担当は５つ。英会話・算数学・冠婚葬祭・リーダーシップ・漢字検定。
全員大学卒だが、各項目でレベルにかなりの差がある。そのため、講義の基準が難しい。
特に英会話は、留学経験者がいるかと思えば、中学英語も十分でないものがいたりする。
いわば、小学生と高校生が同じ教室で勉強するようなものだ。

採用は新卒採用がメインで、３月から１０月まで面接で追われる。
大阪本社月２回、東京支社月２回（飛行機移動なので、マイレージポイントも貯まってきた）。
私は最終面接を一人で行っているので、責任重大だ。今年度、最終面接に残ってきているのはこれまで
１７人で、そのうち合格を出せたのは５人だけ。判断基準は簡単に口でいうのは難しいが、
要は①にやる気②に根気（継続して働く気があるか）③に将来性といったところか。
外食産業にとって、専門部署（経理・教育・ＦＣ管理etc）を除き、学歴などほとんど無関係だ。と、言っても
昨年は京都大・早稲田・関学といった上位校や、今年も学習院・福島大などからも本気で来ている。
しかし、物理・化学・数学がいくらできても、全体をまとめる力がないと、立派な店長になることはできない。

６月にはいると、大手企業の採用が活発になる。
今年は７月以降、より一層忙しくなることは目に見えている。体調壊さず頑張っていかねば。

2011.5.21　　ひとが喜ぶこと 

ここ２・３日体調がおもわしくない。３月末から４月中旬にかけて、新入社員を初め、
我が部でインフルエンザ・風邪が蔓延し、交代で欠席者が出る始末。その間、私は気力体力とも充実し、
頑張ってきたおかげで３月は２日、４月は３日しか休みを取れなかった。労務規程に引っ掛かってきそうだ。
ゴールデンウィークもおわり、やっと落ち着いてきて、ホット一息、疲れが出たようだ。
こんなときがいちばん気をつけないといけない。
仕事が忙しいのはいい。ヒマよりずっとずっといい。
ひまで何もすることのない焦燥感というか、あの空虚な気持ちは味わったものしか分からないだろう。

私か講義の中でいつも言っていることだが、上に立つものの心得の中で、ひとが喜ぶことを認識しておく
というのは重要なことである。ひとが喜ぶことは３つあって、
①ひとに褒められること
②ひとに愛されること
そして３つ目が
③ひとに必要とされること（ひとの役に立つこと）　である。

いまの私には①や②は望むべきことではない。（全く逆かな）しかし③は重要なことである。
この歳になって、会社やアパッチから必要とされているのか、
もし必要とされていないなら潔く身を引くべきだと考えている。

そんなことを考えていると、すべての行動に責任感が沸き、行動が慎重になってくる。
しかし保身ばかりを思っていては、進歩がない。
まだまだ前進あるのみ、と初心に戻り、行動を起こす。
私自身の着地点はどこなのか、いまだに考えがまとまらない。
未熟極まりない。
 



2011.5.23　雨中のリーグ戦 

5月22日（日）
今日のMOSLはとても楽しみだった。
リーグ戦の結果からみても、２チームともよほどミスをしない限りとりこぼすチームでもないし、
（相手チームには失礼であるが）日ごろ出場する機会の少ない選手中心で行けるなと思っていた。
もちろん投手も、森・宮本ではなく、佐藤・柳本を考えていた。
しかし天気予報は雨。朝、集合時間の１時間前の７時過ぎ頃から少し降りだした。
８時前になって空が少し明るくなり、雨もやんだ。西の空はやはりまだうっすらと黒い。
いつまでもつかなと思いながら集合場所の遠沢公園へ。

8時４５分に長居公園に到着。すでに１試合めが終わろうとしていた。
２試合目アパッチの義務審判。森・柴田・岡田・私のアパッチが誇る審判カルテットの揃い踏み。

そして第３試合のアパッチの試合がはじまった。対戦相手は天王寺区の眞田山子供会。
大阪市でも優勝経験のある伝統あるチーム。先発は一応１イニングのつもりで森純介。
２番にうまくあわされライト前に打たれた。ムッときた感じの投手森は、４番を力でねじ伏せた。

その裏、相手ミスに乗じ４点を奪い試合の流れを引き寄せた。
２回から投手は柳本。無難に３人で抑え、２回のアパッチの攻撃。
しかしその頃から雨がまた降り出し、そのままノーゲーム。見る見るうちに大粒の雨でグランドが
大洪水。それどころか、雨がひどく帰れない。２０分ほど待機して帰路に着いた。

ここ２・３日体調が思わしくなく、今日は大雨にうたれ、いっそう身体がつらく、
午後からは自宅でずっと横に。逆にいい休養になった。

2011.5.24　梅雨のはしり 

５月の末ということで梅雨のはしりか。
週末の雨の心配をしなければならないシーズンになった。
特に土・日しか練習できないアパッチにとって、土曜日の午前中の雨は応える。

今週末はいよいよ区大会。
大阪市へのキップを賭けた戦いだ。
一昔前は、住吉区でも２０チームほど参加し、
大変盛り上がったものだった。
長女が小学生の頃、清水丘で優勝し、勇んで住吉区の大会に参加するが、
全く歯が立たず、肩を落として帰っていた。
あの頃の苅田北のブルースカイーには、何度も苦汁を飲まされた。
そんなこともあり、、冬休みには会社を休み、
自腹でグランドをかりて練習し、２月に行われる青指大会へ出場したこともあった。
あれから２０年、少子化の影響もあり、またサッカーに圧され、ソフトボールチームも減った。

それでも５年ほど前までは、隣の遠里小野や南住吉は強かった。
というより、清水丘が下手だったというべきか。
今年もこのライバル２チームが相手だが、
それでもここで苦戦しているようでは大阪城２連覇は論じられない。
それほど今の清水丘は強くなった。
総監督の私がいうのもおかしいが、子供会レベルのチームで土・日のみの練習で、
大阪城で優勝し、今年も連覇狙えるなんて奇跡に近い。

強さもあるが、その反面もろさもある。
先日のＭＯＳＬでの敗戦などがそうだ。
もちろん、ベストメンバーではなかったけれど、それでも敗戦するとは思っていなかった。
精神的な弱さが露呈すると、あっけない負けを喫することがある。
そこらあたりが課題といえるのだが、まあアパッチらしくていいと思う。
完璧を追求しても無理というもの。



2011.5.26　　短気は損気 

5月25日
どうも最近気が短くなったようだ。
若い頃はカッとするとすぐ手が出た。
学生時代に喧嘩して、殴られたことはないが、殴った経験は何度かある。
一度娘をひどく叱ったことがあり、思わず手が出かけたが思いとどまり、桐のタンスを思い切り正拳突きを
したことがあった。右手の中指の関節あたりが腫れ上がり、１ヶ月ほど痛かった。
もちろん妻には手を出したことはない。

アパッチでは私以上にみんな注意してくれるので、最近はあまりプレー上では叱らなくなった。
それ以外のところで、怠慢な動きを見ると黙っていられなくなる。

会社でも、業績はあまり芳しくないのに、自分の役目を全うしていない者や、
自分の都合で、他人に正当性を押し売りする奴をみるともうだめだ。
あたりかまわず大声で怒鳴り散らし、周りの注目を集めてしまう。
お世辞にも若くないのに、大きな声で元気やな、みんな思っているだろうな。

およそ品行方正、ロマンスグレーの紳士タイプでは決してない。
顔からして日焼けして赤ら顔の強面。
みんなから恐怖の赤鬼と陰口をたたかれる始末。

しかし曲がったことは嫌い。
融通性がないかもしれないが、一本筋を通し、目標に向かってまっしぐら。
それで文句ある奴はかかって来い！
（こんなこと言うとますます嫌われ、煙たがれるだろうな）

2011.5.30　新しいユニフォーム

5月２８日（日）

やっぱり雨で区大会は延期になった。
この梅雨の時期仕方ないと言えば仕方ないのだが、
やはりスケジュールがひとつ狂うと大変だ。
順延日の6/4は前々から予定があり、区大会欠席という情けないことになった。
よもや取りこぼしはないと信じるが、それでも優勝の瞬間の喜びを一緒に味わってやりたかった。

アパッチも１０年がたち、ユニフォームもかなりくたびれてきた。
そりゃ１０年も使っていれば痛んでくる。
最初、１５人分作り、毎年選手が増え少しずつ買い足してきた。
夏冬兼用で作ったので、真夏の市子連大会は暑い。
なかなかお金がたまらなかったのだが、今年やっと夏用のメッシュを１６人分作ることが出来た。
デザイン・カラーは今のものがあまりにも良いと言うことで、ほとんど変更はない。
ただ、袖の部分が清水丘から住吉に変わったくらい。
もともと大阪の大きな大会に出ることなど考えていなく、住吉の大会で上位を目指す目的だった。
したがって清水丘を強調できれば良く、住吉は必要なかったわけだ。

今年はこのおニューのユニフォームで大阪城連覇を目指す。



2011.5.31　ダイヤの原石 

５月３１日（月）

企業は人
いい人材がいないといい開発もできないし、いい販売もできない。
欧米に比して、給与格差が小さい日本企業には魅力がないと言われる。
いい人材を獲得するためには企業はお金を惜しんではいけない。
たった一人の人間が、
その企業を救うといったことがかつていろいろなところであった。
しかし、その”たった一人”を探し出すことがとても難しい。
ダイヤモンドが転がっていても、原石のまま見過ごしてしまうことが多い。
そのダイヤモンドを見つけることのできる人材を育てることもまた重要なことだ。

そう思ってはいても、なかなかそういう目を養うことは容易ではない。
今、行っている面接でもそうだ。
大学生が真剣にぶつかってくる。
わずか４５分ほどの間に彼の考えを認識しなくてはいけない。
そんなの無理に決まっている。
その難儀な課題をクリアーしなくては給料をいただけない。

アパッチでも同様のことがある。
３年ほど前にＴ君という選手がいた。
低学年のころからどちらかというと運動音痴。
というか球技に対するセンスは全くなかった。
投げれない、受けれない、当たらない。
しかし４年生になって、あるコーチの勧めでピッチングをやらせてみた。
なかなか上手くいかなかったが、身体を活かした球はかなりの球威があった。
見る見るうちによくなり、６年生の秋にはとてつもない大投手に成長する。
球が速いだけでなく、とにかく重い。
だから打っても飛ばない。
１１月から卒業するまで、ほとんど打たれることはなかった。

これなど本当に最たる例で、人を見極めることが出来た結果、
彼の才能を引き出すことに成功したわけだ。。
今も２匹目のＴ君を捜しているが、なかなか見つけることはかなわない。



2011.6.1　理想の店長とは 

先日新入社員の研修で、リーダーシップをテーマに講義した。
ひとくちにリーダーシップと言ってもたくさんの解釈がある。
しかし間違ってはいけない重要なポイントは、人を動かす力のみにとらわれてはいけないことだ。

少し前、実際にあった出来事なのだが、
沖縄の那覇空港のお店（グルメサンドウィッチショップ）でのことだ。
お客様がご来店され、１８時のフライトでサンドウィッチを持ち帰りたいので作って欲しいという依頼だった。
その時点で１6時３０分。
お店は代金を受け取り、搭乗する少し前１７時２０分までに取りに来られるということだったので、
その予定で動いていた。

ご注文をいただいて５分ほどした頃、そのお客様があわてて再来店され、フライトを１時間間違っていた
ということだった。お客様は自分のミスだからといって、お金も受け取らず、そのまま足早に搭乗ゲートへ
行ってしまわれた。その店の店長はそのときどういう行動をとったのかというのが、私からの研修生
への質問。いろいろな答えが返ってきたが、正解はなし。

そのとき店長は、そのお客様のフライト時間から伊丹に帰られた事を推察し、
伊丹空港にも同じ店があることを思い出し、すぐさま伊丹店の店長にＴＥＬして
そのお客様のご注文の商品を用意するようと指示した。
また、伊丹店の店長もその趣旨を瞬時に理解し、
お客様が帰阪される頃、大きな紙に「那覇からの○○様、ご注文のサンドウィッチ出来上がっております」
と書いたものを持って、出口で待ち構えていた。
何もご存知ないお客様は、あわただしく降り立った伊丹空港の出口で、サンドウィッチと大きな紙を持った
男性を発見し、そして那覇と伊丹の連係プレーを聞き、とても感動されたそうだ。

その詳しい話を本社の総務課へわざわざお電話くださり、何度もお礼を言われた。
私は、そのような素晴らしい店長が我が社にいるということを誇りに思い、
まだまだ捨てたものじゃないと感動した。
もちろん那覇空港店のすばやい対応もさることながら、伊丹空港でのそれも賞賛に値するものだ。
人を動かすのは力でなく、お互いを重んじる信頼関係に他ならない。

われわれ外食産業の仕事は、お客様に喜んでいただく、満足していただく、お客様第１主義の徹底。
提供しているのは商品だけでなく、もてなしの心、接客サービスなんだと。
店の全ての従業員が、細かく指示しなくても、みんなが同じベクトルで同じ方向を向いて仕事ができる。
そういった環境づくりができる店長こそ、リーダーシップを備えた人物だと評価できる。
つまりは、周りから信頼されることこそが、リーダーシップそのものだというのが私の持論である。



2011.6.3　なんでも鑑定団 

６月３日（金）

最近あまりＴＶを見ることはないが、
なんでも鑑定団という番組が結構好きだ。
出場者が期待と不安を胸に、自分のお宝を鑑定してもらうという番組だ。

数年前、村山槐多という画家の作品がでた。
若くして亡くなった夭折の天才ということだった。
依頼人のお父さんだったか祖父だったか、少し面倒をみたということでお礼に絵をもらった。
そしてその絵の評価がなんと３０００万円！
それもオークションのスタート金額で、おそらく億の値がつくということだった。
まさにお宝中のお宝。
鑑定士たちも多少の演技はあるにしろ、大興奮の様子だった。

この夏、その鑑定団が地元の住吉に来るそうだ。
先日、区役所から回覧がまわってきた。
鑑定希望者を募集しているということだった。
残念ながら我が家には、骨董品やお宝らしきものは何もない。

昔は明智家（光秀）に遣えた武将の出らしいが、真偽は分からない。
私の代を含め、明治以降の様子を聞く限り、お世辞にも rich とは言いがたい。
そんな我が家に宝などあるはずもなく、
あるのは何物にも代え難い、愛情あふれた家族だけである。（恰好いい～！）

2011.6.5　住吉区５連覇達成！ 

無事住吉区５連覇を達成し、大阪城へのキップを獲得した。
今でこそ、ライバルである南住吉や遠里小野とも距離をあけ、
勝って当然と言われている。
しかし１０年以上も前、ライバル２チームはまだまだ背中が遠い存在で、
追いつくことは難しかった。
アパッチが正式に活動し、どうにか勝負できるようになって６年。
そしてここ４年間は、相手に申し訳ないが、控えメンバーを総動員して出場している状態。
もちろん、昨年などは運もあったが、大阪市で優勝できるほどなのだから、
アパッチも相当実力は上がっているのだろう。
ずっと見ているだけに、逆に欠点ばかり目につき、そのあたりの実力についてはよくわからない
というのが本音。

今年は遠里小野戦は死球が多く（６つ）、ちょっと気勢をそがれた感じ。
もともと控えメンバーをたくさんだしていたが、レギュラークラスが四死球で出塁、
控えが凡退という流れが多かった。
３回表で終了したため、アパッチの攻撃も２回だけで、なにかもの足りない試合だった。

事実上の決勝戦は南住吉。
このチームも本式に目標をもって活動しているわけではないようだ。
しかし、部員が多く、きっちりとした指導をすれば、もっと強いチームになると思う。
１回戦の反省もあったが、女の子エースはいい球を投げる。
逆にアパッチにはそれがよく、１２安打を放った。

投手は遠里小野戦が森・柳本のリレー
南住吉戦が森・宮本のリレー。
結局２試合で被安打１という結果だった。

しかしわれわれにとってこの勝利に浮かれている余裕はない。
９月の大阪決戦での２連覇が目標。
明日から再出発である。



2011.6.7　市子連大会に向けて 

大阪城夏の陣（大阪市子連大会）への出場権を賭けた区大会が各地で開催されている。
ここまで、すでに７（？）の地域で決定している。

わがアパッチもなんとか5年連続出場を果たすことができた。
そして大阪城では昨年に続いての連覇がかかっている。
簡単に連覇といっても、小学生である限り、毎年５・６年生が出場するわけで、
アパッチでは昨年のレギュラーは森ひとりだ。
ということは、他の８人は初出場同然で、連覇といっても初優勝と同じ感覚だ。

チームとしてはそういう状況の中、区大会での優勝はいざ知らず、
大阪城での連覇は至難の業である。
おそらく５０年の歴史のこの市子連大会でも、連覇は一度か二度あったかどうかだろう。

今年も今のところ、上位に位置していると評価されている。
日によってムラのある打線と、外野守備の整備さえうまくいけば、
連覇も夢ではないはず。
あともうひとつは暑さ対策。
優勝するために ４（ or ５ ）試合を勝ち抜かなくてはならず、いかに乗り切るか。
ここら当たりは監督采配の巧拙にもかかってくる。
投手は一応４枚。
しかし、安心して任せられるのはやはりエース森。
かろうじて２番手宮本も良くはなってきている。
ま、大差がついたときには、３・４番手の投入もあるかもしれないが。

昨年のように、熱中症の関係で２日間の大会となれば問題ないが、
まだそのあたりは本部から連絡はない。
組みあわせにより、優勝するのに１日５試合はとてもきつい。
健康のためにも一考願いたいところだ。

2011.6.8　漢字検定研修 

新入社員研修のひとつに漢字検定がある。
今は教育委員会からのインターンシップで来られているＴ先生にお願いしている。
Ｔ先生は現役の先生で、なかなか熱心な方である。

先日４級の試験問題を出したところ、全員大卒にもかかわらず、不合格者が１８人中５人もいた。
４級とは中学２年程度だが、みんな異口同音に、読めても書けないとか、
部首の問題は結構てごわいとか言い訳をしている。

そして今月６日に３級検定の試験が行われ、採点が終わり、今クラスわけを検討中である。
みんなそれぞれに勉強しているようで、４級試験よりいいようだ。

そこからは２級・１級を目指すものと、完璧に３級を維持するものとに分かれる。
３級に合格しても内容により、上のクラスには上がれない者がいたりして、チト厳しい。

７月からその上のクラスをわたしが担当することになる。
今その資料作りに追われている。
難読漢字（動植物・魚・慣用句）・故事成語のなりたち・・・。
どちらかというと私の好きな分野ではあるが、これも現役を離れて久しい今、
どれだけできるのか私にも分からない。
まあ、ボケ防止にもなり、もう一度勉強し直しだな。



2011.6.9　用心するに越したことはない 

早朝、わが部の女子社員が悲壮な顔をして、私に近寄ってきた。
なにか、悪いことしたかな？
すぐそう思うところに、私にもスキがいっぱいあるのかなと自分で反省する始末。

実は・・・。
聞くところによると、同期の女子社員が、夜ふと気がつくと、
男の人が部屋にいて、襲ってきたということだった。
必死の抵抗もあり、ことなきを得たらしいのだが、女の子にとっては怖い話。
すぐさま警察に行き、明け方５時頃まで事情調査をされていたそうだ。
今、別室で待機しているので、会ってやってほしいという。

しかしよく聞くと、マンションでオートロックで、それを良いことに、窓も扉もかぎをかけていないという
ことだった。男にとっても施錠しないというのは気持ち悪いし、無用心。
しかも若い女の子の一人暮らしである。
それはそれで問題かな。
しかし、現時点ではそのあたりを注意してやるより、現状の慰めと善後策を講じてあげることが先決。
注意するのは後でもできる。
とにかく今のマンションには、戻るのは精神的にも無理があるだろうし、
引越しさせてやらなければならない。
担当の営業部長に話をし、人事部長にも対策を依頼した。

人材開発部としては直接関係ないわけだが、まあ乗りかかった船、
最後まで処理を見届けてやろう。
これからますますこういった事件が起こりやすい。
しっかり自分のことは自分で守って行かなくてはならない。
用心に越したことはない。

2011.6.9　足跡 

２年前に新しく通販事業を展開するということで、通販課勤務の辞令がおりた。
もちろん、新設の部署だ。
当時部員はわたしひとり、海のものとも山のものとも分からず、
とりあえず私ひとりで大丈夫だろうという会社の意向でスタートをきった。
しかし、なにも予備知識もなく、販促商品といえば半生うどん・そばのみ。
こんなんで商売できるのかな。
しかし、業務命令である。
楽天・ヤフー・自社サイトを半年で立ち上げろというミッション。
これはほとんでインポッシブルに近いように思った。
いろいろなセミナーに参加し、そして頑張ったおかげで
実質５月にスタートし、７月楽天、９月ヤフー、１１月自社サイトオープンにこぎつけた。
（どんなもんだい！）
しかし１２月のお歳暮シーズンも十分な売り上げはできなかった。
そりゃ、半年やそこらで上手くいくはずはないわな～。

１２月の半ばに今年の反省と来年に向けての抱負を自分なりに考えていたときに、
今の人材開発部への異動の内示。
あとを託す恰好になったわけだが、結局上手くいかず、ヤフーを閉め、
自社サイトを閉め、ついにはこの６月で楽天サイトもやめることになったらしい。
自分としてはなにか心に引っかかりものがあり、私がそのまま続けていたらどうなっていたのか、
などと考えてしまう。

失敗の原因はいくつかあると思うが、やれＳＥＯ対策とか、ページ作りなど、
技巧に走りすぎていたように思う。
わたしなら商品の開発を第１優先に、マーケティングやコマーシャルに力を入れていた。

いずれにしても私のひとつの足跡が消えた。



2011.6.11　意識改革 

こう毎日雨が降ると、気が滅入る。
それでなくても業績もあまり上がらず、６月にして予算の見直しをしなくてはいけない。
人件費を初めとする経費、実施予定の業務の縮小・・・。再考しなくてはいけないことがあまりに多い。
しかし奇跡的なＶ字回復は難しいところであるが、レ点回復（３０度くらいの角度）なら十分見込める。

今、全社員がやらなければならないこと、それは意識改革だ。

　　①　まず物の見方を変える
　　②　物の見方が変われば意識が変わる。
　　③　意識が変われば行動が変わる。
　　④　行動が変われば結果が変わる。
　　⑤　結果が変われば人生が変わる。

この意識の変革で難しいのは、①②が本当にできているのかどうかが
自分で判断できにくいところにある。
自分ではやっているつもりでも、実際にはできていないことが多く、③へつながらない。
そして①②ができていても、この③の行動を変えることが並大抵なことではない。
「行動の３原則」・「３忘の精神」を理解しないと難しい。

いずれにしても、今年の我が社の経営方針のひとつは「動の年とする」ことだ。
今こそ動くとき、今動かなくていつ動くのか。社員一丸となり、目標に向かって突っ走るのみ。

このどんよりとした空模様も、あと１ヶ月もすれば必ずカラッと晴れわたる。
業績も必ず好転する。われわれはやるべきことをやる。それしかない。

2011.6.13　長い２日間

6/10の２３時頃、突然妻の携帯が鳴った。
不吉な予感がし、携帯をのぞきこむと、画面に実家からの表示が。
やっぱりと思い、妻を起こしに寝室に急いだ。
半分まだ夢心地で話をしていたが、聞かずとも内容は想像できた。
数日前から義父の容態が悪いということだった。

病院からすぐに集合という知らせ、近くに住む義弟の車に乗せてもらい、香芝まで急いだ。
０時１５分に病院に到着したが、すでに息は無かった。

そこからはあわただしかった。
病院でのあと処理、役所への届け事項の確認など。
本人の希望で、こじんまりとした家族葬にしてほしいということだったので、
親戚関係には夜が明けてからその旨を伝えることに。
妻が長女で女が３人、そして長男の４人姉妹弟。
それぞれの配偶者・子供たちが全員そろっても１５人程度。
しかし、できれば今日中にお通夜をすませ、日曜日に告別式を行いたい。
こんな夜中に葬儀社に連絡つくのかなと思ったが、
さすが商売、電話して１時間後には、病院に来てくれた。

あとは葬儀社に任せておけばいい。
夜中３時過ぎまでいろいろ相談し、いったん解散することになった。
そして自宅に帰ったのが４時頃。
９時半再出発まで4時間ほど眠れる。

しかし、寝ようと思っても寝付けず、８時頃まで悶々とベッドのなか。。
考えてみれば金曜日は東京出張で、４時半に起きたので、
すでに２４時間起きていることになる。
９時前に会社に電話し、状況報告をし、また仕事の指示をした。

１０時過ぎに実家到着。
お寺さんがお越しになり、枕経をしていただき、説教を聞かせていただいた。
そこから夕方の通夜式、翌日の告別式と長い２日間だった。



2011.6.14　うどん調理研修 

今日はうどんの調理研修。
講師はＴ師匠。
Ｔ師匠は会社の創世記から我が社で活躍された方で、この道50年の超ベテラン。
もちろん定年で退職されたのだが、新入社員の研修ということで、昨年から指導に来て
いただいている。70歳を超え、今だゴルフで80そこそこであがってくるそうだ。
元気がなにより。

普通の料理と違い、うどんは基本的に小麦粉と塩水のみ。
材料に大きな差はない。
しかし、初期の段階での練り、足踏み、団子作り、うどんうち、裁断と続く工程で匠の技が発揮される。
色なども、普通うどんはシロと思われがちだが、この師匠に言わせると、うどんは飴色にならないと
ダメと言う。麺の太さの均一性、食べたときのモチモチ感、独特の腰の強さ。
これぞ、匠の技。

ここまで愛情を注いだうどんがおいしいのは当たり前。
他店の全て機械でつくったうどんに、本来負けるはずがない。
しかし、お客様からときどき寄せられるご意見のなかに、うどんがおいしくないというお叱りがたまに
ある。これは、さまざまの工程ではマニュアル通りにはこなしているが、結局のところ作業で終わって
しまい、いちばん肝心な心がこもっていないということだろう。
おいしいものを作る、お客様に喜んでいただくという気持ちがなければ、いいものは絶対につくれない。

これはなにもうどん調理だけのことではない。
仕事でも、スポーツでも同様のことが言える。
心が入っていない仕事・動きは単なる作業にすぎない。
そんなもので何の進歩も成果も得られるはずがない。

2011.6.16　早起きは三文の徳

朝の目覚めが早い。
特別に眠れないというのではなく、４時過ぎには一度目が覚める。
いくらなんでもと思い、再度目を閉じるが、やっぱり５時には目がパッチリ。

まずパソコンをいれ、メールの確認・行動スケジュールをチェックする。
５時半頃、ヒゲをそりＨＰの更新などをしていると、６時前に家内が起きてくる。
食事を摂り、洗面・着替えをすませ６時半頃家を出る。

会社は９時始業だが、私が出社するのは早ければ６時半、
遅くとも７時には机に向かっている。
若い頃は朝は苦手だった。
しかし、時間厳守が自分のなかでは大原則なので、学校でも遅刻した記憶はない。
基本的に待つことは苦にならず、待たせることは絶対にいやだった。
友達との待ち合わせや、女の子とのデートのときでも、相手に待たせたことはまずなかった。

朝、誰もいない社内で仕事をするのは快適。
いろいろなアイデアが浮かんでくるし、なにより集中できる。
夜にダラダラと、仕事をしているのか、家に帰るのがいやで会社にいるのか知らないが、
遅くまで残って仕事をしている気になっているひとに、朝１時間前出社を勧めたい。
朝の１時間は夜の2時間以上に匹敵すると思う。



2011.6.17　株主総会

6月16日（木）株主総会当日。
今年は業績も芳しくなく、マスコミにも叩かれ、株主様からもかなり厳しいご意見をいただくことになる
だろうと覚悟していた。8時20分、難波大阪府立体育館に到着。
準備は前日に完了しているので、最終のチェックをし、あとはご来館をお待ちするだけ。
スタッフは本社から約40人、現場店舗から70人で総勢110人で対応する。
私の仕事は、やはり本会議場の警備。
10時30分開会なのだが、早くも9時過ぎには、トップの方がお越しになられた。
そこから続々とご来場、マスコミ関係や大学の教授・学生も大勢。

開会の時間には70％の入り。
総会の後に懇親試食会があり、総会よりその試食会目的にご出席される方も多い。
したがって、総会の終わり頃がいちばん混雑する。

総会が始まったが、確かに厳しいご意見もあるが、相対的に好意的な優しい励ましの言葉が多い。
なんかホッとした気持ちでジット見守っていた。

いよいよ試食会の開始。
我が社の関連企業を含めた全ての業態のお店を出店し、株主様にご賞味いただく。
今年のメニューは冷やし豚しゃぶ胡麻だれうどん、参鶏湯、ﾏｰﾎﾞｰ豆腐丼、握り寿司、柿の葉寿司、
さばの柚庵焼き、サンドウィッチ、クレームブリュレ、などなど。
特に、握り寿司は関連会社のＧ寿司の地区マネージャーがその腕を振るう。
魚はＫ市場からの1本35万円のマグロ。
そりゃ美味くないはずがない。
わずか10分たらずで完食。

1時間の間に、用意していた全ての屋台の1200食はほぼなくなった。
すごいね～。
その間も私はたくさんの方から、質問や叱咤激励を受けた。
警備とは名ばかりで、質問・叱咤受付係である。

来年こそＶ字回復し、皆さんに喜んでいただけるようになりたいものだ。

2011.6.18　喪服で仕事 

6月10日に義父が亡くなり、11・12日と通夜・本葬と終えた。
ホッとする間もなく、15日に今度は叔父が亡くなった。
17日が友引だった関係で、15・16日と仮通夜、17日に本通夜、
その間に会社では株主総会、新入社員研修が毎日続き、
来期の採用面接もあったり、本当に休む暇がない。

今日18日はその叔父の告別式。
朝、とりあえず小学校に行き、アパッチの練習をのぞいた。
週末に雨が続き、このところ十分な練習ができていない。
今日も曇り空でいつ雨が降ってもおかしくない空模様。
久し振りの練習でみんな張り切っているようだった。

告別式が10時30分からということで、会場に9時45分到着。
ここでも昔お会いした人がたくさんいた。
しかし名前が・・・。
いろいろ事情もあり、火葬場へは行かず、そこから出勤。
会社到着が11時50分。
喪服のまま仕事。
今日も新入社員のうどんの調理研修で、13時から検品があるそうだ。
検品はいわゆるできた商品の味見である。

入社したて3ヶ月目の新米がうったにしてはなかなか美味しかった。
だが、ここからいかに進化させていくのかが難しいところ。
経験を重ね、何度も壁にぶち当たり、匠の技を磨いていく。
全ての道はローマに続くが、その道のりは遠く険しい。



2011.6.19　久し振りの実践

６月１９日（日）に晴明通り子供会との練習試合

１試合目はＯＳＦＬの公式戦
久し振りのベストに近いメンバー。
ただし、守備位置はいろいろな思惑がからみ、ファースト工藤、レフトが佐藤といつもと逆。
そしてセカンドに難波が入り、センターが久保山。
２試合目以降のメンバー構成のこともあり、柳本が外れた。
エースの森は調子よく、早いテンポで速球を投げ込む。
相手投手も今日は制球よく、すきを見せない。
しかし、こきざみに初回・３回・４回と１点ずつ取り、試合を優位に進める。
このまま完封かと思いきや、最終回に二死から四球のランナーを許す。
そして、ワイルドピッチでランナーを進め、
ムキニなって投げた球をサードの頭上を越えるタイムリーヒットで１点を還される。
このあたりがスーパージュンスケの唯一の欠点。

２試合目はＢ対戦。Ｂといってもアパッチは２・３・４年生。
相手は４・５年生かな。
いくら売り出し中のヤナといえども、バックが２・３・４年生ではしんどかった。
初回に制球も悪く２失点、。
２回からは３年生の佑才。
これがまた悪く、ストライクが全く入らず、そしてたまに入ったストライクを痛打され、
そして野手も守りきれない。
まだまだキャッチボールが足らないのが分かる。
最後に投げた２年生勇太、スピードはないが、とにかくストライクが入る。
フォームもきれいし、いいんじゃない。
今日の登板はなかったが、ファーストを上手くこなしたユウトや、
ショートにはいった２年生ケイスケといった投手候補がたくさんいて頼もしい。
これからいい意味でライバルとしてしのぎを削りながら、成長していって欲しい。

３試合目は５・６年生だが、レギュラーと控えが半々。
先発は佐藤。
最近はなかなか登板の機会が少なく、不安な立ち上がりであった。
しかしキレがあり、上位打線を簡単に討ち取っていく。
もともと力はあるし、もっと積極的に取り組めば面白い存在になるのだが。
１順目はよかったが、やはり実戦経験の少なさか、２順目に入りめっきり球威が落ちた。

３回表にさすがの細川が貫禄の３塁打を放ち、先制したが、
すぐに追いつかれてしまった。
しかし続く１死２・３累を上手く抑えたあたり、佐藤にも希望が出てきた。
結局その後決定打が出ず、引き分けに終わったが、
森抜きのアパッチとしてはよくやったというべきか。
個人的にも、６年生の中村の守備・打撃に明るさが出てきたし、
袋谷の１試合目のタイムリーはとてもよかった。

こうして個人的なレベルアップがチーム全体の底上げとなり、
よりいっそう頼もしいチームとなっていく。
私個人としては、４年生の能力開発が課題として残っている。



2011.6.20　さあ、そろそろ行くか

6月も中盤にさしかかり、いよいよこれから暑い夏が始まる。
毎年、6月中旬に意識的に下げ、7月の後半頃から上昇させ、そして9月の本番にピークに持っていく。
そういうカーブを考えている。
まあ、そうそう上手くは行かないけれど、昨年はそれがバッチリと行き、見事に栄冠を勝ち取った。

意識的に下げるというのは、ずっとテッペンをキープするのがしんどいということと、
下がっているときに欠点を再認識させ、悪い部分を修正させるという目的からである。
いつも言う、勝利した試合からは、何も得るものがなく、負けて覚える相撲かなということである。

今年は雨が多く、チーム状態やモチベーションのコントロールが上手くできていない。
したがって、これから続く練習試合では、特に初対戦を多くし、勝利至上主義ではなく、
欠点克服ということを主眼においた練習（試合）を行って行きたい。

現時点でも、ある程度弱点は見えている。
しかしどうすればそれを是正できるかは、明確ではない。
もちろん、練習あるのみ、練習しかそれを克服できないとは思う。

しかし、われわれにとって、限られた時間にそれをやろうとしても無理がある。
いかに合理的に行い、かつ効率よくできるか、それを考えてやるのが指導者の務めである。

2011.6.23　区大会 

大阪城を賭けた区大会が真っ盛り。
しかしこの各区の熱戦の結果が例年と違ったものとなっている。
もちろん、今年度はどこの区でも絶対的な力を持ったチームがなく、
その日の調子により、どう転ぶか分からない状況ではある。
それが証拠に、4月から催されているいろいろな大会で、
サニーズ以外は上位チームに安定して顔を出しているチームはほとんどいない。

主催している大阪フレンドリーリーグ（ＯＳＦＬ）の仲間も、
昨年は５チームも大阪城進出を果たしたが、
東住吉区で今川が破れ、港区で田中が敗戦という結果。
今週は阿倍野区で晴明通、生野区で田島が挑戦する。
小学生のスポーツである限り、毎年強い選手を集め、育てるのは簡単でない。

おかげさまでアパッチは今年５連覇を達成できた。
しかしこの結果に胡坐をかいていてはいけない。
子供たちをとりまく環境も変われば、保護者のみなさんも価値観が変わって来る。
われわれ指導者の方針も、その保護者の方たちの考えで変わらざるを得ないこともある。
しかし変わってはいけないのは、われわれの活動は子供たちのためにやっているのであって、
ほかの誰のためでもないということだ。
大人のエゴ、わがまま勝ってで動いてはいけない。

もちろん勝利することは大事なことだが、皆が楽しくということを忘れると崩壊する。



2011.6.24　メラビアンの法則

先日、来期採用者の最終面接を行った。その中の一人の学生。
東京のＭ大学出身で、1次を担当した課長からも、なかなか良いというコメントがはいっていた。
最初の10分間はいい雰囲気だった。
考え方もしっかりし、見た目もすがすがしく、久々に合格点をと思っていた。

20分を過ぎた頃、少しひねった質問をしてみた。自分なりの考えを出してきたが、残念ながら不正解。
正しい答えを解説してみると、本人も納得顔でうなづいて見せた。
しかし、正答できなかったことが尾をひいたのか、そこから答えが出てこなくなった。
表情も暗くなってきた。どうも思い悩む癖というか、考え込むタイプらしく、ズルズル後に残る。
そのまま会話にあまりならず、残り時間が3分。
ラスト2問ということで、「我が社に対する質問ありませんか」しばし考えてから「思い浮かびません」

ではラストの質問。「君自信をアピールし、私に訴えかけてください」
またまた20秒ほど沈黙し、「思い浮かびません！」
そのまま、きちんと礼もできず、「失礼します」の声も弱々しく出て行った。

部屋の外では、1次の面接官が待っていて、「どうやった？」
半分泣きそうな声で「ぜんぜんダメでした。途中から頭が真っ白になって・・・」

「メラビアンの法則（7-38-55）」でいくと、人の第1印象は外見で５５％決まるという。
しかし、こういう種類の面接では、７％の話しの内容で決めなければいけないことが多い。
もちろん、外見・服装・話し方も大事であるが。でも、中身が伴わないとどうしようもない。

2011.6.27　効率の良い練習 

６月２５日（土）週間予報ではまず雨ということだったが、土曜日は猛暑を思わせる入道雲が
出たりして、とにかく暑いのひとこと。午前中は小学校にて練習だった。
珍しく１１時過ぎまで練習に参加し、コーチ・保護者の方たちと話する機会が持てた。
それにしても選手たち、この暑い中頑張っている。
しかしその練習は・・・。全般的に少し厳しさが足りないように思えて仕方がない。
笑顔で練習は理想ではあるが、守備練習で個人レベルでの集中ノックみたいなものが欲しい。

アパッチの目標チームカラーとしてやはり守備型、最小得点を守るという基本を忘れないためにも、
個々のよりいっそうのスキルアップを目指したい。
そしてその上でのチームプレー・連係プレーが必要との認識。

最近の練習試合でも、得点力が落ちているのが明確に表れている。
しかしバッティングというものは個人で練習するもの。
そして疑問点やアドバイスがほしいときに監督・コーチの力を借りる。
だから、このみんなで練習するときに素振りをするのは時間の損。
５分でも１０分でも、朝学校に行く前に素振り、学校から帰り、宿題を済ませ夕食の前に素振り、
睡眠前に素振りをし、お風呂に入って寝る。
こういう地道な練習がいかに効果的か。
素振りでは、いかにバットスウィングのスピードを上げるかと、
いかに思ったところにバットをもっていけるかが主眼となる。
マメをつくることが目的ではない。

学校の練習では、投手はピッチング練習が最低５０％。
野手は基本守備練習が４０％連係が3０％バッティング30％（トス１０％・活きた球2０％）
もっともなかなか指導者少なく、専門職がいないと十分な練習メニューをこなすことは難しい。

練習時間の少ないわれわれにとって、効率の良い練習がどれほど大事かは明白である。



2011.6.29　ウンともスーとも 

会社説明会や学内説明会をおこない、そのときに興味を持った学生が１次試験（面接やグループ
ワーク）を受ける。今期に入って何度も説明会から１次というパターンを繰り返している。
昨年もそうだったが、今年も大学生の就職率が悪いという予想され、
受験生も必死の覚悟でくるだろうと思っていた。
確かに１次受験者の学生は真剣そのもので、悲壮感も漂ってくるものもいる。

しかしながら、今年の傾向としてドタキャンが大変多い。
とりあえず申し込んでおこうというというレベルなのか。
先々週など、ある日１日で１７人の申し込みがあった。
少し多すぎるかなと思っていたが、前日までに５人キャンセルの連絡。
これなど良い方。
１日前にちゃんとＴＥＬしてきてほめるというのもおかしな話で、大学生なら当たり前なんだが。
そして１２人。
当日病気ということで１人断ってきた。
開始時間の１５時。
３０分前に１人到着。
なかなかいい心がけ。
しかしそこから５分前にもう１人来ただけ。
あとの9人はウンともスーとも連絡なし。
そのうちの４人は同じ学校。

それだけ我が社が甘く見られているのか、それとも今の学生の考えかたのレベルがこんなもの
なのか。もちろん優秀な新人が欲しいため、この採用試験をおこなっているわけだが、
残念ながら不採用の学生さんにも、何が悪かったか、どうすればよいのかなどアドバイスをし、
受験してくれた学生に、少しでもお役に立てればと、一生懸命に取り組んでいるつもりだ。

こうなると、勉強の良し悪しというよりも、一般常識・モラルの問題である。
おそらく他の企業を受けても良い評価をされることはないだろう。

2011.7.1　業績回復！

６月も終了し、やっと業績が上向きになってきた。
単月で予算比が１００％を超えることができた。
楽観視してはいけないが、よほどのことがない限り、今後悪くなることはないだろう。
（南海沖地震が来ないように）

さあここで、もう一度事業計画を見直しする必要がある。
業績が上向きということは、それだけ忙しくなるということで、
人員が少なくなった今、従事している者で今まで以上の仕事をこなさなければならない。
必然的に無理が生じるだろうし、お客様にご迷惑をおかけすることもある。
せっかく上昇機運にあるなかで、そういったトラブルが起こらないように、
また、このお店に来てよかったと思っていただけるような、接客・おもてなしを徹底しないとだめだ。

そのためにも、わが部署がもう一度えりを正し、社員全員を引っ張っていかねばなるまい。
お店のＱＳＣＡレベルの向上、社員全員のモチベーションの高い位置での維持、これしかない。



2011.7.2　ＨＰ開設のきっかけ 

例年この時期に、アパッチのＨＰをやりはじめた頃のことを思い出す。
６年前の２００５年。
アパッチも３年がたち、ようやくチームとして形が出来上がってきた。
しかし、まだまだ弱小チーム。
監督は２代目のブログ仲間ファンキー氏。
キャプテンは坂本、
エースが現コーチとして活躍している井上。
内野は元気いっぱい大久保に、５年生のスーパートリオ、国分・徳山・福島。
捕手は強打の森田、外野は山田・宮崎・そしてスーパー５年生岡本。
素質は抜群のメンバーであったが、いかんせん実践不足。
今のように練習試合を組めていれば、いろいろな大会でも優勝を味わうことができていただろう。

しかし当時は強いチームとのコネクションもなかった。
そんなとき、なにげなくインターネットでソフトボールチームの交流を見つけた。
姫路市のサンチャイルドだった。
しかし、読めば読むほどわがチームとは差がありすぎる。
こんなチームに練習試合を申し込むのは無謀にもほどがある。
リンクしたチームをいろいろ検索してみた。
そしてそれぞれのチームからまた新たなチームを探して・・・。

そして一念発起しとにかくＨＰを作ろうと決意した。（6月の初め）
見よう見まねでＨＰビルダーを勉強しながら作った。
もともとＰＣは苦手で、妻などは絶対できないと笑いながら見ていた。
悪戦苦闘１ヶ月かかり（７月上旬だったかな）完成したものの、他のチームと比べてもなんと拙いこと。
まあ、手作りの味が漂っていいでしょうと自分で慰めていた。
半年くらいはアクセスは１日１０件余り。
行事の翌日で多くて３０件。
自分からたくさんのチームにアプローチをし、１年くらいで約２０チームと交流を持つことができた。

２００７年２月３日に[通りすがりのドラクエ]という方から投稿いただいた。
そのスーパー５年生たちが最上級生になり、
卒業記念大会に向けてＨＰが盛り上がっていたときだ。
「いつもにぎやかなＨＰ、うらやましいくらい盛り上がっていますね。
毎週土・日いろんな所へ遠征されていて大変だと思いますが、でもそういう雰囲気を匂わせません。
指導者のみなさんの努力の賜物です。選手のみんなは、当たり前のように思って練習に参加して
いる子もいるかもしれませんが、そういう大人の苦労を分からないといけませんね。
きっといつの日か、このチームが大阪でも１・２を争うようなチームになることでしょう。」

わたしも目標として大阪で１・２を争えるようなチームになりたい。
しかしそれは１０年も先の話しで、まだまだ無理が多いと思っていた。
でも本心は、何とか５年後にはとひそかに燃えてはいた。
（それから３年半後、幸運にも大阪城でその大阪ＮＯ１を勝ち取ることができるのだが。）

今やアクセス数も２２万を超え、１日平均150～160.
日曜日に大会や試合があったときの月曜日は300にもなる。

ブログの「つれづれではないけれど」も２年を過ぎ、これもアクセスは4万を突破した。
そろそろ完結させようかと思いながらも、なんとなく続いている。
もう少し歳をとり、本当に「つれづれなるままに日暮らし、硯にむかひて」なんていうときが来たら、
やめることになるだろう。



2011.7.4　新平野グリーンカップ 

７月３日（日）今日は２部構成。
ＢチームはＭＯＳＬのＢリーグ公式戦。Ａチームは新平野グリーンカップ予選。
指導者もギリギリでわたしはとりあえずＭＯＳＬへ同行した。
Ｂチームは４勝１敗でなんとか首位戦線に踏みとどまっている。
しかし今日の対戦相手は五条パレス。なかなかの難敵だ。

アパッチは柳本・藤原のバッテリー、当然４年生以下のチーム。
相手バッテリーはしっかりしていて、投手もスピード豊かで捕手も身体が大きく肩も強そう。
同じ４年生にしては出来ている感があった。
試合は追いつ追われるの攻防だったが、幸運にも恵まれ勝利することができた。
でもこの相手バッテリーは要注意。しっかり頭に刻み込んでおかなくてはならない。

そこから天王寺の聖和小学校に急ぐ。１０時２５分頃到着。
１回戦は出戸連合戦、２回を終わって4-0というスコアー。
そして投手も森から宮本に代わっていた。
聞けば初回に細川・工藤にフェンス越えのホームランが飛び出したそうだ。
３回の攻撃が始まり、怒涛の１３人攻撃で９得点。勝負を決めた。

２回戦は聖和エース。天王寺区の古豪チームで、以前は大阪市で優勝した経験をもつ。
初回満塁のチャンスをつかんだが、メイクできず３残塁。
エース森は絶好調というほどのスピードはなかったが、
先週に比べコントロールはよかった。
２回に森に一発がでて２点を先行。
そこから小刻みに毎回得点を重ねる。
一応９点を奪ったが、イマイチ満足できない。
タイミングを合わせ、芯にとらえるバッティングが十分できていない。
森は５回１５人の打者に８三振を奪い、内野フライ１つ、内野ゴロ６つという内容でパーフェクト。
外野へは一度も飛ばなかった。

この決勝は7/23（土）。残念ながら５年生は林間学校で出場できない。
さあ、３・４年生諸君、どれだけやれるか期待しているぞ！

2011.7.7　偉人列伝 

昨日、リーダーシップの講義の折に、高田 田（たかだ でん）氏のことを話した。
いわずと知れた日本マクドナルドの創業者である。
かずかずの武勇伝を持つ氏は、とにかく商売である限り、
どんなかたちであれ儲けなければ商売ではない、と言う。
いわばユダヤ商法を前面に打ち出した考え方である。
我が社のお客様第１主義とは少しニュアンスが違う。

日本にマクドナルドを出店するときに、
「マク・ ダーナルド」というアクセントは分かりにくいので、
「マク ド・ナルド」という３文字ごとに区切った読み方を本社に提言し、
かなりの反感を買いつつも、自説を強引に押し通した豪腕の持ち主である。

その高田氏のもとに、ある日高校生が面会にやって来た。
当然アポイントもなかったので門前払いされるのだが、
その高校生はめげず日参し、数回の後についには社長と面談できる。
高校生は高田社長に対し、「私はこれからアメリカで勉強してこようと思うが、
なにを勉強すればよいか」を訊ねた。
高田氏の答えは明快だった。
「これからはＩＴの時代である。パソコンをもっともっと勉強したらいい。」
そういったアドバイスをし、この高校生はアメリカにわたり、忠実に教えを守った。
そして見事成功し、日本に帰り、会社でパーティを行った。
そのときに、高田氏も招かれ、その会場であのときの高校生が、
こんなに大成したことをはじめて知り、非常に感激し、彼の会社にパソコン300台を発注したという。

その高校生こそ、今をときめくソフトバンク社長の孫正義氏であった。



2011.7.11　　ＶＳ 海老江東 

7月9日（土）

午前中は小学校にて練習、午後から練習試合。
今日の相手は初対戦の海老江東連合。
激戦の福島区で勝ち抜き、大阪城のキップを獲得したチーム。
5年前大阪城で初参加したとき、2回戦で福島区と対戦（海老江西）し、簡単に敗れ去った。
当時は大阪城へ参戦するだけが精一杯で、他区の分析などする余裕もなく、
このときは1回戦突破しただけで有頂天になっていた。

よくよく調べてみると、大阪市の勢力図は3淀（淀川区・東淀川区・西淀川区）・港区・鶴見区・福島区
といったところが盛んで、わが住吉区のレベルは下位に甘んじていた。

今回の練習試合の相手は、その強豪ひしめく福島区を、危なげない戦いぶりで制覇した強豪である。
午後13時に会場の旭グランド到着。
すでにグランド設営もしてくださっていた。
まずＢ対戦からで、来年のレギュラーになるであろうメンバーでのチーム。
最近グッと安定感をました宮本がナイスピッチング。
最終回に内野の乱れから3点をとられたが、試合はうまく組み立てられていた。
2試合目のＣ対戦では3年生の祐才が制球ままならず、自滅した感であったが、
この選手の良いところは、あまりくよくよせず、天真爛漫に振舞うところ。
このまま大きく育ってくれれば、本当に面白い存在になってくれるだろう。

そしていよいよガチンコＡ対戦。
海東エースはそれほど体格に恵まれていないが、スピードもあり、またテンポをいろいろ変化させつつ、
速球とチェンジアップを駆使する頭脳派投手。
ベンチで見ていても、非常に打ちづらいのが良く分かる。
確かに、試合実績を見ても強豪相手に一歩も引かず、大きく崩れることはないようだ。

また、打線も上位打線はしっかりバットを振り、決して当てるだけの中途半端なスウィングはしない。
試合のほうは森の調子がよく、また試合前のハッパが効いたのか気合も入っていた。
5回を投げて被安打２の11奪三振と上出来。
打線はこの好投手に翻弄されたが、外野の緩慢（失礼）プレーにも助けられ、2点をいただき勝利した。
しかし結果はたまたまであって、勝敗は２の次。
ひとつ間違えば逆の結果になっていたかもしれない。
いずれにしても大阪城での強敵のひとつであることは明らかだ。

まだまだ認識できていない強豪チームがいると思われる。
どこまでも挑戦者のつもりで臨んで行きたい。



2011.7.14　早朝の利点 

いつの間にか梅雨もあけ、暑い毎日が続いています。
今朝など、猛暑注意報などというものが発令（？）され、熱中症対策が大いに呼びかけられています。
朝などとにかく寝ておれず、シャッシャッと起き、洗面・朝食を済ませ、出勤するわけである。
９時始業ということであるが、７時には机に向かっている。（もちろんクーラーもかけず、窓を大きく開け、
手動風送り（うちわ）でごまかしながら）不思議なもので１０分もすると、この暑さもさほど気にならず、
時折窓から送られてくる風に心地よさを感じている。

やはり朝はいい。
電話もならないし、用事もないのに社内をうろつく奴や、となりで貧乏ゆすりをする奴もいない。
基本的にわたしは残業が嫌い。
若い頃からそうだ。
決して仕事が嫌いというわけではない。

以前、自分の会社で、税務署提出のための決算書類作成で徹夜をしたことが何度かあったが、
スケジュール調整さえしっかりすれば、よほどのことがない限り、残業などせずとも仕事はこなせる。
自分の処理能力のなさを棚に上げて、残業をすることを使命のように思い、
早く帰ることを罪悪、残業することを美徳のようにおっしゃる御仁がいる。
仕事はいかに効率よくやるか、それが一番大切だと思っている。

しかしこの「効率よく」というのも、解釈を間違うと大変。
サボル、人のまねをする、全て部下に任せる・・・。
一歩誤ると、「効率よく」が「要領よく」になり、少しニュアンスが違ってくる。
もちろんこの「要領よく」も大事なことではあるが、
どうも上っ面だけの仕事のように理解されやすい。
適度に休憩をはさみ、ひとのいい点を取り入れ、自分の悪いところを是正し、
部下に働きやすい環境をつくり、そして信頼し仕事を分配する。
やっていることは同じ様に見えるが、結果はずいぶん違ってくる。

私もこの歳になり、まだまだ他人には負けないと心では思っていても、
フットワークは衰え、考え方も少し保守的になってきた。
自信があった記憶力も、人の名前が出にくくなってきているし、
ＴＶのクイズ番組でも自分自身イライラしてきた。
新入社員の講義でも、漢字や故事成語、英会話、数学の時間でもときどき詰まることがある。
歳のおかげでごまかすのは上手くなったけれど、これじゃいけない。

何年先になるか分からないけれど、寺子屋復活に向けてもうひと勉強！



2011.7.18　　なでしこ ｖｓ アパッチ 

やったぜ、なでしこ！
私としてはあまり見ることのない女子サッカー。
しかし世界選手権決勝とあれば、これは見るしかなく、
アラームのお世話になることなく３時半に目覚めた。

前後半９０分、延長３０分、計１２０分で決着つかず、ＰＫ戦での勝利。　
勝因はどこにあったのだろう。
前半を終えて0-0、しかし明らかに圧されている。
どう見ても勝てる要素は見当たらない。
６９分、ついに失点。
アカン。
私の目には勝負ありの感。
しかしなでしこはあきらめない。
８１分同点に追いつく。
やるな～、すごい！
そして1-1のまま終了。

延長に入り前半１４分、見事なヘッデングでまたもリードを許す。
やられた。
弱気な私は、追いつくことより、これ以上失点をし、下を向いて落ち込んだなでしこを見たくないという
非常にネガティブな考えであった。
この状況なら選手の心も折れても仕方ないところ。

そして延長後半も終了間際。
キャプテン澤が見事にやってくれた。
すごいすごい！
私の心配など全くの杞憂、そんな弱気な選手はいなかったようだ。
最後のＦＫも防ぎＰＫ戦突入。

佐々木監督を中心に円陣を組んだなでしこ、みんなに笑顔が見える。
大した監督だ。
この状況で選手を信頼し、みんなをリラックスさせ、
大舞台に挑むすばらしい環境を作ってやることが出来る。
わたしがいつも常々言っている、大きな舞台でも選手が普段の力を発揮できるような気持ちに
させることができる、それが真の指導者だ。
おそらくこの佐々木監督も、練習中などは鬼と化しているに違いないのだ。

わがアパッチに今欠けていること、それは粘り。
最初にリードされてしまうと、はねかえす気持ちが弱い。
あきらめが勝ってしまうのだ。
大阪城に向けて、技術的なところもまだ足りないが、やはり精神面での力強さがほしいところ。
ここらあたりは簡単に習得することができない。
さあ、どうしよう。



2011.7.20　　練習試合　ＶＳ　扇町デビルボーイズ

７月１６日（土）初対戦の扇町デビルボーイズとの練習試合。
今年彗星のごとく登場し、区大会を勝ち抜き大阪城進出を決めたチーム。
大阪市のど真ん中、梅田からちょっと東に位置する扇町。さぞかし土地代も高いのだろう。

大阪城決戦を控えて、お初のチームとの試合を意識的に増やしている。
とにかくデータなしで、目いっぱい戦うのは面白い。

第一戦はＢチーム。Ｂといってもメンバーの関係上、６年生も出場すると言う申し出があった。
アパッチも４年生の柳本が腕の故障で捕手は無理、ということで、これまた足に怪我した細川が出場。
先攻はアパッチ、トップバッターは最近左打ちがさまになってきた難波。
もともと小さい頃は左だったそうで、右より左のほうがうまくミートできている。
よく粘り四球で出塁。そして盗塁し、中村の内野ゴロで３進、宮本の同じく２塁ゴロの間に１点先取。
なかなかアパッチにしては効率よい得点のとり方だ。
先発宮本は先頭バッターを内野失で出塁を許したが、盗塁を細川が刺し、
２番をセンター前ヒット、３番を四球と不安定だったが、４番５番を内野フライ、三振に討ち取った。
このあたりなかなか安定してきて頼もしくなった。
４回に６安打を集中し５点を奪い勝負を決めた。

そしてＡ対戦。相手投手は身体も大きく、スピードもかなり速い。
まだ未対戦だが、東成区の東小橋のエースのような感じ。
ただ東小橋の投手はフォームがもっとダイナミックで迫力はある。
しかしこの扇町の投手も簡単に打てる投手ではない。
打てないどころか、コリャ締めてかからないとやられる。

先頭の森純が必死にバットを振っている。
おされ気味ではあるが簡単に負けないぞという感はありあり。
バットスウィングが速く、そんじょそこらのスピードボールに振り遅れる選手ではない。
フルカウントだったか、思い切りのよいスウィングから左中間まっぷたつ。
このホームランで先制したが、あとはさっぱり。
２順目の森純は今度はセンターオーバーのフェンス直撃の認定ホームランで２点目。
続く雄志が良く選び、盗塁からミスをつき３塁まで、そして３番細川がうまくライトへ運び３点目。

エース森は初回、先頭を三振におさえたが、２番に３塁内野安打を許し、３番にライトへ打たれる。
ここで森の顔つきが変わった。
続く４・５番を討ち取り無失点。
そして２順目の３回。
初回も三振におさえたが、１番バッターに粘られている。
ここは試合前に作戦を授けていた攻め方を実践させる。
というのも、大阪城では森の球をみんな知っており、１・２の３で振ってくるに違いない。
そんなに簡単に打たれることはないが、出会いがしらの１発ということもある。
ここはチェンジアップを使い、おさえることも大事。
今まであえてあまりチェンジアップは投げさせなかった。
というのも投手はストレートが命。
ストレート１本で勝負できるに越したことはない。
そのため、打たれてもいいつもりで、ストレート１本でやってきた。

しかしこれからは違う。
優勝するためには、技も絶対必要。
そのためにも、今日は上位打線にはここぞというときチェンジアップを使うよう指示した。
そしてこの２順目その時がやってきた。
０-２と追い込んでの３球目見事なチェンジアップで空振りを取った。
２番バッターには死球を与えたが、さきほどライトへ打たれた３番バッター。
同じく0-2からの３球目が素晴らしいチェンジアップで空振り。
これが本番で使えるということは、投球の幅が出て、ずいぶん楽になる。

どうにか3-0で勝利したが、このチームも組みやすい相手ではなかった。
こんなチームばかり相手に４試合も５試合もするのはとてもつらい。
冗談抜きに２日制にしてほしいところ。



2011.7.27　マスつかみ大会

７月２４日（日）今日は金剛山でのお手伝い。
ロープウェー駅近くの渓流でマスつかみ大会。恒例のイベントで、無料のボランティアである。
千早赤坂村役場と我が社の共催で、毎年楽しみに来られる方も多い。

8：30に河内長野駅で待ち合わせをし、Ｋ君の愛車でＴ先生と３人で現地へ。
９時前に到着。待合い用のテントを張り、用意完了。朝登山される方に参加券を配布していく。
朝登山される方に参加券を配布していく。

11時すぎまでに６割くらい配布し、いったん休憩。ということでロープウェーにて香楠荘へ向かう。
昼食は田舎そばとかやくご飯。相変わらずここのおそばは美味い。
やはり水が違うのがいちばんの要因。水が違うとこんなにも食べ物の味が違うのか。
少し休み、再びロープウェーにて下山し会場へ。
間もなく第１回目の13：30。参加者が鈴なりになって待っている。
大人・子供合わせて約３０数人が渓流に入り、われわれが放流したマスを楽しく追いかけている。

日ごろ魚といえば、切り身しか見たことがないという笑い話のような子供もいるそうで、
ピチピチとしたマスをつかめない、怖いといって泣き出す女の子もいた。

結局このあと、14：00 ・ 14：30と３回をこなし、用意していた３００匹のマスがすべて無くなった、。
参加された全員から、「楽しかった、ありがとう。」と喜びのお言葉をいただいた。
事故もなく無事終わってほっとした。やれやれ。

2011.7.29　　河内長野荘　一泊旅行

義父の４９日法要も無事終わり、ホット一息ついたところで、
家内と義母・義妹を連れ、河内長野荘へ行ってきた。
ここは我が社の運営で、研修や仕事で何度も訪れているが、家内はまだ来た事が無く、
また義母の疲れを癒す意味でも最適と思った。

11：06の我孫子前発の各駅停車に乗り、堺東にて急行に乗り換え。
４両目に義母と義妹が乗っていた。二人は奈良の法隆寺から関西線で新今宮を経由しやって
きたのだ。11：30に河内長野駅到着すると、すでに迎えのバスが待機していた。
歩いても５分足らずであるが、やはり上り下りは年配者には少しつらいかもしれない。

レストランで私のお勧めのおそばを食べ、（田舎そばを食べたが、香楠荘同様なかなかのものだった）、
少し休んだ後、観心寺に行った。（ここでもバスの送り迎えをしてもらった）
平日ということもあって、お寺も貸しきり状態。ゆっくり手を合わせ、宝物殿も見学してみた。
たまにこういうのんびりした雰囲気で、お寺参りもいものだ。１時間ののち、ホテルに戻り、まず温泉入浴。
ここでも貸切で、ゆっくり露天風呂につかりながら鼻歌気分で３０分。しあわせ～。
夕食までの時間はごろ寝しながら、ＴＶを見、転寝の時間。またまた、しあわせ～。

そして夕食。まず船盛り。
食べきれないほどの刺身がのっている。
かたわらではお肉の陶板焼き。
続いて天婦羅、酢の物、煮物、茶碗蒸し・・・。
とても食べきれないと思ったが、しかし、見事に完食。
さすがにうわさの料理長は大したものだ。
年寄りがいると分かっているため、刺身の大きさは食べごろの少し小さめ。
細かいところまで気持ちがこもっている。
ゆっくり２時間半、この豪華な夕食を堪能させていただいた。

わたしは夜もう一度温泉につかり、１１時頃寝たのだが、
女性陣は少しアルコールも入っていたせいもあって、９時半にはフトンの中だったそうだ。

明朝、またまたおいしい朝食をいただき、（これもまた心のこもった素晴らしいメニュー構成）
河内長野荘を後にした。
大阪市内から電車で２０分足らず、こんな近場でいい温泉があるのを知らないなんてもったいない。
ちょっとＣＭみたいになっちゃいましたが、絶対に期待を裏切りません。



2011.8.2　泉州リーグとの交流戦

７月３１日（日）泉州リーグとの交流戦
今年度ＯＳＦＬとして初めての交流戦は対泉州リーグ。
ＯＳＦＬからは今川連合・晴明通・田中子供会・ＫＤＥＳそしていつも応援していただいている
玉造バスターズと松原ガッツ、それに初参加の海老江東そしてアパッチの８チーム。

会場は新浜緑地公園。
ここはゆっくり4面とれ、おまけに駐車場は制限なく可能でもちろん無料。
そしてトイレ、水周りもＯＫ。
地元住吉からは車で４０分くらい。
いいね～。

８時過ぎに到着すると、もうすでに４面ともグランドは完成されていた。
（泉州リーグのみなさん、ありがとうございました）
そして８時４５分から簡単にオーピニングセレモニー。
９時に抽選会。

アパッチはＣ面で鶴山台フレストきっず、高月南との対戦。
初戦は鶴山台。
昨年リーグチャンピオンシップ大会の優勝チーム。
スーパー選手はいないが、９人全員が鍛え抜かれた穴の無い素晴らしいチームだった。
アパッチも２ランホームラン１本で負けたのだが、印象深いチームだった。
今年のチームはいかに。

エースは左腕、スピード豊かでコントロールもよさそう。
序盤の２回を終わってともに１安打ずつ、しかし点が入りそうな気配はない。
３回の表鶴山台の攻撃。
７番バッター。
森も油断をしたわけではなかったのだが、２ストライクと追い込んでから甘く入った真ん中をセンターの
右に運ばれる。名手柳本も追いつけず、しかし中継はよく、３塁打にとめた。
この７番打者は良く見ると背番号は１０で、次の試合は４番を打っていた。
やられたかな？
ちょっと動揺を隠しきれず、８番にもライト前に運ばれ先制を許してしまった。
しかししかし、わがエースはここで顔つきが変わる。
スーパージュンスケがスーパーサイヤ人に変身し、後続を３者三振。
ジュンスケの真骨頂である。

１点を取られたが、ランナーを２塁に残したままチェンジ。
相手に向きかけた風向きが変わるのも当然のことで、
その裏、先頭の柳本、この４年生もまさに超人。
スピード豊なこの左腕の球に必死にくらいついていく。
粘りに粘り、捕手前の内野安打で出塁する。
そして次打者久保山の送りバントが内野安打になり、
内野がもたつき、悪送球でなんとバッターランナーの久保山までがホームにかえり逆転！
本来なら逆転し、なおも無死で１番に戻っているわけで、一気に畳み掛けたいところであったが、
そこはさすが名門チームのエース、これ以上のスキは見せなかった。

森は最終回にまたしても７番のキャプテンにレフト前にヒットを許したが、
強豪相手に６三振を奪い完投。
見事に昨年の雪辱を果たした。



2011.8.3　　泉州リーグとの交流戦（続き）

ここでお昼休憩。泉州リーグのみなさんがカキ氷を振舞ってくださった。
この暑い時期、最高のおもてなし。本当にありがとうございました。

２戦目は高月南。決して相手を侮ったわけではなく、今期の方針で、
大会以外の試合は、出来る限り参加者全員が出場できるように配慮する、
ということで、この試合は控え選手が６人スターティングメンバーに名を連ねた。

先発宮本は最近はグッと安定感を増し、５年生とは思えない投球を見せている。
たまに先頭バッターにストレートの四球を与えたりして、自らピンチを招くという悪い癖は相変わらず
だが。この試合、初回はビシッと抑え、いけるかなと思わせたが、２回やはり先頭打者に四球を与える。
続く打者にセンター前に打たれ無死１・２塁。次打者は三振にとったが、内野安打・レフト前と連打を
浴びる。決して悪い球ではないが、ボールが先行し（それもきわどい球ではなく、ワンバウンドが多い）、
打者に有利なカウントになるため、どうしても余裕をもってバッターボックスに立たれる。
先に追い込むと、元来が速球にも威力があり、少々のボール球でも振らすことができるのだが。
もっとも春先に比べればずいぶん進歩している。
今年中にここらあたりが克服できれば、年度が替わった頃には立派に独り立ちできているだろう。
（そうなると来年も大阪城が楽しみになる）

打線も１回戦同様居眠った状態で沈黙。
ようやく最終回に１点をかえし、なおも二死満塁で打席に細川という絶好の場面だったが、
初球を簡単に打ち上げ残念ながら敗戦。全体的に絶対勝ってやるという気持ちが薄い。

小休止の後、オープンの練習試合。アパッチの相手は八木ソフト。
この日集まっている中でも最上位に位置する名門チーム。
すぐさま宮本監督にはベストで行く旨伝え、選手にも気合を注入。

前半の２試合で得点は３点。相変わらずの湿った打線。
得点は多く望めない、ということは強豪八木相手に許せる失点は１か。

アパッチ先攻、さすがに良く鍛えられた守備陣。
３回に先頭の柳本がライト前にヒットを打ち、次の久保山のバントが野手の間に転がりこれもヒット、
そして細川とのヒットエンドランでサードからファーストへの送球の間に、柳本がセカンドから一挙に
ホームを狙ったが、間一髪アウト、このあたりは果敢なナイスプレーだった。ここはスキを見せない
八木内野陣のうまさが光った。
先発のエース森もキレのよい球をテンポよく投げる。
３回を投げて２安打されたが、これは配給のミス。
というか、打たれた２安打だけではなく、２ストライク目の球が良すぎて、フィニッシュの球がかすんで
いる感じがする。意識はしていないと思うが、追い込むまではいいのだが、それまでにあまりにいい
球がいき過ぎるので、フィニッシュボールが見劣りする。（打ってくださいと言わんばかりのど真ん中
が多かった、もちろんスピードは問題ないが）通常のチームの打者ならそれでいいのだが、やはり
強豪チームの中心打者はそう簡単に討ち取れない。やはりもう少しコーナーをつくとか、
チェンジアップを混ぜるとかの工夫が必要だ。
0-0のまま４回のアパッチ。
先頭は森。
今日ここまで力みすぎか当たりがない。
しかしここいちばんは無類の勝負強さを発揮する新怪物。
外角高めの球を無理に引っ張らず右中間に持っていく。
まさに狙い打ちといった感じのホームランで先制。

最終回、これもまた４年生の怪物の超人ヤナ。
好投手相手に１打席目もヒットをとばし、この打席でもライトへの３塁打。
この超人の負けじ魂は本当に素晴らしい。
そして好投手には珍しいワイルドピッチで追加点。
この２点目はうれしかった。

最終回、余裕で３者凡退におさえ見事勝利。
久々の会心の勝利だった。



2011.8.7  アパッチ一泊金剛登山

８月６日（土）・７日（日）一泊旅行（金剛山）アパッチ恒例の一泊旅行。今年も金剛山登山を行った。
朝8：00に遠沢公園に集合し、南海バスにていざ金剛山へ。9:30頃到着し、いよいよ登山開始。
総勢40名の一個団体。高学年から出発し、最後尾は2･3年生。私はその最後尾から出発。

とにかく念仏坂手前の広場までは問題ない。しかし、やはり問題児数人はバテ気味。
広場で行者の水（湧き水）で身体を癒し、疲れをとる。5～10分の休憩後再出発。

さあ、ここからが難所。この念仏坂の急勾配はとてもしんどい。おまけに土の道ではなく、セメント道。

なれない人は途中３～４度休息をとらないともたない。この坂を過ぎるとまた地道にもどる。

坂の勾配も少しましになる。少し行くとまたセメント道になるが、先ほどの地獄道を経験しているため、
さほど気にはならず一気にいける。

約40分かかって目的地に到着。
ここ園地は頂上ではないが、宿泊所の香楠荘がある。小休止の後、昼食をいただいた。
かやくご飯とざるそばというメニューなのだが、ここ金剛山のお水は天然の湧き水を利用している。
厳格なる水質検査をしているが、まったく問題なしの良質なもの。
そして本当においしい。水がうまいと料理が映える。だからごはんもこのざるそばも最高にうまい。

食事の後、ミュージアム2階の工作室をお借りしての工作教室。
トトロの広場の人形やキーホルダーつくりに興じ、夏休みの宿題がひとつ片付いたと喜ぶ6年生もいた。

夜はお楽しみのバーベキュー。肉や魚貝類に舌鼓をうち、みんな腹いっぱい。
そしてビンゴ大会、ゲームと続き、お風呂にはいり、就寝。大部屋での雑魚寝はまた味があってこれも楽しいものだ。
夜遅くまで岡田事務局長の大声が鳴り響く中、静かに（？）夜が更けていった。

2011.8.10  アパッチ金剛登山一泊旅行　2日目

あくる朝、ほとんど全員が6時には起きていた。
それではということで、頂上めざして行こうと[朝の散歩]6時半出発。
朝はいい、空気はうまいし、静か。約20分で大阪の頂上点の葛木神社に到着。記念写真を1枚。

頂上到達記念の捺印所があり、そこのボードには到達回数と名前が貼ってある。
最も多い人は1万回以上！！
毎日登っても1年で365回、10年で3650回・・・。
気の遠くなる回数だ。

香楠荘に戻り、朝食をいただき午前中は自由時間、
の予定だったが、急遽ミーティングをすることに。
日ごろはゆっくりひざを突き合わせて話しをすることは少なく、
大阪城決戦まで1ヶ月を切った今、心をひとつにするためにもいい機会だと判断した。

まず5･6年生。それぞれの思いを聞き出し、今後の自己目標などを発表する。
そして保護者・コーチの意見も発表しあう。
最後に私から、これまでの活動と、今後のモチベーションの持ち方などを指導した。

次に4年生以下。
高学年以上に甘さが目立ち、うまくなりたい、強くなりたいという意識が感じられない。
そのあたりを選手の胸のうちを探り出し、みんなの考えを聞きだした。
何かたまっているものがあったのか、泣き出す者もいた。

昼食はカレーライス。
お変わり自由ということで、山盛り3杯たいらげる奴。
食べるのが遅く、おかわりしようとしたが、すでにカレールーがなくなりがっかりする奴。

下山の時刻まで休憩し、14時半お世話になった店のみなさんに挨拶し出発。
登りに比べやはり下りは楽。
難なく35分ほどでバス乗り場に到着し、帰路についた。
いつもは帰りのバスといえば爆睡状態なのだが、今年はみんな元気。
よーし、後半の練習は厳しく行くぞ！！



2011.8.12  K高校インターンシップ 

Ｋ高校のインターンシップ

毎年恒例のＫ高校のインターンシップ。
夏休みの８月第１週に３日間、本社で行われる。
今年も２０人が参加、全員が来年４月の就職を希望している。
運動部が１４人、そのなかで先日惜しくも５回戦で涙を飲んだ硬式野球部が6人いる。
Ｋ高校も昔のイメージとはずいぶん変わった。
今でもスポーツ面ではインター杯にたくさん出場させているが、
大学進学でも、大阪大や関西医大に進学する生徒もいるという。
それでなくては少子高齢化の時代に、男子校でありながら、1学年１６クラスというふうにはならない。

初日はオリエンテーション・発声トレーニング・サービストレーニングなど。
２日目は初日の実践応用というところで商品提供をし、開店営業で接客を体験する。
３日目は採用試験に備え、自己表現・立ち居振る舞いを学び、面接を体験する。

我が社では現在高校生の採用はなく、このインターンシップは全くのボランティアである。
しかし、この制度でわれわれが逆に学ぶことも多く、部下指導という点では勉強になる。
初日に行う１分間スピーチでは、ほとんどの者が出来ず、いたずらに時間経過を待つケースが多い。
しかし、不思議なことに３日目には、その１分間が短く感じられるほど、しゃべれるようになっている。
この年代の成長のスピードにはびっくりする。

2年後くらいに高校生の新卒採用を復活させ、お店に新風を吹き込んでみようかと思ったりしている。

2011.8.15  お盆の過ごし方 

今年は残念ながらお盆休みはなし。
最大の原因は新入社員研修があるため。
まあ休めないこともなかったのだが、みんなが頑張っているときに休みたいと思えなかった。

8/13（土）
午前中は小学校でアパッチの練習に参加し、午後から本社へ。
今日は大学生のインターンシップの最終日。
スピーチ研修とまとめと閉講式。
先週のＫ高校も熱心であったが、就活を控えた大学生には更なる熱意が感じられた。

8/14（日）金剛山の園地でのイベントの協力。
もちろん新入社員の研修も兼ねたものである。
出店でのカキ氷・ポテト・から揚げ・ビールの販売。
山の上とはいえ、やはり暑く氷は好調。
昼過ぎに突然「こんにちは」と声をかけられた。
見たことのある中学生が笑顔で立っていた。
一昨年のアパッチ卒業生のＯ君だった。
家族でハイキングということらしかった。

1時過ぎからバルーンアートということで、風船を使っていろいろな動物をつくり、
観客のこどもたちにプレゼントする。
大人が見ていても楽しかった。

3時半すべて終了、そこからあとかたづけをして家に帰ったのが7時。
少しくたびれた。



2011.8.18  大阪城決戦抽選会を控えて

お盆も過ぎ夏休みも終盤にさしかかったところ。
今週の白さぎ大会、また9月の大阪城決戦を睨み子供たちも気合が入ってきた頃かと思う。

夏の一泊旅行やこのお盆のため、十分な練習ができていないのは仕方が無い。
しかし自主練ということで、早朝ランニングや夕刻のキャッチボールなど、
思い思いにトレーニングに励んでいるという情報が入っている。
今週もアパッチにとっては万全の態勢で臨みたかったところだが、捕手細川が骨折で出場が微妙なようだ。
今はあまり無理をさせることが出来ず、大阪城に間に合えばというところだ。

20日（土）に、いよいよ大阪城決戦組み合わせ抽選会が行われる。
この炎天下、優勝するためには最低でも4試合、運悪ければ5試合戦わねばならない。
この1試合の差はとてつもなく大きい。
昨年も熱中症で救急車が２度出動し、大会が急遽途中中止となり、２日に分けて行われた。
今年も同じような状況が想定でき、頭から２日間開催にすべきだと思うのだが、
主催者はどう考えているのだろうか。

昨年の大会は田中子供会の怪物ソラ君のみをマーク。
見事、総合力で優勝を勝ち取った（引き分け２回のラッキーもあったが）。今年は本命チームがおらず混戦模様。
優勝候補としては１試合だけの力関係でいけば、手前味噌ながら、アパッチがＮＯ１だと思う。
森・細川のバッテリーは大会随一。本調子であれば森の球を打てる選手はそうはいない。

打線もここまでホームラン１８本の森を中心に、４割近い打率をキープしている細川・中橋。
四死球２２と抜群の選球眼と俊足を活かしての内野安打が多い村上。
下位ながら１発長打が魅力の宮本・工藤。小柄ながら勝負強さが売りの久保山・難波・柳本。
ここぞというときに頼りになる中村・袋谷。まだまだ５年生にも北野・佐藤・安田・海野･中田が控えている。

群雄割拠の今大会で、あえてライバルをあげるとしたら、全日本準優勝の加島、総合力で大道南・海東、
好投手擁する東小橋・磯路。もちろん１発勝負の大会で、玉造・金塚・塩草・扇町・長原・田辺といったチームも
侮れない。それにまだ対戦したことのないチームも９チームある。
まず２０日土曜日の19時半頃、一喜一憂がありそうだ。

2011.8.22  大阪城決戦抽選会 

８月２０日（土）今日は運命の大阪城決戦抽選会。夕刻１９時港区民ホールということだったが、
17：00までの練習もきっちりやって、17：45遠沢公園集合し出発した。
高速で飛ばしたためか、現地には18：05に到着、一番乗り。

5年前の初参加のときには、右も左も知らないチームばかりで抽選会で緊張し、くじを引く手も震えていたような
記憶がある。今や参加２２チームで対戦したことのないのは６チームのみ。顔見知りの監督・コーチも多く、みなさん
挨拶をしてくださる。アパッチも有名になったな、とこの５年間を振り返り、ひとり感慨にふける。

そうこうしているうちに時間となる。まず予備抽選で会場一番乗りのアパッチが引く。
壇上に村上雄志があがり、手にしたのは９番。
そして本抽選。予備抽選で１番をひいた玉造が最初、５番。
９番住吉区。呼ばれて主将の森純介が壇上へ。
「住吉区・・・」、ここで１瞬の静寂が流れた。すでにひき終わったチームは「くるな」
まだ引いていないチームは「どこかと当たってしまえ」
そういう気分だったのだろうか。「・・・１６番」
オーツ、とかため息とかさまざまな反応があった。
すでに１５番に鶴見区の榎本子供会が決まっていた。
去年と同じ鶴見区だった。

１回戦不戦勝で、なんとか優勝まで４試合で済むようにという目論みは崩れた。
強豪は比較的各ブロックに分散したようだ。
アパッチは１回戦勝利すれば、２回戦で東小橋と当たる。
長身の速球派投手をどう攻略できるか、それがポイントとなる。
いや、しかし、まず１回戦。
一戦一戦確実に戦う。
これから２週間。
選手のモチベーションをいかに引き上げてやるか、それがこれから指導者の役目。



2011.8.23  夏の夜の野次馬座談会 
 
夏休みも残りわずか、あと１０日ほどで第４９回大阪夏の陣が開催されます。 
そして8/20に抽選会がおこなわれ、ますます気分が盛り上がってまいりました。 
今年もまた、例年通り野次馬解説者のみなさんにお集まりいただき、
大会についていろいろお話をお聞きしたいと思います。 
なお、毎年申し上げております通りこれはあくまでもジョークです。 
この件に関するいっさいのご批判・お小言はお受けできませんのでご了承のほどお願い申し上げます。 

司会   みなさん、こんにちは。
われわれ小学生ソフトボールの晴れ舞台、大阪夏の陣が開催されます。
今年も恒例の野次馬解説者の皆さんにお集まりいただき、座談会を行いたいと思います。
昨年は１・２回戦はほぼパーフェクト、そして見事ベスト４進出の４チームも完璧に的中させました。
今年もいろいろお話を聞いてみたいと思います。

Ｍ   昨年は、田中子供会の怪物ソラ ＶＳ 清水丘アパッチ打線というのが焦点でした。
そして準決勝でその対戦があり、熱戦の結果３-３引きわけ抽選でアパッチが勝ちあがり、
決勝でも大道南との熱戦の末引き分け、これまた抽選での勝利というくじ運の強さも発揮し、優勝を飾りました。
どちらかと言うと波乱の少ない順当な結果だったと思います。
 
Ｋ   今年は常連校が予選で敗退し、昨年に続いての出場のチームが９という、フレッシュな顔ぶれになりました。

Ｘ    決勝まで進むには最低でも４試合、組み合わせ次第では５試合というハードスケジュール。
そういった意味でも体力勝負、また選手層の戦いでもあるわけですが、やはり最後は気力が物を言いそうです。
 
司会   では組み合わせにしたがって　まずＡブロックはいかがでしょうか。

Ｍ    拮抗したチームがそろいましたが、やはり注目は港区の磯路でしょうか。
エースがいい。激戦の港区を制し、今回の大会も期するところが大きいようです。

Ｋ    常連チームの玉造、１昨年のような目立った選手はいないが、よく鍛えられた選手が
Ｎ監督の指揮下、総合力で勝負するチームカラーです。
リーグ戦で不覚をとった田辺ＪＧと１回戦で対戦することになりました。この試合も面白い。

Ｍ    １番くじを引き当てた塩草。ことしは大型選手を擁し、予選、練習試合でもなかなかの好成績でした。
しょっぱなから西都島・磯路の勝者と当たるわけだが、波に乗れば面白い。

司会    Ｂブロックは。

Ｘ   全日本準優勝の加島がいます。

 
Ｋ   全日本大会では、応援選手を加えての陣容だったわけですが、それでも、もともとポテンシャルの高いチーム。
しかし、１回戦の安立ビクトリーの大型バッテリーは要注意。あまり大きな大会には顔を見せていませんが、
古豪なだけに不気味。この勝者と金塚が２回戦で当たるわけですが、興味深い戦いが続きます。

Ｘ    もうひとつのゾーンでは、これまた候補の海東がいます。エースは驚くほどの速球派ではないが、緩急を
うまく使い分ける頭脳派。なかなか点の取れる投手ではない。順当にいけば２回戦で初出場の長原と対戦する。

Ｍ    長原も凄みはないがまとまった好チーム。
総合力で少し海東が有利かな。



司会   Ｃブロックはいかがでしょうか。 

Ｋ    左のゾーンでは扇町ですが、エースは長身の速球派でなかなかいい。
初出場の緊張感さえ払拭できれば、ダークホース的な存在になるだろう。
いずれにしても左ゾーンは接戦が予想される。
右側ですが、昨年優勝の清水丘アパッチ。
 
Ｍ   力的にはＴＯＰだと思う。
リーグ戦でも練習試合でも、今期の方針で控えメンバーも使うということで、勝率は上がっていないが、
ここ一番はやはり抜きん出ている。
エース森は本調子なら、あの外角低めにコントロールされた速球、リトルスラーダー、チェンジアップは
打てない。打線も森を中心に大型選手が多く、１番から９番まで穴がない。
ただ昨年の優勝チームと比べて、昨年の投手３枚が今年は森と５年生の宮本の２枚。
この１枚の差が少し大きいかなと思う。

Ｘ    １回戦は昨年と同じ鶴見区との対戦。激戦の鶴見区代表だけに気が抜けない。
そして２回戦はうわさのエースを擁する東成区の東小橋。
扇町と同じく長身で、ダイナミックなモーションからの速球は素晴らしい。打線もこのエースが中心。

Ｋ    やはり初参加は緊張するし、相手が強豪となると尚更。
順当にアパッチが勝ちあがってきたら、東小橋エースＶＳアパッチ打線の対決が見もの。

司会    最後にＤブロックです。

Ｘ   普通に行けば大道南ＶＳ五条パレスの戦いだと思う。
今期いろいろな大会で上位に位置する大道だが、今のチームは４年生ころからチームを組み、
チームワークは抜群。総合力でもかなり上の方にある。
対する五条も選手層が厚く、まとまりの良いチーム。
質は違うが、同系のチームと思う。

司会 
ということでベスト４ならびに優勝チームはいかがでしょうか。

Ｍ    Ａは大接戦ですが、磯路か玉造。
Ｂは加島と海東
Ｃはアパッチと東小橋の勝者
Ｄは大道南か五条

Ｋ 　　　天候次第で選手の健康状態が変わり、予想しなかったことが起こるかもしれないが
だいたいそんなところでしょう。
 
Ｘ　　　磯路・加島・アパッチ・大道南
優勝は横一戦。
当日のコンディション次第。

 
司会　　　今回はあえて優勝予想はありませんでした。
いずれにしてもまれにみる混戦模様。
当日昨年のような猛暑になれば、またまた体力勝負となってくると戦況が変わってきます。
事故がなく、選手が実力を発揮し、悔いのない戦いをしてほしいと思います。
　
最後に、いつも申し上げております通り、これはあくまでもジョークです。
うちの名前がないとかいろいろご不満もあろうかと思いますが、
ご寛容のほどお願い申し上げます。
 



2011.8.29  歓喜の逆転さよなら勝利

何年もソフトボールをしていると、勝ち負けに関係なく印象に残る試合というのがある。
８月２８日（日）第３８回白さぎ大会。
捕手の細川が足の骨折（ひび）でもとの予定の８月２１日なら出場は微妙だった。
雨で１週間順延になったおかげで、なんとか間に合い（それでも本人は少し痛いようだった）、
ほぼベストメンバーで参加できた。前日の土曜日は久し振りのみんなそろっての練習だったが、それぞれに
動きもよく、また森のピッチングも私の目には好調子のように映った。

１回戦は不戦勝で、２回戦から。金塚子供会と池島連合の勝者ということで、ここは金塚を予想していた。
１週間前の大阪城大会の抽選会のとき、偶然金塚の選手がアパッチの後ろに座っていた。
いよいよ抽選開始のとき、
「○○チームとあたりたいな、絶対勝てるやろ。アパッチでもええな。今年のアパッチは大したことないもんな」
少し前にリーグ戦で対戦したとき、アパッチはこの金塚に敗れていた。ベストではなかったし、森も肱を痛めて
いたのだが、敗戦は敗戦だ。アパッチのメンバーはそれを耳にし、闘志を燃やしていたのだ。

しかし残念ながら１回戦は池島の勝ち。池島はもともと激戦港区でも上位のチーム、それに今回の大会は
港晴のエースをレンタルするなど連合を組んでいるそうだ。これは強敵。

初回、先頭にライトに運ばれ、内野連係ミスなどで早くも先制を許す。
アパッチも毎回ランナーを出すが、つながりが悪く得点できない。最終回にエース森が少し力みが入り、
死球・ＷＰ・ＦＣと続き、追加点を奪われる。５回の表を終わり0-2.

アパッチの最後の攻撃８番から、ひとり出ればトップの森に期待できる。
だれもがそう思い、それを信じていた。久保山が期待にこたえ内野安打で出塁。

続く中村が投手ゴロで２塁封殺でランナーが代わる。（代走北野：結果的にこの代走の判断がよかった）
さあ、千両役者スーパージュンスケ登場。しかしここはいくら純介といえど、力がはいった。
セカンドゴロで二死。（ランナー２塁）強気のアパッチベンチ・応援団も声が出なくなった。
２点差で二死、絶対絶命。

しかしアパッチ軍団はあきらめていなかった。１ヶ月前のなでしこジャパンの快挙。
そのあと私はみんなを集め、「最後まであきらめるな、勝負は下駄をはくまでわからん。」
そういったことをはなしていた。しっかり学習してくれていたのか。
２番雄志が、早く打ちたいという気持ちを抑え、じっくり見てよく選び、四球を奪いとり、あとにつなぐ。

３番中橋。ここもホームランで同点という誘惑を抑え、後の打者を信頼してのライト前タイムリー。
２塁から代走北野の快走も素晴らしかった。
そして打者走者中橋の判断もよく、２塁をおとしいれていた。
このあたりは日ごろのベースランニングの成果だろう。
１点差に詰め寄り、ランナー２・３塁で４番の細川。
本来なら出場さえ危ぶまれていたのだが、不屈の闘志でよみがえってきた。
普段は純介の影に隠れているが、打率は４割をキープし、ここぞというときに本当に頼りになる兄貴分。
そしてこの場面、おれが決めてやるという雰囲気が漂っていた。
みごとにライト前にもって行き、３塁ランナーの雄志に続き、２塁から中橋も歓喜の逆転のホームを踏んだ。

勝った試合からは何も得るものはない。
負けて覚える相撲かな。
常々わたしが口にする言葉。
この試合は99％負けていた。
しかし最後の1％のところで、相手が詰めを誤った。
逆にアパッチベンチの一丸となった気持ち・気迫が相手を上回った。
この試合で得たものは大きい。
練習量は他のチームに比べて少ないかもしれない。
しかしその内容、密度はかなり濃いものだ。
これだけやっているのだから、負けるはずはない、いや負けたらだめだ。
そういった気持ちがチームを強くする。
勝負事は技術・体力はもちろん必要不可欠ではあるが、
最後の決め手は気力・精神力であるというのを再認識した。



2011.8.31  仲良しグループの旅

８月２７日（土）・２８日（日）例によっていつものメンバーでの小旅行。
１０月に福知山からハチ北・湯村温泉・鳥取砂丘という予定があるにもかかわらず、それまで我慢できない。
本当に仲のよい、集まりである。
今回は近場でということで、狭山にある会社のログハウスで一泊。
もともと会社の福利厚生のための施設であったが、あまり利用されていない。

昼の２時に遠沢公園に集合し、マルエーで酒の調達、スーパーで野菜を買って出発。
道中で早くもビール缶のシュパッという音が連発。
もちろん運転手はお茶。あと少しで目的地というところあたりから雨が・・・！

このログハウスは週末はボーイスカウトや少年野球などに貸与している。
なかなか快適な建物で、少し小高い丘の上に位置するため、付近のかたもご存じない。
５時頃、やっと雨が止み、そろそろ用意をしだした頃、待ち人到着。
今回の主役のお肉がファンファーレとともに入場してきた。
いつもお世話になっている松原ガッツの石川さんがその絶品のお肉を持って来てくださった。
石川さんはお肉の卸業をされている。
宮崎牛の問題が落ち着いたと思ったら、今回の放射能問題、いろいろ大変な時期なのにわざわざ
お越しくださった。と言うより、今日おいでと無理やり誘ったようなものだ。（本当にすみません）

５時半夕食開始。肉がうまい！！
さすが石川さんお勧めの肉は素晴らしかった。
こんな静かなゆっくりした環境の中、おいしい肉に囲まれて幸せ以外に感じることはない。
どちらかというと下戸のわたしも、この場に臨んではビール・チュウハイを飲まずにおれない。
みんな大満足のバーベキュー夕食だった。

そこから子育て・教育・地理・歴史など、宮下ＶＳ岡田の論争が面白い。
ゆっくり風呂につかりながら、またまた酒が進む。
１１時前に消燈。

翌２８日（日）朝６時起床し、昨日のバーベキューの後始末掃除。
７時半、朝食。
ログハウス内の掃除をし、全員８時半出発。

今日の予定の１番手はグランドゴルフ大会。
羽曳野にあるこのコースは１ラウンド（１６ホール）３００円、貸しクラブ・ボールは１５０円。
２時間ゆっくり遊べてわずか４５０円。
健康的でおまけに安くて楽しい。

そのあと、お隣の道の駅”しらとりの郷 羽曳野”で買い物。
この道の駅は大変大きく、入場者数も２００万人突破を誇るだけあり、商品構成も素晴らしい。
店内はひと・ひと・ひとでごった返している。
もちろん、車の待ち行列は半端ではない。

僕は約２０品目で４５００円使った。
まだ予定はあるにはあったが、たくさん買い物をしたため一度帰ろうということになった。
帰りの社中でやはり昼ごはんをみんなで食べようということになり、再度３０分後集合。
どんだけ仲いいねん！

いったん家に帰り、野菜類を冷蔵庫に納め、再び遠沢公園に集合し、いざ堺へ
　　”ちく満”でせいろ蕎麦をいただき、
　　”かん袋”でデザートの氷くるみ餅をいただいた。
どちらも有名なグルメスポット。
このちんちん電車堺市の庶民フルコースは満足できるものだった。

あ～！うまかった、楽しかった～！！



2011.9.4  台風通過中

９月４日（日）楽しみにしていた大阪城決戦は、大型鈍足台風のおかげで順延となった。
天候のためとはいえ、少し気勢が削がれ、また１週間気持ちを高めていかねばならない。
もちろん、全てのチームが同じ条件であるわけだが。

私の希望的観測では、９月４日に開催され、やはり熱中症の選手が数人出て、
準決勝から翌週の９月１１日に分けてと、昨年通りの展開を考えていたのだが、
こうなると予備日はとっていないと思われるのでどうなるのだろう。

９月から１１月までのスケジュールを組んでいたら、土日祝はほとんど埋まり、空きがない。
来週晴れることを望むばかり。
これから年内に大小合わせて大会が１０、それにリーグ戦もある。
タイトルも欲しいし、４年以下のレベル向上もいそがねばならない。
指導者が一致団結し、同じベクトルの向きで進んでいかねば目標は達成できない。

本来なら今の時刻、開会式も佳境に入り、さあという頃のはず。
ところが残念ながら、会社の机に向かい、パソコンとにらめっこしている。
これから下期に向けての研修スケジュールと９月から１０月にかけての個別ヒアリングの準備。
この２ヶ月間で４５人の地区長と個別面談をする。
これは大変だ。
もちろん神経も使うが、体力もいる。
仕事のほうも過密スケジュールで、スケジュール表には空きがない。
ほぼ毎週東京出張もある。
じっとしているのが嫌いな私の一番好きな[ イソガシイ！ ]　時期に入った。

2011.9.6  なでしこ魂 

サッカーは専門ではないので技術・戦略的なことは分からない。
しかし、以前なでしこの試合を見ていたときは、たとえば昨年まではオーストラリアと対戦したときにも、
体力的にもまた技術的にも劣っているように私の目には映っていた。でも昨日（9/5）の対戦ではスコアー
では1-0の辛勝ではあるが、内容ではかなり圧していた。
あのワールドカップ優勝が、なでしこを大きく変えてしまったのではないのだろうか。
もちろん、優勝するということは強いから優勝するわけなのだが、
一戦一戦見ていると王者の勝ち方ではなかった。
私には精神的にも強く、負けない戦い方をしていたように見えた。

高校野球でも、地方予選では勝つには勝ったが、本戦では下馬評にも上がらなかったチームが、
一戦ごとに力をつけていくということがよくある。
練習では気づかなかったことが、大きな大会で勝利することにより得るものがある。
一つは勝つコツ。
簡単にコツと表現すると誤解されやすいが、技術的なことでなく、気持ちモチベーションの持ち方の点。
リードされるとあきらめが先にたち、手足がバラバラでしか動かない。
そしてチームで戦っている以上、個々の力にどれだけプラスアルファされるかが問題。
それがチームプレーであり、また、主将・監督のリーダーシップによるものである。

でもまあ、これが普遍的に継続できるかと言うと少し厳しい。
韓国戦の後半なども、はっきり圧されていた。
それが体力的なことだけとかたずけるとまた失敗する。
日韓戦となると力以上のものを発揮する韓国魂。
それが試合中に、なでしこにもはっきり感じられ、その対応のみに追いまくられた。
それにリードしていて逃げ切りたいという弱気が相まって、あの防御のみの数分間になってしまった。
しかし今のなでしこには、あのＷＰで激戦を戦い続けた自信があった。
いくらリードされてもあきらめず、追いつき追い越した精神力があった。

9/4の大阪城決戦は残念ながら台風で延期になった。
今週日曜日に仕切りなおし、選手の気持ちがだれだけ高ぶっているのか。
また、この土日でその気持ちを抑えつつ、試合で１００％にしてやることができるか。
これは難しいミッションだが、やらねばならない。



2011.9.8  初期教育の重要性

なでしこに続き男子も苦戦しながらも勝ち点１を獲得した。
ＦＩＦＡランキングはかなりの差があるが、実力差はそれほどもないように感じた。
アウェーでなお且つ芝状態が悪く不慣れであった。
そういったもろもろの悪条件を引いても、格下相手との試合というものではない。

立ち上がり、様子見ということでもなかったはずだが、やはり動きが鈍く、
特に相手右サイドから攻撃をフリーにさせ過ぎ、攻め込まれるパターンが多かった。
日本の攻撃でも幾度とチャンスがあったが、最後の詰めが甘く（精度が問題）得点できなかった。

以前の日本ならあと1～2点取られ、そこから目が覚めて1点を還すのがやっとで結局敗戦。
それを思えば以後相手の攻撃を抑え、ドローに持ち込むあたり地力がついたというべきか。

長友や本田がいなくてもそれなりに編成できる。
組織力だけでなく、個々の力も飛躍的に向上している。
Ｊリーグ開幕の頃からの地道でありながら、徹底した幼児指導が実ってきているのだろう。

われわれのソフトボールも同様で、3年生からは「よしよし指導」ではだめだ。
のびのび放任主義と甘え主義を混同している指導者も多い。
選手数が少ないチームにとっては3年生も貴重な戦力。
やめられては困るため、少し甘めの対応。
そんなチームは絶対に強くならない。
もちろん、遊びの余暇善導のためのリクレーションなら別だが。
いくら3年生でも、君たちはレギュラーなんだという自覚を持たさなければならない。
かと言って、上級生と同じように厳しすぎてもいけないのだが、そのあたりの兼ね合いが問題。
叱る、怒る、ほめる、選手個々の性格に合わせた対応・指導が必要。
新入社員も同じ。
あ～、やっぱり「教える」というのは難しい。

2011.9.9  再び　スィッチ　オン

さてさて、雨で１週流れた大阪城決戦、今週は開催できそう。
しかし心配していた残暑が厳しそうな雰囲気。
優勝するためには５試合を戦わねばならず、そのあたりは体力と精神力の勝負になりそう。

１試合１試合は全力勝負なのだが、リードしての試合の後半は、次の試合を見据えての体力温存も考慮
せねばならない。そこらあたりは難しいところで、特に小学生のスポーツ競技は流れがある。
この流れを読む力がないと、大きな大会で優勝することはできない。

２０年ほど前にオリンピックの陸上４００ｍの予選（準決勝だったか）で、勝利を確信したランナーが
ゴール前で緩め、直前２人の選手に抜かれ落ちたことがあった。
これなど油断大敵の最たるもの。
それとゴール直前に力を抜くのは、疲労を抑えるためと、力を抜いても勝てるんだという自分の力を
鼓舞する二つの目的があるように思う。ソフトや野球で、セイフティリードの最終回、エースをおろす。
これは体力温存のため以外のなにものでもない。じゃ、そのセイフティリードって何点？

大阪城へ出場してくるのは、各区で勝ち抜いたチーム。
この大会で大きく差がつき、コールドゲームなんていうのはあまりない。
エースをおろした瞬間に流れが変わり、逆転というのもよく有る話。
一度変わった風向きを、再び元に戻すのはこれまた難しい。

大阪城決戦は８０％体力を含んだ実力勝負。
あとの２０％は運。

８０％の実力をうまく引っ張り出してやれるかどうか。
２０％の運を自分のチームに引き寄せられるかどうか。

ここらあたりは指導者の裁量次第。



2011.9.12  大阪決戦　前日 

９月１０日（土） 大阪城決戦を翌日に控え、調整を兼ねて、ＯＳＦＬ前期唯一苦汁を飲まされた城北への
リベンジマッチ。自信満々で臨んだ今期、５月４日の連休に対戦したとき、まさかの大敗。
フルメンバーでなかったとはいえ、森にとっては忘れられない敗戦だった。
もちろん、そのときの敗戦が森を、いやアパッチを成長させたことは言うまでもない。

大一番を控えたチームとそうでないチームとのモチベーションの差であろうか、試合は一方的に進んだ。
Ａ対決の初戦ＯＳＦＬ公式戦では、エース森は３回９人の打者を寄せ付けず、５三振を奪い完璧なピッチング。
打線では、ここ数試合４番にすわる細川が腰の入ったバッティングで快打連発。下位の柳本・久保山が
外野の頭を越える大きなあたり。おいおい、明日まで残しておけよと言いたい好調さであった。

気がかりと言えば、打線では中橋と宮本。ともに下半身が安定せず、いわゆるボールを向かえに
行く感じが強い。それと２番手投手として期待されている宮本のピッチング。
７月中旬以降制球もよくなり、大阪城でもリリーフとして活躍してもらわないといけない予定。
雑なフォームが気になり、試合後宮本監督とミーティング。「修正点がわかりましたから、もう大丈夫です」
宮本監督の言葉は明快だったが、一抹の不安も。（私には技術論よりも精神的な部分が大きいと思っていた）

この日のいいところ悪いところが、大阪城で如実に表れてくる。
われわれアパッチの大阪城での戦いが、この前日の城北戦から始まっていたことを知るものは少ない。

2011.9.12  大阪夏の陣　その１

９月１１日（日）大会当日。まず２時に目覚めた。いくらなんでもまだ早い、と思ってみても一度目覚めた
頭脳はもう休むことは出来ない。モンモンとしながら、１回戦から決勝まで頭の中で展開を考える。

７時過ぎに大阪城到着。すでに何チームかは練習を開始していた。開会式が始まった。
入場行進の先頭は前年度優勝のわがアパッチ。こんな気持ちのいいことはない。
チャンピオンフラッグ、優勝カップ、区大会の優勝旗等選手のうれしそうな顔・顔・顔。

アパッチの初戦は鶴見区の榎本子供会。春先に練習試合を行ったときは、失礼ながらアパッチは
４年生主体で、投手は宮本だった。
その時のスコアーは３－０で勝利していたが、元気のよいチームだなという印象だった。
そして猛練習で鍛えられたのだろう、激戦の鶴見区を勝ちあがってきた。
ということは、以前のチームとは別のチームだと思わねばならず、心してかかるということを肝に銘じた。
そのあたりのことは選手には伏せていた。

エース森は好調だ。３回までバントヒット１本に抑えた。しかし問題の打線。１回２回と全員が球を迎えに
行く感じで泳いでいる。昨日からおかしかった中橋・宮本だけでなく、好調だった細川まで。
３回に超人ヤナがみんなの目を覚まさした。センター前への初ヒット。
今年のチームはワンチャンスをいかすのがひじょうにうまい。久保山が一発で送りバントを決める。
１死２塁で、期待の森登場。ここで相手投手は当然力が入る。
ワイルドピッチ２連発で３塁・ホームと難なく先制点をいただいた。このあたりは超人ヤナの面目躍如。
その後も森が四球で歩きチャンスが続いたが、中軸打線にあたりが出ず、追加点を奪えない。
結局これが決勝点となり１回戦を突破したが、打線の不安が的中し、このあとの戦いに不安を残した。

２回戦は東成区の東小橋。長身のエースはおそろしく球が速い。
今期対戦はないが、いろいろなチームから攻略は容易ではないという情報がはいっている。
少し守りが甘いということなので、転がせばなんとかなるかなと思っていた。
しかし、アパッチ打線に当てることができるのか？

しょっぱなから興味ある対戦の 森 ＶＳ 東小橋長身エース。森も闘志満々でバッターボックスへ。
２ボール２ストライクからの渾身のフルスウィング。痛烈なあたりがショートへ、決して守備も悪くはなかったが、
俊足森の駆け込みが一瞬速く、１塁セーフ。そして２盗。続く名手村上のバントに対し、投手の擬装送球が
決まったかに見えたがここで野手が落球。ラッキーにも先制点をあげることができた。

１点では心もとないと思っていたが、それは大いなる杞憂であった。
相手投手にライバル心むき出しの森は、いつも以上に気合が入っていた。
この試合５イニングで１５打者に対し、１４三振を奪い、あとひとつのアウトもファーストファウルフライ
という完全試合で、一度もフェアゾーン内にボールが飛ぶことはなかった。この難敵に対し、１－０という
スコアーではあったが、勝利し準々決勝に駒を進めた。しかしアパッチも８三振を喫し、打線の悩みは
深刻になってきた。同時に点差を開くことができないなか、昨日の宮本のピッチングを見ている
われわれにもリリーフを考える余裕はなく、森の疲労を考えることそのものが怖くなってきた。
このあたりは宮本監督も同じ思いであっただろう。



2011.9.13　大阪夏の陣　その２ 

準々決勝は扇町デビルボーイズ。７月の対戦では森の好投で３-０で勝利したが、このエースも攻略は難しく、
勝つに容易ならざるチームであることは分かっていた。ただ一度戦い、勝っているという精神的な優位性
だけはあった。そのトラウマ的な部分が試合直後相手チームに現れる。

先頭の森を意識しすぎたのか、四球で１塁をいただいた。
たやすく四球をだす投手でなく、やはり前回対戦時の２つのホームランが頭に残っていたのだろう。
２番村上がうまく送り、それが内野のミスを呼び森が還り、村上は３塁まで進んだ。
そしておまけはワイルドピッチで２点め。望外のプレゼントをいただき先行した。

疲れを心配したエース森ではあったが、案の定先頭打者に粘られた挙句、投手強襲ヒットを打たれる。
この１番バッターはある程度仕方のない打者で想定内。しかしここで崩れるやわな森ではなかった。
ぐぐっと見開いた目はバッターを睨みつけ、２番を投手ゴロ、３･４番を三振に討ち取った。
結局この試合も８つの三振を奪い完封勝利。恐るべき精神力、怪物である。　
　
３回に工藤のうれしいタイムリーが出て、３点差となったところで捕手細川が体調を崩し、捕手が柳本に代わる。
本来ならここでリリーフ宮本登場といきたいところではあるのだが、昨日のピッチングが頭にこびりついている。
おそらく宮本監督も同じ思いだったに違いない。
森を少しでも休ませたい、わが息子に託したい、しかし失敗したら、そういうもろもろのことを考えるとリリーフ
交代を告げる決断ができなかったに違いない。ここは遠慮もあったと思う。もし、ベンチに私がいたら、その旨
宮本監督に進言し交代していただろう。ここは今後の展開に影響する微妙なところ。
いずれにしろ、後続をなんなく抑え、準決勝進出を果たしたが、準決勝に臨むにあたり、
相手がどうこうというより、自分自身の精神的・肉低的疲労との戦いがはっきりしてきた。

２０分の休息のあと準決勝。相手は昨年も決勝を戦った大道南。
１･２回戦を圧倒的な攻撃力で勝ちあがってきた。（アパッチよりも１試合少ないのでみんな元気そう）
身体のおおきな選手はいないが、みんな振りが鋭い。おそらく肩も肱も限界に近い森がどんなピッチングを
するのか。攻撃陣が森を楽にしてやることができるのか。さすがの私も声援するのがつらい試合になりそうだ。

プレーボール。もはや、顔色のすぐれない細川も、「しんどい」の「し」も発しない。
中橋も雄志も工藤もみんな疲れている。しかしやはり森は怪物、淡々と表情ひとつ変えず投げ込む。
強打の大道南打線にこれでもかと真っ向から立ち向かっている。それでもやはり疲れから握力が弱り、
初回２番打者に死球を与える。ここで、またもや鬼の形相に一変する。
渾身の投球。頑張れ～！３･４番を三振！！　怪物だ～！涙が出て来る。

２回にも先頭打者に四球。制球の良い森が四球、そりゃ、しんどいやろ！
４試合目でここは３試合連続やもん。続く打者の送りバントを処理できず無死１･２塁。
わたしには祈ることしかできない。頑張れ！またもや何かがのり移る。夜叉のごとく乾坤一滴のピッチング。

３者連続三振！なんということだ。すばらしい。
早く終わって欲しい、それしか頭になかった。[ 今終わって抽選なら俺に任せておけ！ ]
総監督のわたしが弱気になってはいけないが、わたしもひとの親、人間である。

アパッチ打線には森のピッチングを見、点を取って勝とうと言う気持ちより、
頑張っている森に、点が取れなくてすまないと言う気持ちのほうが強いように見えた。
１球ごとに内野が森のもとに駆け寄る。全員が一丸となり、アパッチがひとつになった瞬間だった。
応援しているみんなが、勝敗よりこの場にいることの喜びを噛みしめていた。

３回についに均衡破れ、本日初の失点
ここまで４試合、１７イニング、被安打５、奪三振３６、失点１　失策もわずか１！
誰が投手を責めるだろうか。

疲労困憊のエースはそれでも最後まであきらめず、４・５回を３人ずつで抑えきり、反撃を待った。
しかしもはやアパッチにはその力はなかった。

残念ながら、ここで連覇の夢は絶たれ、第３位に甘んじることになった。
しかし大阪市３００チームの３位である。
立派な昨年の優勝に負けない３位。
ベンチを含めた全員の力の結集。
みんな胸をはれ。
３位、おめでとう！
よくやったぞ！



2011.9.16　大阪夏の陣　野次馬総括

司会　加島連合の優勝で幕を閉じた夏の陣。野次馬解説者にお集まりいただき、総括をしたいと思います。

Ｍ　　だいたい予想通りのチームが勝ちあがりました。しかしとにかく接戦が多く、全２１試合のうち

引き分け抽選が７試合。1-0という試合が７試合という近来まれにみる内容でした。

Ｘ　　確かに実力伯仲ということなんだけれど、引き分けで延長もなしで抽選というシステムはさびしいな。

Ｋ　　昨年優勝のアパッチも２試合引き分け抽選勝ちだったし、今年優勝の加島にいたっては３試合の抽選

勝ち。もちろん、それで優勝の価値がさがることはないけれど、なにか方法がないものかな。

Ｍ　　うまくタイブレーカーを使うとかして、考えて欲しいですね。

司会　  今年も概ね予想通りでしたね。

Ｍ　　　これだけ抽選があったにもかかわらず、結局ベスト４は順当なチームが勝ちあがった。

Ｋ　　　Ａブロックは４試合中抽選が２試合。第１試合で優勝候補の磯路が都島に抽選勝ち。しかしその磯路が

２回戦で塩草に抽選負け。しかしまた、その勝者塩草が３回戦で2回戦圧勝の玉造に抽選負け。

Ｋ　　　Ｂブロックはまだひどく、５試合で総得点が４点。0-0も試合が２つ、1-0も２つ。

優勝した加島は絶対的な力があったわけではなかったが、初戦安立に1-0.。そのあと金塚、長原と0-0での

抽選勝ち。ディフェンスがとにかくしっかりしていた。

Ｍ　　３回戦までの戦いをみても、準決勝での対戦は玉造が有利かなとも思った。

Ｋ　　　でもやっぱり加島はしぶとい。相手に合わせて負けないソフトをする。結局引き分けて抽選勝ち。

司会　　右のブロックはどうでしたか。

Ｍ　　　総合力で上位の海老江東、アパッチの総監督がいちばん警戒していたそうだが、初戦は九条北に

苦戦した。そして同じようなカラーの長原との対戦。

Ｘ　　　ここは海老江東が総合力で若干有利とみていたが、長原もここ１ヶ月でかなりチーム力が上がっていた。

Ｋ　　　堂々とした試合は試合運びで、海東を撃破し、３回戦に駒を進めた。そして王者加島とは0-0の

スコアーで一歩も引かない。しかし決定打を奪えず、スコアーレスドロー、抽選負けで涙を飲んだ。

司会　　そしてＣブロック。

Ｋ　　　扇町がうわさ通りだった。もともとエースがよいという評判だったが、この１ヶ月でさらに力がついていた。

Ｘ   １回戦こそ苦戦して、1-0の辛勝だったが、２回戦激戦を制した旭区の生江にスコアーは3-0だが

内容的には圧勝。アパッチとの対戦は楽しみだった。



Ｍ　　右のゾーンでは、やはりアパッチが強かった。

Ｋ　　　エース森君は素晴らしかった。１回戦は鶴見区の榎本。これまたスコアーは1-0だが、

三振が９で安打もバントヒットが１、榎本は点を取れる気がしなかったんじゃないかな。

Ｘ　　　アパッチも打線が湿っていたが、そこは試合巧者。ワンチャンスをものにし１点をもぎ取った。

Ｍ　　２回戦はひとつの山と見られていた東小橋戦。この試合は気合が入っていた。

Ｋ　　　東小橋の長身エースは、森とならんで今大会ＮＯ１と言われていた。

Ｘ　　　森はそれを意識したんだろうな、とてつもないピッチング。

たしか、１番から７番までだったかすべて三球三振。

とにかく５回まで１５人の打者に１４三振を奪い、あとひとつのアウトも１塁ファウルフライ。

バットにあたったのは３球くらいかな。とにかくフェアゾーンに１球も飛ばなかった。

Ｋ　　　観戦していたひとがみんな言葉がなかった。

Ｘ　　　東小橋のエースも８つの三振を奪ったが、ワンチャンスをものにしたアパッチが1-0で勝利をおさめた。

Ｋ　　　そして扇町とアパッチの対戦。

Ｍ　　チーム力はそんなに差はないと思うが、とにかくこの試合も森が扇町打線にバッティングをさせない。

反対に扇町はアパッチを意識しすぎ、内野に乱れが出て初回に２点を許す。

Ｋ　　森も疲れがボチボチ出てきていたけれど、中盤に３点差のリードは気分的には楽だった。

結局3-0でアパッチが準決勝に勝ち進んだ。

司会　　Ｄブロックですが。

Ｋ　　　初戦で五条が梅の子と引き分けそして運命の抽選負け。これは少し意外だった。

Ｘ　　　生野区で繰り上げ出場の青空子供会が、常連の福町に大差で破れたが、少し気の毒だった。

Ｍ　　　最後に出てきた大道南は、今回は少しラッキーだった。もともと優勝候補の最右翼だったことに加え、

ライバルチームが組み合わせの結果優勝まで５試合。かなりのアドバンテージがあった。

Ｘ　　　でも２・３回戦のバッティングはすごかった。

他のコートはほとんど点が入らないのに、大道南は２試合とも打ちまくり、グランドを走り回っていた。

Ｍ　　　監督・コーチ陣は３回戦途中で気持ちはアパッチとの対戦に切り替えていたに違いない。

それほど余裕のある試合運びだった。

Ｋ　　　そして準決勝は昨年の決勝戦の再現、　アパッチ　ＶＳ　大道南

Ｍ　　　アパッチはこの試合で４試合目、おまけに３試合連続。疲れがはっきり表れていたね。

Ｘ　　　しかし森君はよく投げたよ。あの制球のよい投手が初回に死球、２回も四球を許すが、ピンチになると

鬼のような形相で強打の大道南打線から三振を奪っていた。結局1-0で大道南が勝利するが、森君には

惜しみない拍手がおくられていた。文句なしに今年度大阪市ＮＯ１投手だ。

Ｍ　　決勝は加島　ＶＳ　大道南の横綱対決。この試合も巧者の加島が1-0で勝利し優勝した。

Ｋ　　全体を通して拮抗した試合が多く、指導者もまた応援団も胃の痛くなる試合ばかりで疲れたと思う。

Ｘ　　今年もいろいろ問題点を翌年に残し幕を閉じた。さあ、来年はどんな感動を与えてくれるのだろうか。

今期もまだ大会がたくさん残っています。選手のみなさん、また新たな目標に向かって頑張ってください。



2011.9.18  第１８回ドリームカップ 

９月１８日（日）ドリームカップ１次予選

毎年参加させていただいているドリームカップ。
１００チーム程の出場チームがあり、開会式に風船を使ったり、
記念大会のときは鳩を飛ばす演出があり、なかなか組織のしっかりした大会だ。

１昨年は５年生・６年生・４年生以下の３チームを出したりしたこともあった。
今年は優勝目指しベストメンバーのＡチームのみ参加。

当初発表されていた対戦表から、辞退チームが出たとのことで、組み合わせが変更された。
１次予選は平群スターズと狭山ラッキーズ。
かたや奈良でＮＯ１、かたや狭山の強豪。
しょっぱなから難敵だ。

しかし今年のアパッチは気分的に圧倒されることはない。
とにかく単独チーム相手なら負ける気はしない。（大きな大会では連合チームが多く出場している）
決して驕りではなく、エースの安定感、チームのまとまりなど素晴らしい出来上がりだと思う。

第１試合、ＶＳ平群スターズ。
エースは長身の女の子。
なかなかいいスピードボールを投げている。
しかしわがアパッチは、東小橋や扇町の長身速球投手は経験済みだ。
初回から打線が爆発し、森の１イニングでの２打席連続ホームランをはじめ、
細川・工藤・宮本・柳本の連続ヒットなどで８点を奪った。
こうなるとアパッチのペース。
投げては森が先週に続いて抜群の投球。
１・２回でヒット１本許したものの４つの三振をとり、３回から宮本がリリーフ。
その宮本も期待に応え、３・４回をノーヒット、３三振で完封リレー。
まずは初戦を11-0で突破した。

２回戦は狭山ラッキーズ。
おそらく初対戦。
この試合も初回に森の痛烈なレフト前ヒットから、雄志の送りバント、中橋の内野安打のあと、
細川のライトへのタイムリーヒットで２点を先制。
２回以降も毎回得点のアパッチに対し、ラッキーズ打線は森を攻略できない。
３回まで打者９人に８三振。
４回に２死から死球を与え、それに動揺したのか４番にレフトオーバーを放たれ、本日初の失点。
しかし結局は被安打１、１２三振を奪い２回戦も勝ち、１次予選突破を決めた。

２３日に２次予選がある。
さらなる強敵が現れてくると思われるが、相手はどこでも同じ。
ベストで臨み、悲願達成に向けて突き進むのみだ。
 



2011.9.23  台風１６号

９月２２日（木）

9/21は東京支社において、地区長面談が４件。
面接・面談というのはとても体力を使う。
単にひとの話しを聞くだけだったら楽なんだが、そういう類のものではない。

台風の関係で朝大阪を発つときにはすでに雨。
直撃しそうな気配を感じていたが、中止するわけにはいかず、とりあえず伊丹空港へ。

朝のうちは東京もおとなしかった。
なんとか役目を果たし、14時にインターネットで確認すると、
私が乗る１６時の飛行機も大丈夫なようだった。
支社をルンルン気分で出発し、羽田到着が１４時４５分。
すでに四国・九州方面行きは、何便かは欠航が決定していたりして、羽田は騒がしくなっていた。

搭乗口が変更になり５２番ゲートというやや端の方。
ところが５２番ゲートに行っても、表示板に１６時発の表示がされていなく、なにかいやな気分に。
通常３０分前には何らかのアナウンスがあるのだが、１５分前になってもウンともスンとも言わない。
運命の１５時５５分（５分前）
ピンポンパン～。「１６時発伊丹行きは欠航となりました、あしからずご了承のほどお願いします。」

お～い、もっと早く言ってくれ！
そこからの私の行動はすばやかった。
払い戻しのカウンターに行ったが、すでに長蛇の列。
仕方なく電話、新幹線もストップしていることを確認し、
本社総務のＫ係長にインターネットによる払い戻しの処理の指示をし、
支社の総務担当Ｔ課長にホテルの手配と翌日の飛行機の確認。
そして支社に戻ることにした。

浜松町駅ではたいへんなことになっていた。
ＪＲが動いていない。
モノレールはよく動いてくれた！
雨が半端なく降り、風がこれまた猛威をふるっていた。
駅から３分ほどの支社までの間にビニール傘はボロボロ。
スーツが台無しになるほどの濡れ鼠になってしまった。

ホテルはどこもいっぱいだったが、東京プリンスがとれたということでほっと一安心。
これとて、あと１０分始動が遅ければ、全くの宿無しになるところであった。
飛行機は翌朝は満席、新幹線もやばい雰囲気だった。

ホテルへ行く途中、コンビにで肌着（シャツ・パンツ・靴下）などを買い、夕食のため吉野屋へ。
入るなり、「申し訳ありませんが今からお肉を煮ますので、１０分ほどかかります。従業員がひとりなんで
ご了承ください。」研修部長の私としては、何倍にも返したいところであるが、ここはグッとこらえ着席。
その後来たお客様もみんな黙って帰っていった。
まあ、この状況ならしかたがないのだが。
隣のライバル松屋はたくさんのお客様でにぎわっていた。
売上も新記録では？

ホテルに向かうと東京タワーのすぐ近く。
ということは支社とタワーもそんなに遠くなかったのだ。
知らなかった。（大阪の田舎者なのかな～）
部屋の窓からは、手を伸ばせばそこにタワーがつかめそうなところにある。

やれやれホット一息。
今年は本当に自然の災害に苦しめられる。
わたしにとってはこれが初めての経験なのだが、
今回これで終わったわけではなかった。



2011.9.25  台風一過 

１９時にやっと山手線が動き出すのだが、それまでが大変だった。
ニュースでも映っていたが、渋谷駅でバスを待つ人・人・人・・
膨れ上がる人が陸橋まで伸び、昔万博でパビリオンに３時間待ったときのようだ。

翌日のことを考えてみた。飛行機も新幹線も動くことは間違いない。
しかし飛行機はおそらく午前中いっぱいはまず無理。

翌日の私のスケジュールは、朝１０時から大学生の最終面接が２人。
午後１３時から店長面接が１７人で夕刻までみっちり。
朝の１０時は不可能に近いので、１時間延ばしてもらうようにＫ課長代理に連絡。

さあ、どうして会社に１０時までにたどり着こうか。６時品川初ののぞみに乗ればなんとかなる。
しかし乗れるのか。
朝４時起床。見つくろいをし、５時ホテル出発。
少し早いかなと思ったが、何があるか分からない。浜松町に５時１５分到着。
案の定、山手線も京浜もスムースに動いていない。
２５分ほど遅れて電車が来たが、この早い便に乗客はいっぱい。
品川駅はすでにパニック。窓口も自販機も行列。
指定券つきキップを持っていたが、これは並んでも指定を取れないと思った。

えーいっ、改札口を走り抜け一目散に自由席の乗り場へ。しかしここもいっぱい。そこからが戦争。
押し合い圧し合い、新幹線に乗り込むとラッキーにも空席が２席空いていた。
これは本当にラッキーだった。

私の席の横に若い女の子が数人立っていたが、普段なら替ってあげるところだが、
今日は当然眠るのみ。それでもやっぱり台風の影響で４５分遅れて新大阪着。
どうにか予定していた１０時までに本社に到着。まだまだ自然災害に弱い日本を経験した。

2011.9.28  ご褒美旅行 

「大阪城で優勝したらどこかまた旅行に連れて行ったる。
まあ、優勝せんでも３位までやったらな。」
という、私の発言をみんな聞き逃すはずもなく、結局夏休みに続いて一泊旅行することに。

先日青少年指導員の仲間達と来た、狭山にある会社のログハウス。ここは清水丘から車で４０分弱。
もちろんタダ。そうしてむろん、松原ガッツ石川さんにお願いしての最上級肉。

９月２４日（土）午前中は小学校にて練習をし、ＰＭ２時に遠沢公園集合。
車７～８台に分乗し出発。
３時前に現地到着し、まずは掃除、布団干し、備品チェックし、足らずを買い出しに。
そうこうしているうちに、石川さんが到着し、お待ちかねの肉が。見るからに美味しそう。
５時前から食べだした。とても焼肉ではない。
お母さんがたも大喜び。６時半には早くも食べ終わり、ログハウスに戻っての映写会。
大阪城決戦や練習試合など、ハイライトは昨日のドリームカップ２次予選、
２回戦天野が原戦の北野のサヨナラホームラン。
エイチャンコールがこだまし、スロー再生が何度も繰り返される。

そしてそのあと、恒例の「かぶって叩いてジャンケンポン」
柴田コーチの名（迷？）調子が楽しい。

風呂で騒ぐもの、外の雑木林でおにごっこするもの。
楽しい１日を過ごし夜が更けてゆく。

みんな頑張れよ。
また、連れて行ってやるからな。



2011.10.1  さあ、後期に突入

10月1日（土）

最近めったやたらと忙しい。
もともと1年間の新入社員の研修を実施しているが、こちらはＭ課長やＳ主幹にある程度任せて
あるわけで、私の講義は月に２～3単元ほど。
しかし、10月から新任店長研修・中途採用研修・店長ステップアップ研修があり、
おまけに新卒生の採用面接が今最終の段階である。

それだけでもかなり大変なのだが、東西45名の地区長への個別ヒアリングも行わなければならない。
地区長とは一般企業の課長クラスで、ひとり45分ずつ面談をするわけである。
これがとてもハードだ。
入社から現在に至るまでの成績や今期の業績を考慮し、
これからの会社での位置づけや方向性を話し合う。
年齢も31歳から55歳まで広範囲。
ひとりひとりの特徴や特性を考え、人生相談のようなものをすることがある。

もうひとつ大事な任務としては後半戦の研修の見直しと、幹部候補生の研修の仕上げ方法。
そして来期の人材開発部方針の構築・立案だ。
昨日社長とお話をさせていただいた感じでは、4月に再び大きな組織の変更がなされるようだ。
もちろん、人事の面でもかなりの異動があるに違いない。
私の中では、中長期計画の実施に向けて継続中ではるが、その組織変更も視野に入れて、
細かいところで修正をかけつつ、来期の方針を決定しなければならない。

いずれにしてもこの10月の私のスケジュールはビッシリ。
本当に分刻みのスケジュールをこなしていかねばならない。
唯一10月20日（木）のみ予定を入れていない。
土日も休みが取りにくいなか、この日を休日に充てたいと思っているのだが、果たしてうまくいくのか。

今日10月1日は来期採用予定者の内定式。
疲れた顔をしていてはいけない。
希望に満ちた大学生のためにも、元気いっぱい対応してあげよう。



2011.10.11  第３１回連合大運動会

１０月９日（日）
先週は東京出張が２回あり、そして大阪本社にいるときも、とにかくスケジュールがいっぱい。
週末も９日の土曜日が城北杯。１０日がＭＯＳＬのリーグ戦が６試合。
そして９日（日）が我が町清水丘のメイン行事の大運動会。
とにかくこの運動会が大変。何カ月も前から、幾度も打ち合わせを重ねている。

今年で３１回目。私は記念すべき第１回から参加している。
競技種目も町会対抗リレーと玉入れ以外は随分変わった。
その変わったほとんどの競技は、わたしが関与している。

若いころは４つも５つも出場した。
スプーンレース、昔あった大人の障害物競争、食い倒れ、マンモス縄跳び、もちろんリレー。
元気だったな～。

ここ１５年は大会運営が忙しく、最近１０年はスターターのピストル係。
だから出場するとしても、食い倒れ・綱引き・リレーくらいだろうか。
今年は食い倒れは遠慮した。
出ることに楽しみを覚えなくなったというのが一番の理由。、
１０月の最初に患った風邪のため、まだ少しのどが痛く、
今回はゆっくりさせていただこうと思っていた。
今回はハプニングとして平松大阪市長が来られたりでべつの意味でも大変だった。

そして対抗リレー。
青少年指導員も福祉委員も欠席が多く、リレーメンバーが揃わない。
福祉からは田中・藁科・村上の花の２８年生のトリオが参加することになった。
あと２年で６０歳を迎える３人が揃ってリレーメンバーというのは前代未聞。
まあしかし、私を含めたこの３人はみんな元気。
とにかく怪我なく完走できればＯＫなのだ。
と、走るまではみんなそう思っていた。

６人で走るわけだが、前半３人は現役青指でまだ４０歳代。対する先生チームは若い。
最初の４人の平均は当然２０歳代。５番目とアンカーの校長・教頭は５０歳代だが私より若い。
ＰＴＡチームも子供会も４０歳代半ば。
６人トータルでも我がチームは他より１０歳以上の年よりチームということになる。

スタートしてやはり飛びだしたのは先生チーム。ＰＴＡチームはバトンを落とし、出遅れた。
青指と子供会は一進一退。ついにアンカーの私に回ってきた。
バトンの受け渡しのところでトラブルがあり、先生・子供会についで３位という位置。
私は無理をせず、コケルことなく完走出来ればという思いで、笑顔で走っていた。
（自分では分からなかったが、応援団からはそう見えていたらしい。

第３コーナーのところでも、あと少しで無事終わる、
そう思った最後の直線、前を走る２走者のスピードが落ちた。
おまけにインコーナーがぽっかり空いた。刹那、私の顔つきが変わったらしい。
これは応援していたＭ氏や写真を撮っていたＯ氏から聞いた。
にこやかな顔で走っていたのが、一瞬で鬼の形相になり、私の負けじ魂が爆発してしまった。
残り２０ｍで２人を抜いたのだが、私の力も限界にきていたのだ。
ゴール手前５ｍで足が動かず、とにかくゴールをしなければという思いで飛びこんだ。
なんとかテープを切ることはできたが、右肩から地面に激突。

痛いなと思いながらも、最後の後片付けも終了し、
介護に来ていただいていた柔道整復師の先生に診察してもらった。
亜脱臼かもということで応急処置をしていただき、
その後何人かの友人からは救急病院に行ったほうがいいと言われたが、
夜は打ち上げの反省会があるため、翌日行くことにした。
打ち上げは１１時近くまで続き、ズキズキ痛いのを我慢し最後までつきあった。

しかし、しかし、翌日の整形外科での診断はなんと骨折だった。
全治２カ月！！
しばらくおとなしくしとこ～っと。（ できるかな ? ）



2011.10.15  通院生活 

１０月１４日 （金）骨折の診断後４日たち、再び堺のＨ病院へ。
午後の部の受付は５時から７時までということで、４時に会社を出て、難波まで行き、そこから南海線で病院へ。
病院にはきっかり５時に到着、受付は５時２分。しかし番号は２１番。

６時、１時間経過、まだ名前を呼ばれる気配がない。６時半、１時間半経過、ぜんぜん。
７時、２時間経った。受付中の札が取られた。ちょっとイラっと。
平素からあまり病院でお世話になる事はなく、こんなに待たされるとは思っていなかった。

７時２５分、ようやく名前を呼んでもらえた。
やれやれ。しかし、診察室の前に行くと、そこも１０人以上の人が待っていた。
そこでも待つこと２０分。やっと、天使の声が聞こえた。
診察室での医師との会話。「どうですか」「少し痛みます。」前に撮ったレントゲンを見て「もういちど撮りましょう」
「もういちど撮りましょう。レントゲン室に行ってください。」「はい」その間約１分。
すごすごとレントゲン室へ。そこでも待つこと１０分。
レントゲンを終え、再び診察室へ。そこにはやっぱりたくさんの患者さんが待っていた。
またまた１５分。「村上さん、お入りください。」
撮りなおしたレントゲンを見ながら
「変わっていませんね。しばらくギブスをはめたまま、様子をみてください。
また２週間後に来てください」その間１分３０秒。
　
空腹を我慢しながら電車に揺られ、自宅に着いたのが８時半。怪我をしたのは自分の不注意だが、この通院は
苦痛だ。完治したと思ったときに、病院に行こう。どうも時間がもったいない気がする。

2011.10.16  骨折その２

日曜日というのに出勤し、ひとりデスクに向かう。肩がズキズキする。
総監督の私の骨折に続き、エースの森が肱の骨折ということで、非常事態発生。
たくさんの練習試合や大会を控え、大変なことではあるが、毎年大なり小なり怪我はつきもので、大黒柱の
リタイアの折に、いかに残ったメンバーがフォローするかが大切なことである。
あいつがおらんんから仕方ないとか、負けて当たり前や、なんていうことを言っているようでは、
チームとしてはダメで、逆にいなくとも遜色ない戦いができることがチームワークというものだ。

そうは言っても、わがチームにおいてスーパージュンスケはエースで大砲。
その代わりができるものはいない。
しかしながら、それ以上に選手個人個人が、負けて当たり前という負け犬根性に腹が立つ。
（実際にはそこまで思っていないかもしれないが、感情を表に出す選手が少ないので、
総監督のわたしには、そのように感じてしまうのだ。）
俺がやってやるという気持ちを持てる選手がいない。エースがいなくて打たれても守ってやる。
点を取られても、倍の点を取ってやる。
小学生にそこまでの反骨精神というか、負けじ魂を望むのは無理なのかな。

６０歳近い私でさえ、まだまだ他人に負けるのは大嫌い。
３０歳台の人に体力的にも勝てるはずがないのに、自分では負けるとは思っていない、いや思いたくない。
ゆえに運動会で骨を折る。まあこのあたりは自分では私らしくていいと思っている。
あのまま、ニコニコしながらゴールし、３等賞で喜んでいるようでは、リレーなんかに出場してはいけない。

でもやっぱり冷静に考えても、今後は歳相応のことをしないと、みんなに迷惑を及ぼす。
身体に不自由をきたすと、家内や仲間に大変な苦労をかけることになる。
よーし、ほどほどにしよう。
と、決めた。（みなさん、むちゃくちゃしている私を見かけたら、注意してください！

でも、仕事は別だ
まだまだ、これから！！。



2011.10.24  東淀川大会の結果を見て

１０月２４日（月）

あの悪夢の骨折から2週間。
今も少し痛いが、それ以上にこのギプスという厄介な奴、肩がこって仕方ない。
石膏で固めていないため、風呂などはずして入ることができるのはいいが、それ以外は、
当然寝るときもガシッと、あの昔の巨人の星の大リーグ養成ギプスのようなものに締め付けられる。

この週末の土日も仕事。
そういえば先週の土日も仕事で、今週末の土日まで3週間休みなし。
もっとも、休もうと思えば休めるわけで、誰のせいでもない。

東淀川大会。
初めてお誘いを受け、Ａ・Ｂ２チームを送り出した。
Ａは森が私同様骨折をしているので、投手は５年生の宮本一人で投げなくてはいけない。
背番号１をつけているし、身体が大きいので６年生と思われているのだが、実は来年もあるのだ。
新チームになったときに、他のチームは「エ～ッ、まだおるのん」とびっくりするだろうな。

Ａ・Ｂとも成績欄にもあるように３連勝した。
ＡもＢもまだまだ課題はある。
どちらも守備に不安はあるし、バッティングもちょっといい投手が出てくると打てない。
なにが悪いのか分からない以上、改善できることができるはずがない。
しかし６年生は残り４ヶ月と少し、あとで悔いが残らないように、
自分で目標をたて活動してもらいたい。

すでに来期に向け,新チームとしてスタートしたところもある。
アパッチとしては、このチームで２月まで大会に参加していく以上、まだまだ新チームどころではない。
宮本の安定感、４年生投手柳本の成長。
この２枚看板が確立したら、来期も期待できる。
でも全体的に小粒。
打撃の破壊力、守備の安定など、現チームよりはるかに劣る。
おまけに例年に比べると、レギュラーの選手層が薄い。

これから、特に５年生は、自分で自覚した上での自主連がとっても重要となってくる。
うまくなりたいのかどうか。
勝てるチームになりたいのかどうか。
いくら小学生といえども、そこのところは自分で考え、自分で判断できるようになって欲しい。



2011.11.1  連日の大会参戦 

なかなかブログの更新ができず苦戦している。
仕事が目いっぱいで、アパッチへの参加もままならず、コーチのみんなには大変迷惑をかけている。
やっと空き時間があり、１０月末の２大会を語ることが出来た。

この近畿大会と翌日の意岐部大会、計４試合あるわけだが、最近の出来から考えて、悪くすると４連敗。
２勝２敗で上出来と踏んでいた。

１０月２９日（土）
雨で１週間ずれた近畿大会。しかし残念ながら森は投げれず、宮本に頑張ってもらうしかない。
初戦は浜っこ。泉州リーグに所属するチーム。
夏の大会でも隣のグランドで戦っていたが、あまり良く見ていなかったため、印象はない。
宮本の立ち上がりがいい。初回３者三振。２･３回もノーヒットに抑え、三振が計６つ。
打線も工藤・細川にホームランが飛び出し、5-1の快勝。やるな～。
そうなんだ、やればできるんだ。この調子で２試合目も。とは、いかなかった。

２試合目は大宮連合。初回に１点ずつを取り合い迎えた２回。
８･９番に連続四球をあたえたのが命取りになる。
なんとか二死をとったが、３番にセンター前に運ばれ、ここで内野にミスが出て３失点。
１安打で３点を奪われるビッグイニングにしてしまった。
３回に中橋の２塁打で１点を返し追いかけたがそこまで。安打数は3-2だが四球の差で決まったようだ。
１勝１敗で予選敗退。しかしよくやった。まあ、良しとしとこう！

１０月３０日（日）
続いての意岐部大会。今日は氷野ブレイヴと日下子供会。
どちらも名の通った強豪チーム。来年のためにも、情けない試合はしたくない。

初戦氷野ブレイヴ。３回、下位の柳本・宮本に連打が出る。
細川が四球でつなぎ、二死ながら満塁で頼みの森。ここで期待に応えるのが彼の真骨頂。
見事な左中間への満塁ホームランで４点を奪う。宮本は最終回に２安打されたが、それ以外は危なげ
なく完封。この強豪から大金星を挙げた。すごいぞアキ！

２試合目は日下子供会。
数年前、八尾の龍華とこの日下の練習試合の審判をしたことがる。
両エースの投げあいはすさまじく、結果は0-0のドローであったが、
私の目にはその１時間は夢のようだった。
いつかはこの両チームのようなレベルの試合をしたい。
どうしたらここまで来れるのか。いつもそんなことを考えていた。

先行のアパッチ、１試合目の余韻さめやらぬまま、森のスリーランホームランがでて３点先制。
オッ、いけるかなと期待を持たせた。
２･３回とチャンスをつぶし、追加点を取れなかったのが響き最終回。
内野が乱れ３失策（被安打は１、与四球も１）で４点を奪われサヨナラ負け。
まあ、好事魔多し、浮き足立つとどうしてももろい面が出てしまう。

結果１勝１敗だったが、得失点差でアパッチが決勝進出ということになった。
当初の予定の２勝２敗という結果は、終わってしまえばもう少しやれたなという思いもあるが、
でもよく頑張った感が強い。
あとは守備の整備に尽きる。

さあ、１１月３日（祝）は決勝トーナメント。
初戦はサンボーイズ。
どこまでやれるかアパッチ！
頑張れアパッチ！！
 



2011.11.2  秋のグルメ一泊旅行 

毎年恒例の青指秋の一泊旅行。今年もハチ北方面。
今回はいつもの仲間に加え、奥さん・娘さん同行。

朝８時出発し、いざ但馬の郷へ。昼ごはんは卵かけご飯の専門店の但熊。
メニューは卵かけごはんのみという変わったお店。それでいて昼食時は待ち時間最高で１時間半！
いつ行っても、店の前は待ち客でいっぱい。並で３５０円。卵はいくつ使ってもＯＫ．
海苔、味噌汁、醤油は３種類。店の近くで養鶏場を持ち、朝産まれた卵を食べる。
そりゃ、うまいでしょう。

そこから車で約１０分、但東フィールドゴルフ場へ。ルールはゴルフとほぼ同じ。
プラスチックのボールをホールにいれる、グランドゴルフより本式により近い。
１８ホールでアップダウンもあり本当に面白い。
２時間、ワーワーキャーキャー楽しく時を過ごした。

そしてすぐ近くのシルク温泉で入浴。名前のとおり非常にお湯がなめらかで、肌につるつるからんでくる。
１時間汗を流し、一路宿泊地のヴィラへ。

２年前まではロッジカドマという名称で、我が社が運営していた。
そこそこ採算も取れていたのだが、距離的な問題もあり自治体に返却し、
今は他の企業が運営している。
しかし、支配人や料理長、Ｍｇｒはそのままで、僕としてはひじょうに都合よい。
もともと腕の良い料理人が従事し、そして食材としてＡ５等級クラスの神戸牛を食することが出来る。
このお肉３種盛りがとにかく抜群！
ステーキがうまいのは当たり前だが、肉のたたき・造りはなかなか大阪で口にできない。
料亭などではこれだけで万というお金が飛んでいく。
それ以外にも秋の味覚の松茸や栗など豊富な食材。
私は飲めないが、香住鶴の冷酒がこれまた好評。
食べきれないほどの料理が胃袋をふくらます。
夜はゆっくり温泉につかり、日ごろの疲れを癒す。

翌日も朝から豪華な朝食に舌鼓をうち、三膳のご飯。

二日目の行動の一番手は、近くの猿尾滝での散策とマイナスイオンを浴びること。
ヴィラから車で１０分足らずで現地到着。
30分の滞在であったが、なにか心のやすらぎというか、すっきりとした気分になった。

つぎは湯村温泉。車で３０分。
足湯をしながら、温泉卵に舌鼓、そして近くの隠れた名店でのコロッケの立ち食い。
本当に胃の休まるときがない。食べたもの全てがおさまるのも摩訶不思議。

そこから出石へ、約１時間のドライブ。
出石城下では、これまたわれらが見つけた隠れた名店（別に隠れていないが）のおかき（せんべい）屋で
醤油２度付けのおかきをお土産に買いつつ、口いっぱいに頬張る。
そして昼ごはんに、皿そばを・・・。
そしてそして、食後のデザートはソフトクリーム。（これだけ食べても胃は悲鳴を上げない）

帰路に道の駅で野菜を買いまくり、もう分乗した車の荷台は満載。
最後の仕上げは八多町の山垣のミンチカツ。
お土産用にこれまた大量に仕入れた。
明日の夜のお楽しみが出来た。

大きな渋滞にもあわず、すんなり帰ってきた。
今回も楽しかった。
たらふく旨いものも食った。
これからまた次の旅行まで仕事を頑張れる。
やるぞ～！
 



2011.11.6  意岐部大会　決勝トーナメント

11月3日（祝）意岐部大会決勝。今日も残念ながら仕事で参加できない。
デスクに座っての結果連絡を待つのも、ドキドキして仕事に集中できない。
終わっているはずなのに連絡メールがないのは、負けたからだと思ってしまう。
実際には直前の試合の時間が長引き、開始時間がずれたりしているのだが、そんなことなどわからない。

初戦は8時開始という苦手の早朝第一試合。遠沢公園に6時集合し、ランニング・柔軟で身体を起こす。

決勝1回戦はサンボーイズ。全国大会にも出場する松原の強豪。
今回はアパッチが森の骨折で投げれないという情報が入っているだろうから、
きっと楽勝とまでいかなくても、勝算は十分にもっていることだろう。

初回早くも１死２・３塁のピンチ。しかし宮本は動揺せず、見事４・５番を三振に切って取った。
やるジャン。そしてその裏、強烈な先制パンチをお見舞いすることが出来た。
森の超特大のセンターオーバーのホームラン。
敵も味方も言葉がでない、それほど素晴らしい当たりだった。（これが今大会３試合連発の通算２６号）

宮本は２回以降、１四球のみの完璧なピッチング。打線も最終回、先頭の森が警戒されての四球で１塁へ。
ここで登場４番の中橋が、おれを忘れちゃ困ると言わんばかりの右中間へのエンタイトル２ベース。
続く５番工藤のセカンドゴロの間にダメ押しの１点を追加した。そして時間切れのベル。
ヤッタ～、宮本にとっては本当にビッグな大金星をあげることができた。

休憩なしの２回戦はホストチームの意岐部ソフト。完全アウェー状態でどれだけやれるのか。
序盤0-0のこの試合も内容的には圧していた。
宮本は少し制球が悪く、５四死球を与えたが被安打は１！
打線も初回に２安打、３回も細川のセンター前ヒットなど優位に運んでいたがあと１本が出なかった。

４回 先頭の森がセンター前のヒットで出塁。そこから３連続フィルダーチョイスで２点をいただき、
最後は超人ヤナのセンター前ヒットで３点目を奪い取った。
最終回も１四球を与えたが　危なげなく勝利し、見事準決勝にコマを進めた。

宮本にとっては大きな大会の準決勝という大舞台。さあどこまでやれるのか。
準決勝の相手は縄手南。
今大会優勝候補の加島を圧倒的な打撃で打ち破った大道南を完封し、乗りに乗っている。

今大会無失点で進んでいる縄手南に対し、初回３本のヒットで幸先良く先制。
しかし宮本は限界に近かった。
体力的にも疲れていただろうが、それ以上に精神的にきつかったようだ。
内野にもエラーがあり、気持ちでそれを打ち破れなかった。
結局長短８安打を浴び万事休した。しかし投手は責められない。
もう少ししっかり守ってやり、声をかけ盛り上げてやれば失点は半分に抑えられていたはず。
また打線も初回以降沈黙、なにか工夫がほしかったナア。
試合終了後、縄手南のエースが４年生と聞いてもう一度びっくり。
スピードはあまりないが、制球よくしっかり投げ、また守りもしっかりしていた。
でも私には、アパッチの超人柳本のよきライバルを見つけうれしかった。

今大会、ひょっとしたら予選で２連敗？大会前、そんなことが脳裏をよぎったこともあったが、
それが得失点差ながら予選を突破し、そして決勝トーナメントでも強豪に臆することもなく、
最後には３位のメダルをいただくことができた。
この好成績は６年生だけでなく、来期エースとして期待されている宮本にとって、
大きな自信につながったことだろう。
また、われわれ指導者にとっても、来期への光明が見えたような気がした。

さあさあ、もう少しすれば森も怪我から復帰する。
今年残された大会は東淀川決勝、まが玉杯、ＭＯＳＬ決勝、リーグチャンピオンシップ大会。
そして年明けはＭＯＳＬカップ、蓮池、ＭＯＳＬさよなら、卒業記念大会と続く。

今年度、区子連大会以外では３位が最高成績。
タイトル奪取に向けもうひと踏ん張り。
指導者の皆さん方もご協力よろしくお願いします。



2011.11.9  空港でのアナウンス

11月9日（水）
東京出張。
新任店長研修と学卒社員の面談。
新任店長研修の開講式にはいつもの通り訓示をし、午後から講義をしなければいけない。

朝9時には支社に到着していなければならないため、
伊丹発7時05分発に乗らないと間に合わない。
逆算していくと、難波発の6時05分発の空港バスに乗る。
すると住之江発5時44分。
起床は4時45分。

前日寝たのが1時過ぎだった。
眠くて眠くて。

7時05分発のＡＮＡの出発搭乗口はＮＯ11。
いつものＮＯ９、ＮＯ１０と違い検査場から少し歩かねばならない。
予定通りの電車・バスにのり、ＮＯ11に着いたのが6時33分。

6時38分、面白いアナウンスが流れた。
7時05分発の962便は満席ではあるが、
次の7時30分発の014便とチェンジしてくれる席を、4席募集しているとのこと。
変更してくれた人には現金10000円、または７５００マイレージポイントをプレゼントしてくれるらしい。

もちろん一瞬考えた。
１００００円くれるのだったら、チェンジしようか。
頭の中でタイムスケジュール表を広げてみた。
しかしどう考えても、７時３０分の便では９時までに支社に着くことはできない。
残念、１００００円はあきらめるか。
と思っているうち、５分もたたず、
「先ほどお願いしました、４席の依頼の件は、皆様のご協力のお蔭で確保できました。
ありがとうございまいた。」と、言うアナウンス。

そりゃそうでしょう。
２５分遅らすだけで１００００円くれるんだったら、よほどのことがない限り、みんなＯＫするでしょう。

しかしなぜこんなことに。
まあ、多分ＡＮＡのミスで、ダブルブッキングかそれに類することなんだろう。
このIT化された時代に、やはり単純な間違いも起こるのだから面白い。
機内で、２５分遅らして支社に到着が遅れた自分の言い訳を想像していた。
そしてついでに、１００００円の使い道も・・・。
・・・？？？
やはり少し疲れているのかな～。
 



2011.11.13  下級生の練習風景

日曜日にゆっくり練習を見れるのは本当に久しぶりだ。
昨日（11/12）も練習があり、朝９時半頃まで少し見てから出勤した。
午後からはＡチームは天美西小にてサンボーイズ・西すずらん・高殿南といった強豪との対戦があった。
骨折していたエース森も１試合なら投げれるようだったのだが、
１試合目に右足のふくらはぎに死球を受け、痛みがひどく結局投げることができなかったらしい。
ということで、強豪３チームに宮本・柳本で挑み２勝１敗、その１敗もＡチーム相手に柳本が良く投げたが、
０－１の惜敗ということだった。

そして今日１３日。Ａチームは八尾の新町との練習試合で遠征。
私は小学校にて留守番がてら、下級生の練習を見学した。

最も部員数の多いときで５０人を超えるときもあったが、現在は３９人。
大阪でも強豪といわれるようになってからは、少しハードルが高く思われるようになったのかもしれない。
しかし今年度中には低学年の入部があるだろうから、ふたたび４０人を超える人数になるのは間違いない。
やはり部員数の少ないチームからするとうらやましいということになるのだろう。
この人気の秘密はなんだろうな。特別変わったこともしていないのだが。

低学年の練習で気がついたことがいくつかある。４年生は背の高い選手が多い。

しかし身体の大きいこの４年生軍団を、精神面も含んで鍛えていかねばならない。２・３年生は小粒だが、
ピリリッと辛い左利きが多い（４人）この２０数人を組合わすといろいろ特色のあるチームが出来上がる。

今現在投手の練習をしているものが５人。その５人がすでに型も出来上がっている。
問題の捕手も候補者も含め３人。そして内外野も大体適正は分かってきた。

９月からのリーグ戦もなかなか結果が出ていなかったが、
（もっとも５年生中心のチームも多く、４年生以下のアパッチとは条件が違うため一概に実力判断できな
かった。）ここにきて４年生エース柳本がスピードもつき安定してきたせいもあり、
結果もついてくるようになった。あとは守備力の強化あるのみと思っていた。

今日の練習を見て、この夏のハードな練習の成果が表れてきているように感じた。
もちろん、まだ甘さがあるが、自分の課題さえ認識できれば大丈夫。
いかにキャッチボールを真剣に取り組むか、コーチが基本をしっかり指導できるかにかかってくる。

これから４年生以下として、中央区のジュニア大会。城北ジュニアカップ、加島ジュニア杯と続く。

Ａチームの最後仕上げと同時に、４年生以下の活動も面白い。

2011.11.6  続く大会 

ここに来て練習試合や大会のお誘いが多い。すでに年末までのスケジュールは95％埋まっている。
それでも、HPを見たのですが、○月○日の午後は予定が入っていないようですがいかがですか、
といった問い合わせがくる。

早いところは６年生がすでに引退し、新チーム体制になっているところも多いと聞く。
まずは自チームの状態把握や、他チームの戦力分析といった意味合いがあるのだろう。

アパッチといえば、今年度は３位が最高で、タイトルは住吉区大会以外にはいただいていない。
残りの大会でひとつでもとりたいと思っているが、なにせ今後の近畿連盟主催のビッグ大会には、
連合チームの参加が多く、われわれ単独チームではハードルがきつい。
しかしその連合チームに勝ってこそ意義があるわけで、ひとつでも上を目指したいとは思っている。

今週は東淀川大会。土曜日のBは決勝トーナメントに進出したのは１０チーム。
市内でも北に位置する強豪が残っているようだ。優勝まで３試合。
４年生エース柳本がここに来て開花し、この９チーム相手にどんなピッチングをしてくれるのかとても楽しみだ。

日曜日はA対戦。Aは２４チーム。

優勝までは５試合戦わねばならず、これはチトきつい。
エース森が骨折から癒えたといえども、完治したとは言いがたく、宮本との併用となってくる。
宮本もここ１ヶ月驚くほどの変貌をとげ、５年生とは思えないピッチングをしている。しかし野手にとっても
１日５試合はしんどいかな。夏場の時期に、どれだけトレーニングをつみ、体力強化できたが分かる。
いずれにしても、５･６年生１４人の選手の起用法が問題となりそうだ



2011.11.21  東淀川大会決勝 

１１月２０日（日）東淀川大会決勝
前日にひどく雨が降り、天気予報では日曜日は大丈夫と思ってはいたが、グランド状態が心配であった。
やはり会場のひとつが管理上の問題で、使用できず変更になった。

アパッチにとっては優勝を狙える大会だと思っていたが、決勝に２４チームがあがり、
組み合わせの都合で優勝するには５試合ということが分かり、暗雲が立ち込めた。
最大の理由がエース森が完全な体調でなかったこと。骨折がほぼ完治といえども、
病み上がりで医者からは１日１試合と言われていた。お父さんの森コーチからは１０～１２イニング
という許可をいただいていたので、とにかく宮本といかにうまく起用するかが最大の問題だった。

第１試合　ＶＳ　豊里南、初対戦であるが、ＨＰの対戦成績を見て、なんとかなるだろうとは思っていた。
先発は宮本。先日の意岐部大会で開花し絶好調（とういうかこれが本来の姿）。
３回までパーフェクト。しかし打線は相変わらずで、１・２回に１点ずつをとるのがやっとの状態。
どうも軟投派の投手に弱い。４回に四球から初安打を許し、１点を与えたが、どうにか２-１で勝利した。

第２試合　ＶＳ　東小橋レッドスターズ,大阪城でも対戦したビッグ森田投手の東小橋。
170cm近い長身からの速球は、森と並んで今年のＮＯ１の呼び声高い。
ここは森に２～３イニング頑張ってもらい、僅差の勝負しかない。
初回に四球出塁の森がかき回し、なんなく先制できた。あとは森・宮本の完封リレー。
宮本は３四球をだしたが無安打に抑え、予定通りの1-0。

　
第３試合　ＶＳ　海老江東 先発はエース森
森を出すのはいかにこの戦いが勝負と考えていたかがわかるというものだ。期待に応えた森は３回まで
８三振を奪い完璧なピッチング。打線は１･２･３回と毎回ランナーをだすが、あと１本がでず０行進。
４回、海東の攻撃。先頭にサードへの内野安打で初の出塁を許す。
その後内野にミスが出、バッテリーエラーもあり、ついに先制を許してしまう。
最終回、１死後、この試合８番に入った宮本が執念の内野安打で出塁。
中村が倒れたあと二死で森に回った。勝負に徹するならここは敬遠の二文字。
わたしならそうするし、海東ベンチもそうだと思った。２ボールのあとの３球目、外角へのはずし球が少し
甘く入ってきた。当然森がこれを見逃すはずがなく、ライトへのタイムリー２塁打。
何とか苦労しながらも同点に追いついた。その裏の海東の攻撃をピシャリとしめ抽選勝負へ。
海東さんには申し訳ないが、内容はおしていたもののアパッチにとってはほぼ負け試合。
最後の最後でわずかな水漏れ。そこを獲物を狙うハイエナのような森の１発で追いついた。
抽選勝ちで準決勝進出。

今年は３位が多い。年度初めの大東フレッシュ、大阪城決戦、意岐部大会。
ここはあと２試合頑張って優勝と、だれもが思っていた。

準決勝　ＶＳ　井高野和  森はあと２～３イニングしか投げれない。
あとの二試合をどう配分すればいいのか。
しかし宮本も今日まだ１安打しか許していない。
東小橋戦同様、僅差に持ち込んでの勝負といきたいところ。
先発は宮本。序盤は圧していた。
初回１･２塁、２回満塁、３回２･３塁とチャンスをつくるがそこまで。
この序盤に１点でも取れていれば、楽な展開になっていたのだが。
宮本は５回まで被安打２で、２塁を許したのもわずかに一度だけという素晴らしい出来。
しかし５回を終了し0-0のドローでタイブレーカーへ突入。
６回にちょっとしたミスから３点を献上してしまい、万事休した。
裏の攻撃で１点を返したがそこまでで、またもや３位。
しかしこの３位も今までの大会同様、意義のある３位、立派な３位だと思う。

井高野和さん。優勝おめでとうございました。
チームワークのとれた本当に素晴らしいチームでした。
でも次はまけませんよ。

アパッチの選手諸君。
みんな良く頑張ったぞ～！
つぎはまがたま杯、さあ、いくぞ！
 



2011.11.26  まがたま杯

１１月２３日（祝）　まがたま杯
第６回を数える大会で、毎回いいところまではいくのだが、なかなかテッペンに立つことができない。
森の骨折もなんとか癒えて万全ではないにしろ、大きく成長した宮本との２枚看板で、今回は期待していた。
ところが、大会前日の２２日、不吉なＴＥＬが。
「純介が体育の授業中、バスケットボールが指にあたり、今病院でレントゲン中です。
本人はとても痛がっています。」ワーオ、またまた骨折か、ウ～ン言葉が出ない。
とにかく結果を待つしかない。頭の中が真っ白になり、なかばあきらめかけた。

その夜にメールが。骨に異常はなく、朝痛みが無ければ投げてもいい。慎重な Ｉ整形外科の先生の
ありがたいお言葉。ちょっと安心した。

大会当日の朝。集合場所にやってきた純介の指には包帯が巻かれてあった。
しばらくして宮本監督が寄ってきて、純介が痛いと言っています。投げるのは無理かもしれません。
と言う内容。しかしここからは私の仕事。なんとか出来ると思っていた。

会場の玉造小学校に到着。
顔見知りの監督と談笑していたのだが、アキやジュンスケがピッチング練習しているのが見えていた。
またまた宮本監督がそばに、「やはり無理です。痛がっているし、球が来ません。」
とにかく１試合目はアキで行こう。純介はなんとかするわ。

そこから純介の指のストレッチ・体操・いろいろな話しをしながら気分を高めていった。
そしてボールを持ち、３ｍくらいからのボール投げ。
１０球投げて１ｍ下がる、この繰り返しで８ｍくらいの距離まで進んだ。
「ちょっとまだ痛いかもしれへんけど、なんとか投げれるやろ、まだ朝で寒いし、指も寝てるから投げにくいけど、
もうちょっとしたらちゃんと投げれるわ。大丈夫やろ？」訳の分からない会話であったが、純介はうなづいた。

もうひとり悩める選手がいた。捕手の細川。
最近の打撃不振は深刻で、秋口純介に負けず劣らず４割をキープしていたのに、打率で５分も下げてしまった。
純介ひとりに頼るのは無理があるこの状態で、蓮に頑張ってもらわないと優勝の２文字はない。
マンツーマンで打撃指導。私に確固たる打撃理論があるわけではない。
そこはわたしのリップワークでモチベーションを上げることに集中した。それと目の体操、さあ効果のほどは？

１試合めは塚本連合子供会。先発は宮本。
立ち上がりが心配されたが、案の定二死満塁のピンチ。
ここは落ち着いて６番を三振に切って落とした。
ここらあたりがアキの成長したところで、夏前は押し出し・ＷＰ連発で墓穴を掘っていた。

初回素晴らしい立ち上がりだった相手投手が、２回に突然崩れ８得点。
そういえば件の蓮は１・２打席とも素晴らしいあたりのヒットを飛ばしていた。
俺って名コーチ！（？）

この大会は４０分のスプリントゲーム。
２回の表アパッチの攻撃終了時点で３４分経過。
すんなり行くともう１回進む。
わたしの頭の中は、優勝するために選手の疲労を抑えることを考えるしかなかった。
宮本監督にこのイニングで終わらせるよと指示。
タイムをとることと、１or2死でアキからジュンスケに投手交代することを告げた。
宮本監督は驚いていたが、純介の練習にもなるし、時間稼ぎにもなる１石２鳥。
通常はこんな作戦はあまりとらないが、今日は大会、しかも優勝しないといけない。
塚本の攻撃も簡単に２死。
あとまだ２分近く残っている。
予定どおり投手交代。
ジュンスケ登板。
指をかばってか、本調子ではない。
ここはかれのやる気・負けん気にかけるしかない。
練習投球が終わり、のこり３０秒。
１球目空振り、２球目ファウルボール、３球目投げる直前に終了のベル。
そしてショートへ打球が飛び、終了ベルがまだなっている中、ゲームセット。
ピッタリやな、と言う声がネット裏からも聞こえてきた。
そのころには純介の怪我のことは、みんな頭の中から消えていた。



2011.11.27　まがたま杯　（２） 

２回戦は城北ユニオンズ、身体だけで判断するとひどい目にあわされる本当に憎らしい、いや素晴らしいチーム。
ここはエース森に託す。この試合だけに関しては打線が活発だった。
８安打で５得点、残塁も５と相変わらず雑な面もあるが、まあ上出来。

純介は、やはり本来のスピードはなかったが、時折決まる外角低めへの速球はすごい。
いくらチビッコギャング軍団といえど、やはり低学年ではあの球を跳ね返すのはむつかしい。
でもそこはやはり英才軍団。物怖じせず森に向かい、打ち返す小憎らしいチビッコ（表現がわるいな、失礼）がいる。
どんな指導しているのか？どうにか勝利し、ここで決勝トーナメント進出を決めた。

３回戦は中大江、ここは気軽に戦えるところではあるが、やはり負けたくない。
先発は宮本で、少しレギュラー陣を休ませたいところ。しかし相手投手は苦手の軟投派。
１・２回とやっぱり遅いボールにタイミングがあわず、ヒットがでない。逆に初回に相手に最初のヒットを打たれる。
ようやく３回、２順目にして連打が飛びだし、無死満塁で純介がバッターボックスへ。
期待に応え、センター後方の校舎の２階まで飛ぶ、超特大の満塁ホームラン。
見ていた観客がみんなオーという声が上がるほどのドデカイ当たりだった。

もう一方のゾーンでは予想通り、玉造と大道南が勝ちあがった。
準決勝は大阪市子連で敗れた大道南。ここは雪辱を果たす絶好の機会。

ここでまたまた宮本監督が。純介が投げたくないと言っています。　・・・・・
純介はプライドの高い子で、自分が万全ではなく、今の調子なら大道南の強力打線を抑える自信がない。
自分が投げて打たれて負けるのはいやだ。
そういったもろもろの感情が、投げたくないとういう気持ちにさせているのが理解できた。
ここは無理やり投げさせるのは良くない。
先発はアキで行こう。
宮本監督もしぶしぶ（だったかどうかはわからないが）納得した。

この試合先頭打者として中橋が入っていた。結果この作戦が良かった。
初回見事にピッチャー返しのヒットをはなち出塁。２番村上が送り、１死２塁。
ここがこの試合の大きなポイント。
本来なら先発しなければいけない試合で、アキにマウンドを譲った。
そして今打撃でチャンスに巡り合った。ここは絶対打ってやる。
そこまで森が考えていたのかどうか定かではないが、この打席はいつも以上に気迫が感じられれた。
２ストライクと追い込まれながらも、外角寄りの少し低めの球を振り抜いた打球は、
ライトの校舎の３階に当たる見事なホームラン。これで２点先制。

１回裏、ここを無難に抑えればやっと試合を優位に運べるかなというところ。
先発宮本は簡単に２死をとったが、内野にミスが出、また４番に２塁打を放たれ２死ながら２・３塁。
しかしここはアキは渾身の力で１塁ゴロに抑えた。やるな～。

ピンチはまだ続く。２回先頭打者に四球を与える。
続く７番バッターに右中間への２塁打で無死２・３塁！
打線が下位というのが幸いなんだが、強力打線の大道南には上位も下位もない。
みんなしっかり守ってやれよ！

８番バッターには速球で詰まらせ投手ゴロ。
うまくさばけよ、３塁を牽制し１塁へ、と思った瞬間宮本は１塁へ偽装し３塁へ。
つられた３塁ランナーはタッチアウト！！
これには父親でもある宮本監督が驚いた。
こんなこと教えてへんのに・・・。
　
とにかく、１死２・３塁、まだまだピンチ。
９番を抑え、打順はトップへ。
１打席目に三振を奪ったが、なにかいやな気がしたのだろう、四球を与え満塁。
２番バッターとの勝負。
打者も力が入るところ。
アキ渾身のストレートが決まり、ショートへのゴロ。
中橋落ち着いてさばき、ピンチを切り抜けた。

しかしこれからが私にとっての本当の勝負だった



2011.11.27　まがたま杯（３）

準決勝　ＶＳ 大道南　２回を終わって2-0で勝っている。
しかし内容は圧倒的に圧されている。
アキは１１人の打者に投げ、被安打２ 与四球２ (内野エラー１）．
精神的にも肉体的にも疲労がありあり、もう限界だろう。
ここでは純介しかない。（宮本監督も同じ考えだったようだ）
３回の攻撃中、純介を呼び寄せた。もうアキは無理や。

ここは優勝するにはお前しかない。優勝したいやろ。打たれるなんか思うな。行け！
純介はしっかり目を見開き大きくうなづいた。
わたしには、この時点で勝利を確信した。
あの目の輝きが無くならない限り絶対抑えよる。

さあ、満を持してエース登場。
相手ベンチも観客も思わず緊張した瞬間だった。
先頭打者を空振りの三振。
４番には右中間へ運ばれたが、５・６番を三振！！

４回、２死から久保山が投手強襲ヒットで出塁。
続くは柳本。この４年生は自分の役割をしっかり把握している。
大道南のエースの速く重い球を、この４年生超人は渾身のスウィングでセンターへ。
センターがもたつく間に久保山が長躯ホームイン。
最近ではもっともうれしい追加点だった。

さあ、４回の裏。この時点でのこり６分弱。
この回は７番打者から。
もちろん、５回まで進み１番からでも勝てる自信はある。
しかし、森は万全ではなく、宮本も精神的な疲労感が濃い。
それにまだ決勝戦がある。
ここは私の出番。

大道南ベンチも早く終わらせ、５回の上位打線に望みをつなぐ作戦で来ると思った。
案の定、すべてバント作戦。
打席に立つ選手も泣きながらバントをしてきた。
先頭打者はそのバントが内野安打になり出塁。
当然ここでタイムを要求。（約３０～４０秒）
再開。
８・９番はすべてバント。
さあ、トップに回った。
そしてアパッチは外野を交代。
ここでもバント。
１ストライクでここで投手を森から宮本に交代！（宮本監督はちょっと驚いていたが）
大道南はここであきらめたようだった。（やっぱり時計を見ていた）
練習投球が終わると同時に終了のベルがなった。
私のちょっとセコイ作戦（立派な作戦とわれながら思っているのだが）が成功し、
最後の打者をどうして打ち取ったか記憶にない。
これが決勝戦や、アパッチ選手が万全であり、また大道のバント攻撃がなかったらこの作戦は取らなかった。
勝負は気合いだ。
逆に相手の気合いに同調する必要もない。
非常に長い（長く感じられた試合だった）試合がおわり　いよいよ決勝戦。

ここは玉造さんには悪いが負ける気はしなかった。
相手がどこでも同じ。
勝負の流れだ。
この気持ちは昨年の大東フレッシュの優勝のときと同じ感じだった。

決勝戦玉造さんと本当にいい試合をさせていただき2-0で勝利し、今年度初優勝。
みんなよく頑張ったね。
おめでとう！！
でもこれで終わったわけではないからね。



2011.12.1　講演 

早いもので今年もあと１ヶ月。
まだまだやり残していることはたくさんある。
あと３１日で後悔することのないようにしっかり頑張っていかねばならない。

昨日はアパッチ森コーチの依頼で講演会に行ってきた。
森コーチは堺市職員をされていて、教育委員会で研修をかねた勉強会を年に数回催されているそうだ。
今回、担当に当たっているということで、私に白羽の矢を立ててくださったそうだ。
いくら人前で話しをするのが苦手ではないにしろ、そこはプロの教職員の前で話しをするのは、釈迦に説法。
内容を吟味しないと、後で恥をかくのは紹介していただいた森さんの方だ。

もともと青少年の健全育成というテーマでやるということだったのだが、
１ヶ月前に５人の先生方が会社に来られ、打ち合わせの結果、
私が社員教育でもやっている、やる気の探求というテーマに落ち着いた。
しかしそれにしても、企業戦士とは考え方・方向性が全く違う。
そこをどうもっていくか、いろいろ考えてみた。

しかし今、本業がとてつもなく忙しく、なかなか考えるひまがない。
直前の１週間も月・火が研修で講義、木・金が東京出張で講義とヒアリング。
そして月・火がまたまた東京出張と、落ち着くヒマが無い。
この時期、通常業務以外に、来期の事業計画や予算組みといったこともあり、仕方がないのだが。

１３時に森さんがわざわざ会社まで迎えに来てくださり、泉ヶ丘の会場へ。
講演は１４時４５分から開始ということで、しばらく考えをまとめてみた。
結局時間は７５分ということで、いつもより短い時間だ。
しかし、社員のまえでの講義と違い、聴衆者の反応が悪くとも、是正はできない。
したがって同じ内容でも、時間はずいぶん短縮されることが予想できる。

定刻７分前にスタート。
やはり反応はよくないように感じた。
１００人ほどの方がおられるようだったが、まず、私の話しを聞きたいと思って来られている方など皆無だ。
この状態を、最後には肩をのりだし、聞き入った状態にするにはどうしたらいいのか、そんなことを考え
ながらしゃべっていた。開始１５分、約１０～１５人の方が下を向いていた。
３０分、徐々に目に輝きが出てきた人も目立つようになったが、下をむいているひとの数は減らない。
４５分、やはり予定より話しの進行が早い。
仕方ない、私の身の上話でもしようか。
本当はあまりこの話しはしたくなかったのだが、時間も余り加減だし、こういう話しはみんな好きそうだ。
案の定みなさん食いついてきた。
６０分、最後の仕上げの話ではみなさん熱心に聞き入ったくださった。
何人かの女性が涙されているのも見受けられた。

７５分、無事終了。
まあ、こんなものかな。
わたしはプロではない。
７５分間しゃべり続け、少しでもやる気をだしていただけるようになれば、この時間が無駄ではなかった
ということになる。ほっと一息つき、家路についた。
顔は平静を装っていたが、内心はやれやれ、だった。



2011.12.4　第３回ジャガーズ杯 

１２月３日（土）

小学校にていきいき活動、Ｃチームは中央区ジュニア大会、Ａチームはジャガーズ杯。
３か所に分かれての活動になると大変。
特に土曜日なので、男性スタッフがどうしても揃わない。

ということで私は学校のいきいきに参加する。
状況次第で午後から仕事・Ａ・Ｃを考えようとおもっていた。

早朝６時２０分、前夜からの雨がまだ少し降っている。
ジュニア大会の中止が早々と決まったようだ。
まず、ジュニア参加者への中止といきいきに参加するための連絡網の指示。
ジュニア参加の指導者の、Ａチームといきいきの振り分けを指示。
休みの朝からメールや電話など忙しい。

ジャガーズ大会は今年で３回目。
ボーイズリーグの大阪東ジャガーズチームが主催する大会。
毎年上位チームが参加し、なかなか盛んで面白い大会だ。
今回はグランドの関係で土日の２日間の別開催になった。

土曜開催に参加のアパッチの１回戦は鶴見連合。
闘将宮内監督が率い、今回は鶴見区の６年生の選抜チームらしい。
しかし、いろいろ訳有って精鋭ばかりを集めたわけではない、と闘将はおしゃっていた。

アパッチの声がほとんど出ていない。
やる気があるのかないのか、たんたんとプレーをするのみで、気迫が感じられない。
初回ノーヒットで１点をとったが、２回を終わり1－0.
通常４番ショートの中橋が、手首の骨折で出場できず、それでなくとも打撃に問題あるのに、
ますます得点力が低い。
前回のまがたまでアドバイスをし、少し立ち直りの気配を見せていた細川が、
１打席目、またもや気のない内野フライ。
再度呼び寄せ、スウィングと目線のチェック。

エースのジュンスケはやはり投げ込みが以前より減った分、制球がちょっと心配。
案の定、球が少し上ずっている。
鶴見打線は高めに手を出し、なんとか無四球で進み、ピンチが広がることはなかった。
　
２回にジュンスケのホームランで追加点を奪い2－0としたが、全体的にほめられた内容ではなかった。
４回までの１２アウトのうち、フライアウトが５つもあり、そして内野のエラー・走塁ミス・・・。
今日もしんどい戦いが続きそうかな。
光明がひとつ、アドバイスのあとの細川の２打席目がクリーンヒット。
このヒットが次の試合に活きてくるとは、その時点ではだれも気付いていない。



準決勝は意岐部ソフト。
老将（という表現は失礼かな、ごめんなさい）奥田監督が率いる東大阪の超名門チーム。
先日の大会では勝たせていただいたが、それも苦戦のなかやっとという試合だった。
今日は１回戦で高殿南に完勝しての、準決勝進出である。

このエースもなかなかの好投手。
先制がほしいなと思っていたが、初回森が四球で出塁。
現時点で森の強打者ぶりは大阪中のチームの周知事項。
みんなの警戒は半端じゃない。
最近はとにかく四球が多い。
２番の雄志が送りバントを上手く決め１死２塁。
この送りバントをアパッチは多様する。
この試合も３回試み全て成功。
雄志は犠牲バント成功率は６割を超え、おまけに四球が多く、つなぎ役としては抜群の働きを見せてくれる。

ここで登場は問題の細川。
みんなが不安と期待の両方で注目していた。
しかし本人は１回戦の最終打席の感触を覚えていたのか、会心のスウィングで球を真っ芯でとらえ、
得意の右中間へボールを運び、見事ホームランとなって２点を先制した。
これを待っていたんだよ。
蓮、素晴らしい、おめでとう！

森のピッチングはやはり本調子ではなく最終回にヒットを２本許したが、４回までに９個の三振を奪い
完封勝利。欲をいえばその後の打線、毎回ランナーを出すが、１点をとるという執着心が感じられず、
追加点をとれなかった。しかしなんとか決勝進出を決めることができた。

その相手は塩草フルスウィングＪｒ．
今年は浜口監督の仕上げの年。
例年になく大柄な選手が多く、打線に迫力がある。
監督としては、ほぼ理想に近いチームができたと思っておられると感じた。
事実、ここ数年では最高のすばらしい仕上がりぶりだ。
伝統的に守備はよく鍛えられており、投手力もよく、貧打のアパッチには僅差の逃げ込みしか
勝利の方程式はない。

初回にチャンスをつぶしたが、２回に下位打線が奮起する。
本来なら中央区のジュニア大会に出場予定の４年生柳本。
雨で中止のため急きょこちらに合流できた。
アパッチにとってはラッキーだった。
守備でも打撃でも、またピッチングでも非凡なものを見せるこの超人。
この回でもレフト前にクリーンヒットを飛ばし、チーム初安打を記録する。
難波の死球などがあり、２死ながら１・２塁のビッグチャンス、ここでスーパージュンスケが登場。
だいたいこういう場面では、絶対期待を裏切らないところが、この選手の真骨頂。
やはりここでも左中間への素晴らしいホームラン！！！
望外の３点を先制できた。

この試合は塩草打線も気合いが入っていた。
準決勝ではあのビッグ森田の東小橋を下し、打倒アパッチ、打倒森に燃えていたはず。
そして、森から５安打を放って食い下がってきた。
しかし純介はヒットを許してもその後を冷静に対応し、要所はきっちり抑え（無四球）１点しか与えなかった。
結果３－１で勝利し、規模は小さいが２大会連続の金メダル獲得。
選手のみんな良く頑張りました。

ご褒美として、12/11に迫田杯を復活します。（そんなんご褒美とちゃう、という声も聞こえてきそうだが）
この勢いで１２日の東淀川のＢ大会、１８日のリーグチャンピオン大会ももらおうぜ！
 



2011.12.8  今期も最終コーナー 

１２月８日（木）

年末が近づくにつれ、やれ忘年会とかやれ懇親会とか、本当に気ぜわしい。
これからいったい何度の飲み会があるのだろう。

わたしは大体長期スケジュールを立てるほうで、アパッチも今日現在３月中旬までは決めている。
まだまだ大小合わせて８つほどの大会が待っている。
３ヶ月で８つということは１ヶ月に２、５回。
そう考えると結構大変だな。

仕事も３月末までスケジュールアップできた。
年明けから毎週出張が組み込まれている。
１月３日初出。（しかし年末年始も店への応援が待っている）
第２週目から４日間香楠荘にての研修。
その後東京・盛岡・札幌・東京・神戸・博多・東京府中・河内長野・・・、と続く。
とにかくすでに身動き取れない状態。

おまけに今期も最終コーナーにかかったところ。
予算と実績をにらみながら再度の修正をしつつ、
来期の事業計画・予算をたてなければならない。

新年を迎えるに当たって目標を考えている。
アパッチは当然大阪市子連優勝が第１。
会社では個人的には、もうひとつ上職を目指すことが第１目標．
仕事ではヒアリング年間150人が目標。

どれも容易なことではない。
最後のヒアリングは簡単そうに見えて、やはり内容が大切。
時間的にはひとり４５分で１５０人となると、１１０時間を越える。
１ヶ月あたりで１０時間と考えるとそう難しいことではないように思える。
しかしその後の報告書作成では、ひとり少なくとも１時間は要する。
おまけに、こちらにかかってくる精神的また肉体的疲労感は半端じゃない。

著名な先生にこういった面談・心のケアーをお願いすると、ひとり１～３万かかる。
（ということは、１００万から３００万の節約？）
わたしは内容では、そういった先生にも負けない自信がある。
面談終了後に、半分以上の受講生が泣き出すところをみても、効果があるのかなと思っている。
（私が怖くて泣いているのではない・・・、でもやはり何人かはいるのかも？）
老後はこれをなりわいにしようかな。
しかし私には何もアピールする名前がない。
「もとアパッチ総監督」「もと青少年指導員」「もと人材開発の・・・」そんなものは売りにならないな。



2011.12.11  迫田杯 

１２月１１日（日）
第３回迫田杯

１０年前、子供たちとの係わり合いをもっと強く持ちたいという私の考えと、
子供たちにソフトボールを教えたいという迫田氏の考えがコラボされ、
ソフトボールチームアパッチジュニアを作ったのがそもそもの出発。

当時、子供会としての活動のなかでソフトボールを楽しんではいたが、
住吉区大会に出て行くと、１回戦でボロボロにやられていた。

もう少し強くしたいと思って、大会前に選抜チームをつくり練習をさせたりしていたが、所詮は付け焼刃で勝負に
なるわけがない。
そんなときに迫田氏から話しがあり私は飛びついた。
しかし道具もユニフォームもなにもないし、おまけにグランド確保もままならない。。
とりあえず子供会の用具を借り、ユニフォームを自分たちで調達し、選手１０人、コーチ６人ほどでスタートした。

迫田氏の熱血あふれる指導で選手たちはみるみる進歩した。
しかし練習は月２回。
上達と言っても限界があった。

残念ながら２年ほどで迫田氏は女子のキックベースボールへ移って行った。
次女のしずかちゃんがキックの中心選手として活躍していたし、これは仕方ないところであった。
それから監督も毎年代わって行ったが、迫田イズムはチームに浸透し、年々強豪チームに変身していった。

３年前の暮れ、娘もキックを卒業し、またソフトをしたいという申し出があった。
ぜひアパッチに復帰してとふたりで楽しく談笑していたのに、あんなに強く元気な迫田氏も癌には勝てなかった。
永遠に迫田氏を忘れないようにという思いでつくったのがこの迫田杯。
チームを１年から６年までシャッフルして、４チームに分けてのトーナメント戦
１～４年生の紅白戦、おなじく４～６年生の紅白戦。
とくに低学年の紅白戦など、２･３年生のピッチャーが本当によく投げ、十分試合になっている。

保護者のかたもたくさん来られ、さながら学校でいう参観のようなもの。
地域はこういった熱心な方々により支えられている。
みんながそれぞれに自分の思いを押し通すと、絶対うまくいくことはない。

私の仕事は全体のまとめ役。
少々度が過ぎて、みんなから批判を受けることもあるが、子供たちのためにも頑張って行きたい。



2011.12.19  大阪リーグチャンピオンズ大会 

12月18日（日）
大阪リーグチャンピオンズ杯争奪ソフトボール大会。
今年で11回目を数えるこの大会は、大阪府下のリーグ優勝チームが集結し、
真のチャンピオンを決めるという趣旨で、わがＯＳＦＬやＭＯＳＬも昨年から参加している。
アパッチは昨年も出場し、惜しくも第3位であったが、
ことしもＭＯＳＬから参加するとこになった。

12月も中旬にはいり、いよいよ本格的な冬将軍の到来で、
けが人をかかえるアパッチにとってはちょっと心配ではあった。
エース森も骨折が癒えたといっても十分ではなく、おまけに4番を打つ中橋も手首の骨折で難しい。
おまけにこう寒くなると、その怪我の部分に多分に影響が出易い。
まあ、いろいろ考えながら臨んだわけである。

わがＯＳＦＬからは田中子供会と今川連合子供会がエントリー。
アパッチも半分はＯＳＦＬからのつもりでもあり、とにかくこのＯＳＦＬの名前を世に知らしめたいと思っていた。

朝の抽選会の結果、しょっぱなから泉州リーグの八木ソフトとの対戦！
今回参加の中でも最上位と思われる泉州リーグ。
そのリーグにあって、永らくトップを維持している八木ソフトは、今回の１６チームでも１・２であることは間違いない。
最初から優勝争いか、と自分勝手なことを思っていた。
しかし優勝するためには一度はぶち当たる大きな関門。
相手にとっては不足ない。

プレーボール。
エース森の立ち上がりは文句なし。
初回３者三振。
２回も簡単に３者凡退。
対するアパッチも八木の好投手に攻略の糸口も見つからないまま２回終了。

３回に落とし穴が。
先頭打者の当てただけのバッティングがレフト前にポトリとおちるヒット。
続いて上手く送られ、その後パスボールで１死３塁のピンチ。
９番がスクイズ。
うまくさばいた森がバックホーム。
タイミングはアウト。
しかしボールがミットをいやがりこぼれ落ちる。
１点先制される。
この間に打者走者も２塁に進塁。（このあたり八木ソフトのうまさ）

１番を三振にとり、どうにか１点で収まったとおもったが、
２番バッターのなんでもないゴロを内野がエラー。
寒さで手がかじかんでいたのだろうが、そんなことはいいわけにならず、痛い２点目。

時間的にもアパッチに残された攻撃は２回しかない。
このしっかりしたディフェンスの八木ソフトからどうしたら・・・。

３回裏、先頭の柳本がライトへのヒット。
この４年生は本当に頼りになる。
上級生が打ちあぐむこの好投手を、見事４年生が初ヒットする。
８番が三振に倒れたがその間に盗塁を決め、１死２塁。
９番難波がうまくバントヒットを決め１･３塁とチャンスをひろげ、ここで打席は細川。
チームバッティングの２塁へのゴロで、３塁から柳本が還り１点差。（この１点がかたちはどうあれ大きかった）



４回相手の攻撃を簡単に３人で抑え、いよいよ最終回。
先頭が倒れたが、ここで満を持して森が登場。
このブログでも何度同じ場面があったろう。
今回も八木はホームランを十分警戒していたとおもうが、その上をいくのがスーパージュンスケのすごいところ。
外角の難しいところをライトへ運ぶ。
通常ならライトフライというところだが、ジュンスケの打球は伸びが違う。
見事ライトの頭上を越える同点ホームラン！！
すごい！としか言いようがない。

延長タイブレーカー。
５・６回とわずかの隙も見せず、八木を無失点に抑え、
６回の裏アパッチの攻撃。
タイブレーカーのランナーを２塁におき、打順はトップから。
その先頭の細川が四球で歩く。
ここで勝負あった。
１・２塁と塁が詰まった状態で、森に打順が回れば、いくら先ほどホームランを打ったとはいえ敬遠はないだろう。
そして２番が三振（変なあたりで２・３塁になるより良かった）で、またまた森登場。

八木ダッテリーの苦心の投球が続く。
敵ながらあっぱれな配給で、初球外角へのストレート、２球目内角低め。
３球目またまた外角いっぱいのストライク。
４球め外角高めいっぱいのストライク。
２－２．
しかし森は平然としたもの。
この落ち着きは何だろう。
練習から裏づけされた自信にほかならない。
５球目、ピッチャー渾身の投球を難なくレフトへ運び２塁から難波が生還。
見事さよなら勝利。
アパッチにとっては珍しい、りードされてから追いつきサヨナラ勝ちという離れ業を演じた。

2011.12.19  大阪リーグチャンピオンズ杯　その２

強豪の八木ソフトに勝って今日の最低限の目標は達成できた。
弱気な発言のように思うが、相手が相手だし、森・中橋の状態から考えても高望みはできない。
しかし、難敵を倒したので、あとはチームのバランスを考慮しての選手起用が大事。
うまくいけばトップに立てる望みがでてきた。

会場を見てまわった。
同じＭＯＳＬの金塚が楠に破れた。
秋以降のチーム状態からいくと、今大会でも優勝候補の一つとしてあげてもおかしくないチームなのだが、
先日のゴタゴタが尾を引いていたのか。
ＯＳＦＬの仲間、今川・田中とも１回戦を勝ち抜いてくれた。
やるな～！
私はこのＯＳＦＬの会長として、このリーグのブランドイメージを高めたいと思っている。
名前はフレンドリーだが、内容は大阪を代表するチームが揃い、お互いに切磋琢磨しチーム力をアップしていく。
そして夏の大阪城決戦のベスト４を独占する。
これが私の夢なのである。



２回戦は泉北Ｌの福泉上。
１回戦で大東の雄の氷野ブレーブを、圧倒的な打撃力で11-2と撃破した豪打のチーム。
投手は若干変則的で、スピードはないが技巧派。
アパッチにとっては余り得意ではない投手だ。

初回、この試合トップにはいった中橋がレフト前にクリーンヒット。
手首の骨折が完治せず、この日の朝もまだ痛いと、今日の試合の出場があやぶまれていたが、
気力で出場を決めた佑真の気迫のヒット。
とにかく森の前にランナーを出すことがアパッチの生命線。
２番雄志の送りバントが正直すぎて、２塁フォースアウト。
しかし、ここで登場が大黒柱の森。
大阪市内のチームならまともな勝負は避けてくるところ。
森のあたりは三遊間を破る痛烈なあたり、痛烈というかおよそ小学生の打球ではない。
この打球の勢いにレフトが反応できず、ホームランとなりはやくも２点を先制。

福泉の打線は確かに振りがいい。
初回の小柄な２番バッターのあたりはセカンドゴロ。
アウトにはなったが、真っ芯にとらえているし、それも森の球をしっかり見極め振ってくる。
２回、６番打者は振り遅れではあるが、ライトへのヒット。
おそらく森も福泉打線の怖さを感じていたに違いない。
それが証拠に、この二人以外は渾身のストレートでしゃかりきに三振をとっていく。

３回、９番にライトへまたまたヒットを許す。
決していい当たりではないが、うまくとらえている。
１番打者を三振にとったが、ここでさきほどセカンドへ飛ばしたあの２番打者。
少しいやな気がしたが、高ささえ間違いなければ長打はないと思っていた。
しかし今日の森は全体的に球が高い。
１・２回戦とも初球・２球と高めのボール球をうまく振らし、追い込んでから低めにうまくコントロールできていたが、
その高目を見極められるとしんどい。
やや甘くなったところを狙われたらいやだ。

この２番打者はすごかった。
やや外角の高めをうまく振りぬき、右中間をまっぷたつ。
森にとっては久々の被本塁打であった。
同点！
と、おもった刹那、「打者走者、アウト！！」
主審の大きな声が鳴り響く。
両軍ベンチが一瞬何が起こったのだろうかという沈黙。
ホームランを打った打者走者が、３塁ベース手前で故意にヘルメットを脱いだということだった。
いくら親善といえども、そこはチャンピオン大会。
ルールは厳しい。

アパッチにとっては誠にラッキー。
当然ピンチのあとにチャンスありで、その裏、１死１･３塁から４番細川の見事なチームバッティングの内野ごろで
追加点を奪うことができた。
さあ、時間的には最終回となるだろう４回。
４番に左中間を抜かれ、またもや１点差に。
このあたりから森の速球にかげりが見え始めていた。
やはりひじが・・・。
しかし、５･６番を難なく抑え、逃げ切った。
予想通り、打撃のチーム。
チャンピオン大会に出場するチームはなにかを持っている。

しかし、試合後の相手コーチの声が気になった。
「泣くな、おまえらは相手に負けてない！」
それは違う。
負けた相手の前で言う言葉ではない。
敗者は勝者を称え、勝者は敗者を称える。
負けて覚える野球（ソフト）なのだ。
ちょっと残念だった。



2011.12.23　大阪リーグチャンピオンズ杯　その３

予選がおわり、ベスト４に進出したのは、泉州Ｌの忠岡馬瀬子供会、
泉北Ｌの楠イーグルス、ＯＳＦＬの田中子ども会とアパッチ。
このなかでは下馬評でも高かった馬瀬が強敵という印象だった。
全員身体が大きく、みんなしっかりバットを振ってくる。
予選の２回戦でも、ＯＳＦＬの仲間の今川と対戦し、今川の好投手から４点を奪った。
とくに４番を打つ高尾君（だったかな？）の打撃は純介とそん色なく、要注意選手の一人だと思っていた。
そして盟友の田中子ども会。
エースが素晴らしいピッチングをし１・２回戦とも相手を完封している。
もともと伝統的に守備がしっかりしているチームで、僅差になると力を発揮する。

抽選の結果、同士討ちというか、田中と対戦が決まった。
アパッチのチームの雰囲気がピリッと締まらない。
いつも対戦しているということからか緊張感を感じられない。
おまけにエース森が３試合目で、肘の具合が気になるところ
序盤に２・３点奪ってアキに継投し、逃げ切るというパターンが理想だが、
今日の田中からは簡単に点を取れそうにないようだ。

プレーボール。
案の定、お互いに０行進。
５回までアパッチ打線は、工藤の内野安打１本。
エース森も本調子ではなかったが、５回まで内野安打１本に抑え９三振を奪った。

そして延長寸前の６回。
先頭打者にセンターまえに運ばれる。
この段階で森はいっぱいいっぱいだったのかもしれない。
肘の痛みを隠してきたが、我慢も限界にきていたようだ。
１死をとったが、続く１～４番の上位打線に４連打４失点。
矢尽き刀折れた。
その裏２死１・３塁と最後の意地を見せたがそこまで。
今日は完敗だった。
ベンチ・応援団・選手が一丸となった田中子ども会に対して、勝てる要素はなかった。
大会で優勝するときというのは、こういうチーム状態のときで、
私も１年になんどがこう感じるときがある。
素直に、今日の田中には勝てない、そう感じ脱帽した。

３位決定戦に臨むアパッチには、銅メダルをとるという意気込みはなく、
控え選手のための練習試合感覚だった。
エースが投げず、４・５年生投手もストライクが入らず苦しい展開。
せっかく出場できた控え選手にも気迫は感じられず、大敗を喫し４位という成績で幕を閉じた。

優勝戦は田中が、優勝候補ＮＯ１の忠岡馬瀬を１-０で下し、
今日の４試合を無失点で優勝という快挙を成し遂げた。
ＯＳＦＬの会長という立場では、その点わたしは大変満足で、
予選２回戦で敗退したとはいえ、今川も十分その存在感を見せてくれたし、
着実に夢に近づいていると感じた。

ＯＳＦＬもまんざらじゃないな。



2011.12.27　クリスマス納会　イン　田島小学校

１２月２５日（日）　恒例の田島フェニックスとの合同納会、といっても一方的なお呼ばれだが。
今年は晴明通子供会も参加しての賑やかなものになった。
ここ数日暖かく、今朝は寒く感じられたが、これでやっと平年並みといったところか。

数年前に交流が始まった田島とは、本当に毎年好敵手として争ってきた。
監督の金原氏は私より８歳下、会社を経営しつつ、小中学校のＰＴＡ会長を務め、地域の活性化をはかる、
まことに行動的な紳士である。おまけに４人のこどもたちはみな優秀で、高校は私の後輩で天王寺、長男は東大、
次男は阪大というからすごい。知り合った当時から結構馬が合い、よき相談相手になってくださっている。
なんといっても私にない上品さがあり、私のような泥臭さがない。
このあたりは育ちのよさかな。

しかしその好ライバルもことしは苦戦を強いられている。
部員不足がチームの存続の危機を産み、春先などは対外試合もままならぬ状態であった。
今日ひさしぶりにお邪魔してずいぶん部員も増えたようだ。
といっても１４,５人。
おまけに５年生の捕手が先ごろ退部したそうだ。
それぞれに家庭の事情があるのだろう。

第１試合はそのフェニックスとのＯＳＦＬ公式戦。
とりあえず初回はベストメンバーで組み、それから控えメンバーを総動員。
投手も森・宮本・柳原のリレー。
田島の選手には、これが大阪でも指折りの投手であり、チームなんだということをみせてあげたかった。
昔のアパッチがそうであったように、今はまだまだ未熟であっても、いつかはこうなりたいという目標のチーム、
目標の選手を見ることが、上達への第一歩だということを私は身にしみて理解している。エ～カッコ言うのではなく、
彼らに森や宮本の球を体感させてやりたいとそう思った。

２・３試合も２～５年生のアパッチ軍団が暴れまわった。
やはり人数が多いのは何にも増して、チームが強くなる条件。
あと３年は大丈夫かな。

晴明通の榊原監督とも久し振りの歓談。
この氏も見た目温厚でやっぱり紳士である。
いちばん最初にお会いしたのは、6,７年も前になろうか、
当時交流のあった安立ビクトリーとの練習試合。
安立小学校にお邪魔すると、たくさんの選手がいて、本当にスマートな試合運びをするチームがいた。
聞くと、阿倍野区のチームだという。

当時は私もベンチ采配することが多く、顔を真っ赤にして選手を叱咤していた。
しかし強いチームほど、ベンチはわりとおだやか。
私のようなガラの悪い監督はいなかった。
榊原監督も同様で、時折檄を飛ばすことはあってもあくまでも冷静なように見えた。

しばらくしてこのチームとみっちり練習試合がしたいと思い、安立のコーチに連絡先を聞き電話した。
それから毎年交流が続き、３年前に作ったＯＳＦＬにも参画していただき、榊原氏には副会長をお願いしている。
その晴明通にも部員不足の波が押し寄せていた。
来年はなんとかなりそうだが、このままで行くと２年後は・・・。
少子高齢化だけではなく、サッカーや少年野球、そしてオリンピックをはずれたソフトボール人気へのかげり影響
しているのか。

お昼に豚汁（私の大好物のキムチ食べ放題）、３時のおやつにキャベツ焼きをご馳走になり、そしてお土産まで。
至れり尽くせりのご奉仕に感謝し、田島を後にした。
素晴らしいクリスマスだった。

選手諸君、感謝の気持ちを忘れたらいかんぞ！



2011.12.30　1年の終わりに

12月30日（金）
あと1日で今年も終わろうとしている。
あわただしい1年だった。
仕事が忙しく、アパッチ活動も今年は土曜日がほとんど参加できなかった。
日曜日も参加率は5割で、純介の打率にも及ばなかったのではないだろうか。

アパッチを創って10年たった。
来年2月開催の卒業記念大会も10回目を迎える。
創設当初お金もなく、なかなか大会に参加できなかった。
それなら自分たちで大会をやろうということで、なかば強引に推し進め、
保護者の方々の苦労も考えず、
日ごろお世話になっているチームに参加していただいてスタートした。

それがチームが強くなるにしたがい、大会内容がびっくりするほど充実し、
同時に参加出場希望のチームもたくさんでてきた。
しかし残念ながら、現行の１０チームが精一杯。
まことに心苦しいが、お断りするしかないのだ。

今回は10回という記念大会で、工夫をこらし盛り上げて行きたいと思っている。
ブラスバンド演奏はもちろんのことだが、ホームラン競争や守備競争などをとりいれたり、
ご来賓として著名人を呼びたい。
橋本市長を考えているが、超多忙でおまけに年度末ということで実現は少し難しいようだ。
しかしこの大会は知事杯ということで、松井知事はひょっとしたら来て頂けるかもしれない。
それ以外にも参加選手へのチームユニフォームつきのストラップや、
記念冊子の作成など、着々と進んでいる。

ホームページもどうにか続いている。
今年のはじめ、1月1日の訪問者数[ 194500 ]　が今日で[ 251100 ] 。
年間で[ 57000 ] と言うことは1日[ 156 ]　（大会のあとなど400回/日という数字もあった）
この数字が多いのか少ないのか分からないが、アパッチ関係者以外のかたにもたくさん見ていただいている。

ブログの「つれづれではないけれど」も開始して2年8ヶ月。
今回で[ 408回 ]、通算訪問者が[ 52300 ]、1日約54人が読んでくださっていることになる。
平均すると2.5日に1回更新しているわけで、大会で好成績を上げたりすると、ブログで1日150のアクセスがある。
ぼちぼちネタギレでやめようかなと思ったりするのだが、なんとか続いている。

さあ、来年の目標を立てねばならない。
今日はまだ会社に出勤しているが、12月31日と1月1日だけは休めそうだ。
この2日間でじっくり自分を見つめなおし、これからの人生設計の再考をし、
2012年の目標を明確にしていきたいと思っている。

おそらく今年のブログ更新は今日で終了だ。
あくまでも日記の延長であるのだが、今日はこれを読んでいただいているかたを意識して申し上げたい。
今年1年ありがとうございました。
メールやお会いした折にたくさんの励ましをいただきました。
わたしはプロの書き手ではありません。
でもたくさんのかたからお褒めの言葉をいただいています。
いつまで続けることが出来るかわかりませんが、今後も頑張って行きます。
お気づきの点ありましたら、よろしくご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

みなさん、良いお年をお迎えください。
新しい年が素晴らしい年であることをお祈りして・・・。
 



2012.1.3　戦闘開始 

1月3日（火）

さあ、戦闘開始。
年末も31日に出社すると、営業も大勢出勤していたし、
管理部門も仕入れ担当者は全員出ていた。
年中無休であり、外食産業としては大晦日はかきいれ時でもある。

1日はニューイヤー駅伝、2日は箱根駅伝を見ながらＰＣとにらめっこ。
この1月の2週目から3月の中旬まで、北は北海道・南は九州博多への日本全国の出張が毎週続く。
ちょっと体力の限界に挑戦という感じでもあるが、もちろん本社の仕事もおろそかにできない。
2月初旬には来期の事業計画や予算も完成させなければいけない。

平成24年度は私にとっては業務の集大成の年だ。
この部に就任した折に、3年で教育制度を確立させるというのが私のマニュフェストだった。
その3年目が今年にあたる。
暮れに社長と面談させていただいて、少なくともまだ７年は、私の仕事（役割）があるということをおっしゃって
いただいた。海外進出が増えた今、もう一度英会話をやり直そうかとも思っている。
会話も英語力そのものも衰えていることは明白だ。
まだまだ期待されている以上、その期待を裏切るわけにはいけない。

アパッチも6年生はあと2ヶ月。
MOSLカップ・蓮池大会・MOSLさよなら・卒業記念大会と続く。
有終の美を飾るためにも、怪我をせず、選手がベストの状態で出場できるよう、
健康管理だけでなく、精神面でもしっかり見つめてやりたい。
優勝するに越したことはないが、悔いのない試合をすることがいちばん。
この2ヶ月が、中学生になるための助走になるのは間違いない。

アパッチも新チームには期待と不安が入り混じっている。
投手については、宮本・柳本の2枚看板はなんとかやってくれそうだ。
そして菅が、今はまだ蕾だがちょっと楽しみな存在になりつつある。
新４年生に、工藤・中橋、3年生に中橋奎・森勇がいる。

新チームのいちばんの心配はやはり守備かな。
かなめとして任せられる選手がはっきりいっていない。
これから夏まで猛特訓しかない。
森純のような大砲がいない現状、しっかり守って勝てるチームにしていくしかない。
そのためには基本の反復練習。
キャッチボール、ボールまわし、ノック。
6年生になって基本の反復練習というのはつらいが、
それが上達へのいちばんの近道である以上仕方ない。
新5年生に面白い素材がたくさんいる。
ここをどう育てるかが今後（これからの２年間）のアパッチの成績に大いに影響してくる。

仕事とアパッチ。
うまく両立させ、それぞれの目標を達成することが私の今年の課題だ。
 



2012.1.6　始動 

今日は本社にて賀詞交換会。177社から300数十人のかたがお見えになった。
外食業界も一時の不況からなんとか脱却し、わずかではあるが光明が見え出した。
といっても、まだまだ活況を呈するほどではない。我が社にとってもここが正念場。
今期はどうにか黒字で終わりそうだが、来期は更なる飛躍を遂げていかなければならない。
そのためにも社員ひとりひとりが自覚し、やる気をみせなければ目標達成は叶わない。

アパッチも明日から始動する。残念ながら私は仕事のため、朝の挨拶のみ参加することになりそうだ。
そして9日は本年最初の大会、ＭＯＳＬカップだ。今回も会場校であり、運営管理もしなくてはいけない。

対戦相手は日ごろ交流の少ないチームばかりで、データーもない。
とにかく、最低2勝しなければ決勝トーナメントに進出できないのだから安心できない。
エース森の肱の調子はどうなんだろう。暮れに同じく手首の骨折をした中橋は出場できるのだろうか。
ここ数試合、バッティングに冴えがない、アパッチ打線は大丈夫なのか。
いろいろ不安材料を抱えているが、悔いの残らない試合をしてほしいものだ。

私は日曜日も、他部署から講義を頼まれ出勤。
そして肝心のＭＯＳＬカップも、金剛山での研修のため山登りで欠席。
そしてこの研修が12日までということで、自宅に戻れないため、ＨＰやブログの更新もしばらくできない。
とにかく監督・コーチ・保護者のみなさんにはご迷惑をかけっぱなしだ。
今年はもっとこういうパターンが増えるかもしれないが、少しでもみんなのお手伝いが出来るように頑張って行きたい。

2012.1.10　第３回ＭＯＳＬ大会（1） 

1月9日（祝）ＭＯＳＬカップ大会。今日は成人式。
思えば10年ほど前、青少年指導員の現役のころ、毎年この成人式の司会をしていた。
住吉区民ホールに約1000人の新成人を迎え、さまざまなイベントを行ってきた。
他の地域で問題が頻発していたころだったため、司会者としては非常に気を遣っていたことを思い出した。

第3回目のこの大会で,今年も清水丘小が会場校のひとつとしてあたっている。
朝7時前には、男性スタッフも集合してくれ、岡田・森氏を中心にコート作りなどをテキパキとこなしてくれる。
残念ながら私は、今日から3泊4日の合宿研修のため、朝のお手伝いしかできない。
せっかくの会場校なのに、責任者のわたしがいないのは本当に申し訳なかった。

不安材料がひとつあった。中橋の手首の回復がままならず、出場できないようだ。
貧打の打線にあって、4番を任し、シュアーなバッティングでここいちばんに強く、
守りでもショートの守備を堅実にこなす中心選手。彼の欠場は痛い。

第1試合、西成区の千本子供会。毎年大阪城に進出する、なかなかの好チームだ。
1回の表、先頭バッターを追い込むが、ファウルで粘った挙句、セカンド左への内野安打。
むむ、やるな。エース森が苦笑い。気もちは十分に理解できた。
3番バッターを三振ゲッツーで事なきを得たが、1番から3番までは要警戒と感じた。

投手はその1番バッターの選手。なかなかいい球を投げている。これは苦戦するかな。
初回1死２・３塁、2回1死2塁・2死3塁。
チャンスはあるがものにできず、０－０のまま中盤にはいる。
3回にどうにか1点をいただいたが、どうも打撃陣に覇気がない。
本日3試合の消化を考えた場合、出きり限り森の負担を軽減し、宮本にリレーしていきたい。
しかし1点のリードでは少々不安がある。
もちろん、昨年暮れの宮本のできなら大丈夫だと思うが、内野陣にも少し不安があり、なにが起こるかわからない。
4回の裏の攻撃時、宮本監督がそばに来た。
「ピッチャーどうしましょう。」
「宮本でいこうか」
１イニングやし、同点までええやろ。追いつかれたら代えたらええわ。」
そして宮本の初球は高めのボール球。
しかしバッターは中途半端なハーフスウィング。
この段階でほぼ決まった。
１ボールと１ストライク、この差はかなり大きい。
１球の大切さを痛感したこの初球であった。
そしてやはり見事3人でうち取り、勝負を決めた。
1-0は見た目は辛勝ではあるが、まあ余裕はあった。
まず１勝。



2012.1.12　第３回ＭＯＳＬ大会（２） 

２戦目は阪南小学校。３年前までは定期的によく対戦した。久しぶりに見たチームは、大きな選手が揃っている。
ＯＳＦＬの仲間の晴明通と同じ阿倍野区で、その晴明通とも互角の戦いをしているようだ。
こりゃ注意してかからないといけない。

初回は簡単に３者凡退でうちとられ、いやな感じ。しかし２回珍しく打線が爆発し、６安打を集中し７点を奪う。
工藤が４番の貫録で２安打を放ち存在感をアピールした。
投手は１・２回がエース森（無安打６三振四球）、３回宮本（無安打２三振）、４回柳本（無安打１三振）
の完封リレーの完勝だった。

さあ、決勝進出を賭けた対戦は　ＶＳ　西すずらん。１・２回とともにノーヒットで０－０．
３回アパッチの攻撃,７番宮本がレフト前に初安打。このチャンスに２死からトップの森が左中間への３塁打で先制。
続く雄志がサードへの内野安打で森が生還し２点目。（２－０）最終回にさすが西すずらんの粘りで１点を返され、

なおも１死２・３塁で打順はトップへ。この大ピンチにもエース森は落ち着いたピッチングで三振・１塁への
ファウルフライでゲームセット。難敵を撃破し決勝トーナメント進出を決めた。

2012.1.16　MOSLカップ決勝 

１月１５日（日）ＭＯＳＬ決勝トーナメント
組み合わせ抽選の結果、１回戦は大道南、もし勝っても田中ＶＳ東小橋の勝者という激戦区に入った。
まあ大道南とはどこかで対戦しなければならず、あたるなら最初がいいと思っていたので願ったりかなったり。
手首骨折が完治しない中橋も、大道南なら絶対出るという。
よ～し、やるぞ～！

純介体調不良でお休み！！？？

まあここまでよーく頑張ってきた。ひとりで投げ、ひとりで打ち、ひとりで走り。
骨折にもめげず突っ走ってきた。体調不良の日があってもなにも不思議なことはない。

とにかく気を取り直してやろう。大道南には大阪城では敗れたが、まがたま杯では雪辱し、ここは決戦のときだ。
純介のいない分、みんなで力を合わせて行こう。

初回２四死球で１・２塁のチャンスがあったがダメ。先発の宮本は頑張った。

５年生とはいえ、強打の大道南に臆しない。３回に９番の袋谷がライト前に初ヒット。
この大柄な左打者。アパッチ入部は５年生からで、パンチはあるが瞬発力に欠ける。
しかし思いがけないところで打つ、意外性の打者。この場面でも先頭打者として、上位につなぐいいところで
打ってくれた。この試合の殊勲者のひとり。１死後、２番の雄志が送りバント。
２塁に間に合うかどうかの微妙なタイミングであったが、投手は２塁に送球。
しかしそれが悪送球となり２塁から袋谷の代走北野が還り先制。
この場面、昨年のＭＯＳL準決勝での東小橋戦、同じ展開でアパッチがおかしたミスと全く同じ。
２塁にランナーをやりたくない気持ちは分かる。
しかし無理をせず２死とし、次のランナーで勝負というのも一つの策。
しかしここはできる投手は迷わず２塁に投げる。
そういう練習をしてきているから。
そしていつもいつも１塁に投げるチームに強いチームはない。

いずれにしてもタナボタの得点。
もちろんこれで終わるとは思わなかったが、しかし宮本本当によく投げた。
奪った三振はわずかひとつだが、許したヒットは１本。
もちろんこの試合に関しては野手陣も良く守った。
大きな試合での久しぶりの無失策試合。
純介が投げない試合はいままででもあったが、そんなときでも必ず打線に名前は入っていた。
この試合でも大道南の好投手に対し、みんなしっかりくらいつき、三振はひとつだけ。
やればできるんだというところを見せてくれた。

第２試合は東小橋。しかし、１回戦と打って変わって守りの破たんが・・・。
エラーが全て失点に結びつき、また攻撃陣も豪腕森田君から得点を奪えなかった。
しかし前２回対戦時喫した三振は8個,9個だったが、今日はわずか３つ。なんとかしようという意気込みは感じられた。

優勝はできなかったけれど、同じくらいの充実感があった１日だった。



2012.1.20　雪国への出張 

やっと大阪に帰ってきた。１月１７日の東京を皮切りに、盛岡・青森・札幌と遠征してきた。

１月１７日（火）の伊丹発で羽田まで、お昼過ぎまで東京支社で面談し、夕刻に東北新幹線「はやて」で一路盛岡へ。
約２時間半の旅。私は長時間の乗り物は余り得意でない。
しかし東京以北はほとんど行った事がなく、車窓から見る景色も新鮮で、
ボーッと眺めていたらいつのまにか着いていたという感じだった。

しかし、東京から福島・仙台・盛岡と渡っていったが、どの都市も想像よりも都会だった。
18：22に盛岡到着。まずホテルに直行。やはり雪で道路は凍っていた。
とにかく滑らないように注意しないと、旅先で転んで怪我をしていたら目もあてられない。
チェックインを済ませ、夕食をどうしようかと思ったが、やはり駅中にある自分の店に行くことにした。

店長はおそらく私の顔を知っているはずだが、従業員のパートナーさんは知らない。
じっくり店を拝見し、品定めをしてみよう。

う～ん、うどんの麺線がきたない。味は悪くないのにな。

それと２人の女性が働いていた。年配のおばさんはさすがに明るく、気持ちのいい接客をしてくれる。
何年も働いてくれているのだろうな、さすが。それに比して若い女の子。表情に笑顔がない。
マニュアル通りの接客をしているのだが、心がこもっていないので残念ながら失格。
これはやはり店長の教育不足。

ホテルに帰り、明日の面談の資料を再チェックしながら１１時消灯。

翌朝（１月１８日）、貸し会議室にて店長面談。
二人と面談し、再び新幹線11時02分発の「はやて」に飛び乗り青森へ。
青森からバスで青森空港へと向かう。

青森空港ではＡＮＡは就航なく、ＪＡＬだったが５０人乗りの小型便。
飛行機が小さいため、私の大きなバッグが荷物収納に収まりきれない。
ＣＡもひとりだけで私の荷物を預かってくれた。
しかし彼女は、天下のＪＡＬのＣＡとしては私基準でいくと落第。
マイクでしゃべる声のトーン・調子はさすがだと思うが、それ以外はお客様を見て仕事できていない。
ということで、ひとりで責任を果たせる立場であるが、メイン路線に担当できないでいるのだろうと思う。

大阪を発つ前夜、娘から土産のオファーがあり、新千歳空港ではまずそのお土産売り場の確認に行った。
明日は時間があまりなく、バタバタするのがいやだった。

新千歳空港からＪＲ（快速エアーポート）で３６分、やっと札幌に到着。さすがに北の玄関。
難波・梅田となんら遜色ない。とりあえず、ホテルに荷物を置き、それから行動を考えることにしよう。
さすが街中も雪・雪・雪。

チェックインし、夜の札幌に出て行った。しかしいったいどこへ行けばいいのか。
結局ステラプレスというＳＣへ。シジャンという韓国レストランへ行くことにした。
ここも我が社の経営で昨年の秋に業態変更し、なかなか業績のよいところだ。

店は若い子でいっぱい。７割がたが学生（ほとんど制服を着ている）
私のようなおっちゃんが、ひとりでビビンパを食べているのはなにか場違いのような感じだった。

お客様にあわすように、店の従業員も若い子ばかりだった。
しかしここでもマニュアル通りでは仕事してくれているのだが、やはりそこに笑顔がない・心がない。
いつまでもこの好調な売り上げは続かない。
外食産業は、味・値段・接客（モノ・カネ・ヒト）、この３つが揃わないとだめだ。
あとで店長と話しをしたが、店長もそのあたりは気づいていたようだ。

翌１９日、やはり貸し会議室にて面談をこなし、新千歳空港へ急ぐ。
やはり余り時間がない。
昨日下見をしておいてよかった。
ロイズのチョコチップス。
ルタオのチーズケーキ、ジャガポッコリにトマトゼリーなどなど・・・。
バッグがいっぱいになり、荷物検査のところでひっかかった。

しかしどうにかＯＫもらい飛行機にのりこんだ。
もう少しゆっくり旅行気分が味わえたらもっと楽しかったのにな。



2012.1.30　蓮池さよなら大会　1次予選

1月29日（日）蓮池さよなら大会1次予選。さあ、いよいよ6年生にとって最後の仕上げ。
終わりよければ全てよしということでもないが、やはり最後はきっちりと結果を残しておきたいところ。
この蓮池大会は、毎年あまりいい結果を出せていない。
まずどこのチームも6年生の記念にということあり、地域・区域の6年生の集合体、
連合・混合・ドリームチームを組んでくる。したがって単独チームはどうも分が悪い。

おまけに今回のわがチームは、エース森が体調不良でここ2週間活動をしていない。
今日も投げれるかどうか微妙なところ。
クリーンアップの一角のショート中橋も、昨年の手首の骨折が思ったほどの回復はせず、いまだに痛いらしい。
そしてこの時期、どのチームも同じだろうが、あのインフルエンザで雄志がダウン。
絶頂期の60～70％の戦力で戦わねばならない。

今回の大会では主催者のフリーバーズさんからコート責任を仰せつかった。
大会の運営についてはアパッチは得意中の得意。
その恩恵にひたり、予選の相手も楽なチームに当たるよう手心を加えていただけるだろう、
と甘い考えを持っていたが、そこは公正なものだった。
逆に相手２チームとも強豪で、最低限予選突破を目標としていたわがチームにとっては大変だった。

私もこの大会だけは参加し、大いに盛り上がるつもりであったが、やはり急遽の欠席を余儀なく決断し、
会社での吉報を待つのみとなってしまった。

１回戦は北条ホーネッツ。大東市の強豪だ。
今年度１回だけ対戦して勝たせていただいているが、甘い相手ではない。
雄志の代わりに２番に４年生の柳本。サードが久保山、セカンド難波、レフトが袋谷という布陣。
体調不良の森も志願の先発。どこまで投げれるか分からない。
おまけに打撃でも余り走れず、普段のような強打も期待できない。
ということは、全員野球で、少ないチャンスをものにし、ミスを防いでしっかり守ってやる。
そういうものでないと勝利はおぼつかない。いずれにしても僅差の勝負。

４回まで0-0.
打線は元気なく、わずか２安打。
しかし森も70％くらいの力であるが、やはりエース。
1・2回とランナーをためられたが、ここぞというところでは渾身のピッチング。
相手打線を寄せ付けなかった。５回裏、アパッチの攻撃は先頭の久保山から。
前の打席でもサードへの痛烈な内野安打を打ち、期待していたが、この打席でもレフト前のヒット。
これを野手が交錯し、レフトが少しもたつく間に判断よく好送し、２塁をおとしいれた。（ここが勝負の最大のポイントだった）
あせったバッテリーがミスをし、パスボールで３塁に進み、ここで宮本が起死回生のレフト前タイムリー。
６回の表を難なく抑え、１回戦をかろうじて勝ち抜いた。

２回戦は城山台タイヨー。
３･４年前まではあのサニーズに負けずとも劣らないチームで、いろいろな大会でも優勝していた強豪。
初戦の北条とは3-3で引き分けたが、もちろんアパッチに勝利すれば予選突破ということで士気も上がっている。

プレーボール。１回戦と同じような展開。
打線はほとんど機能せず、忘れた頃にヒットが出る程度。
エース森も考えたピッチングで得点を与えない。

４回、やはり身体にキレがない３番純介からの攻撃。
いつもだったら、このスーパーマンの１発で決まるところなのだが、ここは死球（！）で出塁。
しんどいときでも頼りになるこの男は、小学生離れの俊足を活かし難なく2盗成功。
ここで4番の細川登場。
純介がだめでもおれがいるぞ、と言わんばかりの形相で打席へ。
そして見事期待に応え、センター前へのヒット。
俊足の純介が3塁をけりホームへ。
やっとの思いで、虎の子の1点先制。
この展開で負けるはずもなく、最終回を森・宮本の完封リレーで逃げ切った。

あ～、しんどかった。
でもアパッチらしい試合で1次予選を突破し、2次に進むことが出来た。
お疲れ様。



2012.2.6　松原ガッツ遠征勉強会

２月５日（日）
ここしばらく続いた寒波も今日は少しましで、
久し振りに一日どっぷりソフトボールを堪能できた。
日曜日にこれだけゆっくりソフトボールできるのはいつ以来かな。
おそらく数ヶ月ぶりだろう。

今日は松原ガッツさんとの交流戦。
ガッツさんとはかれこれ５年のお付き合い。
圧倒的にアパッチは分が悪く、２勝８敗というところだろう。
今年度はガッツは部員数の問題もあり、ながらくお手合わせできず今日が初対戦になる。
６年生が３人であとは４･５年生というレギュラー構成で、
いくら苦手のガッツでも今日は負けられない。
選手も指導者も同じ思いだったに違いない。

Ａチーム対戦は確かに連勝させていただいたが、その内容は？
さすがにガッツ打線は違う。
朝の練習時にも、全員が素振りをしてところを見ることができた。
アパッチコーチ陣から感嘆のうめきが・・・。
全員が同じフォーム・同じテンポで素振りしている。
しかもみんなきれいなレベルスウィングで。
簡単そうでこれがなかなかできない。

昨年石川コーチと打撃について教えを請ったことがあった。
「家で下手に間違ったフォームで素振りをするのだったらして欲しくない。
変な癖がつくと、打撃フォームが崩れる。
だからチーム内でもコーチが誰彼なしに教えてくれるなと言っている。」
そんな話しを聞いた。

右打者の場合、構えているときに右足に体重が乗っているのはいいが、
スウィングするときも、右足にのったままで、いわゆる明治の大砲ショット。
当然、右肩がさがり、アッパースウィング、遠くに強い当たりが飛ぶわけない。
そういった分かりやすい解説がポンポンでてくる。
ピッチング理論も同じ、難しいウィンドミル投球についても多角度から説明いただける。
僕にとってはこのガッツ遠征は、単なる練習試合というより、選手の指導方法の勉強会なのだ。

エースの森も今週インフルエンザに罹り、体力的にも十分回復していない。
ピッチングも本調子ではない。
しかしその70％のピッチングでも普通のチームにはまず打たれることはない。
ところがどうだ、このガッツ打線、４年も５年もこの速球にくらいついてくる。
内野へ痛烈なあたりを飛ばしてくる。
ヒットも打たれた。
たまたま内野の乱れもあり、Ａ対戦は勝たせていただいたが、新チームは見事に敗れた。
ガッツさん、一日ありがとうございました。
お世辞でもなんでもなく、本当に勉強させていただきました。

アパッチも昨年大阪市で優勝、今年度３位という成績だったが、もう一度原点に戻り、基本からやり直さ
なければならない。キャッチボール、素振り・・・、「基本に戻る」これが新年度のスローガン。
難しいテクニックや高等戦術はそのあと。
みんな心してかかれ！
 



2012.2.8　博多遠征 

2月6日（水）　ＡＭ5：30
Ｈ２４年出張第２弾、今日から九州博多遠征。
３日間で店長16人を面談ヒアリングする。
ヒアリングといっても名ばかりで、実際には個人教授。
最初の10分間は話を聞くが、あとの35分はほとんど私がしゃべりっ放し。
１対1の個人研修授業なのだ。

結構疲れる。
エネルギーの消耗はかなりのものだ。
そしてひとりひとりのレポートを作成する。
ほとんどはじめて会う店長もいるため、その日のうちに作成しないと、混同してしまう。

九州は今まで4回。
２回は旭化成延岡工場見学。
あとの２回は鹿児島の空港36や宮崎のフェニックスＣＣでのゴルフ。
博多は初めてだ。
しかし今回はスケジュールが詰まっているため、遊ぶ時間は皆無。
ホテルと面談室の往復で終わりそうだ。
もう少しゆっくり夜の博多を堪能できれば楽しいのだろうが。

この個人面談、人材開発部で２年経過し、初年度８０名。
２年目の今年は１３０人を越えた。
来期は１８０人を予定している。

４月から新しく芦田先生という女性の講師の方に研修をお願いしている。
ＴＡ＆コーチングという交流分析、心理学を使った部下指導の研修だ。
その先生に先日来、管理部門の社員の面談をお願いしている。
本来は私の仕事なのだが、同じ管理部で仕事をしている仲間ということで、やりにくさもあり、この先生にお願いした。
しかしさすがプロ。
僕の視線とは違う角度から、冷静にしっかり捉えられている。
私などひとり４５分間で、一日６人でくたくたになるのだが、
先生はひとり１時間で７～８人でも全然大丈夫。
まあ、プロとアマの違いで当然といえば当然。
まだまだ格の違いは明白だ。

大阪を離れたこの２泊３日は、彼らにとって来期に向けてとても重要。
しっかり向き合い、しっかり指導していきたい。
あっ、土産は博多メンタイコだな。
 



2012.2.13　蓮池２次予選 

２月１１日（祝）
蓮池さよなら大会２次予選。

１次予選をなんとか勝ちあがり、そして待ち受けていたのは錦浦・港晴の２チーム。
オイオイ、決勝戦じゃないんだからこの組み合わせはないだろう。
錦浦は昨年優勝で、今回は近隣の６年生を引きつれ連合を組んできた。
１次予選を大量点で圧勝しあがってきた。港晴も先月のチャンピオン大会で優勝し
いきあがる港区の連合チーム。
組み合わせを聞いたとたん、スタッフからはさまざまな声が聞こえてきた。
しかし当然だれもあきらめているものはおらず、やってやろうという気持ちが強かった。

初戦は錦浦。
兵庫県明石のチーム。
超のつく強豪。攻撃の破壊力はすさまじい。
この試合の唯一のよりどころは、錦浦がアパッチの誇るスーパージュンスケの存在を知らないところだ。
２回を終えて0-0.
ここまで錦浦の上位打線から５三振を奪い完璧におさえてきた。
まだ錦浦ベンチはこの段階ではまあまあという感じだった

しかし４回の２番からの上位を三者三振にうちとられあわてだした。
４回を終わって無安打、振り逃げ１の１０奪三振。
こんなピッチャーいたの？という気もちだったに違いない。

５回アパッチの攻撃、５番工藤。
なんとか出てくれというベンチの期待をいっしんに受け打席に立った。
そしてその期待に見事に応え、レフト前に運ぶ。
続く難波。
当然ここは送りバントのサイン。
１００％送りということが分かっているこの場面。
守備陣もそうはさせじとかかってくる。
しかしこのマメ戦車は素晴らしいバントを決める。
投手はすばやく打球を処理したが、２塁は微妙なタイミング。
しかしこの送球が逸れ、外野を転々とする間に工藤の代走北野が長躯ホームイン。
１点をもぎ取った。

それにしても今日の純介は気迫が違った。
優勝候補の錦浦に一歩も引かず、５回をノーヒット、振り逃げ１、四球１、13奪三振のノーヒットピッチング。
完勝！見事！！

続く２次予選２回戦は港晴戦
同じく予選の２試合で２７点を取り、また失点0という圧倒的な強さで上がってきた。

初回アパッチの攻撃。
２死から３番森。やはり港晴は森をご存知で、逆に警戒しすぎ四球をだす。
しかし森はピッチング・打力だけでなく、小学生離れの走力もある。
快速を飛ばし２盗に成功し、捕手の送球ミスの間に３塁もおとしいれた。
そしてこのチャンスに、４番細川がライト前に運び、運よく先制点をいただくことが出来た。

純介のピッチングは錦浦戦同様で、うなる速球で港晴打線を手玉にとる。
さすが港晴打線で無安打といいうわけにはいかなかったが、７奪三振でこれまた完封勝利。
これで予選４試合をすべて1-0の勝利という素晴らしい結果だった。
 



2012.2.14　蓮池さよなら大会決勝 

２月１２日（日）蓮池さよなら大会決勝

見事２次予選を勝ち抜いたアパッチ。決勝に進出しているのは14チーム。
いずれ劣らぬ強豪であることに違いはない。朝の抽選はとても大事だが、しかし今のアパッチにとっては
どこと当たっても同じ。とにかく全力で力を出し切るのみ。

会場へは１番乗り。なんでもいちばんは気持ちがいい。８時抽選。

１番最初に引いた純介は１０番くじ。第３コートの第１試合。

さあ、どこが引いてくるのか。第１試合石切校区子ども会。
第３試合大道南連合。やはりくじ運はバッチリ？！
14チームが３つのコートに分かれたが、石切・加島・大道南・西すずらん・アパッチというブロック。
他のブロックのチームは申しわけない言い方だが、強烈に偏ったようだ。
しかし公明盛大な抽選である。

第１試合は石切。今年の春先に１試合だけ対戦した。
そのときは1-0で勝たせていただいた。その後、石切は数々の大会でも絶えず上位をキープし、優勝もされている。
よ～し来い！

しかし石切の先発投手の出来が良くない。制球も悪く、初回だけで３四死球。
おまけにアパッチ打線も珍しく好調で、宮本のホームランも飛びだし４安打で大量７点。
こうなりゃ楽で、１・２回を森が簡単に抑え、３回から宮本が登板。
内野のエラーで１点をとられたが、５回にもアパッチ打線に火がつき８安打で６点を奪い勝利した。
貧打のアパッチもこの試合に関しては１５安打で１３得点。
石切相手であったが、ちょっとした試合の流れでこういうこともあるんだ改めてソフトのこわさを知った。

第２試合大道南戦。もともとアパッチは大道南には相性がよく、
昨年度も２試合とも勝利し、今年度もここまで２勝１敗、その１敗が大阪城の準決勝だった。
今年の３戦とも万全の体制で戦っておらず、先月のＭＯＳLカップでは宮本が完封した。
３試合で失点は大阪城での１失点だけで、今回万全の状態の森が投げる以上負けるわけにはいかなかった。

今日は大道南のエース君も球が走っていた。純介が相手である以上、１点勝負というのは十分分かっていたに
違いない。しかしスーパージュンスケはそれ以上だった。
ストレートの走りはすさまじく、おまけに普段投げないチェンジアップも効果的で、大道南にバッティングをさせない。
５回まで進んだが15人の打者を完璧に抑え、なんと大道南相手に完全試合。豪打の大道南打線から12三振を
奪った。このまま引き分けかと思われた５回裏、先頭の久保山が右中間への素晴らしい当たり（２塁打）
宮本がうまく送り（ランナー３塁）、ここで袋谷登場。この大柄な左打者は９番にはいっているが、なかなか威圧感
がある。ここでバッテリーが緊張感からかコントロールミス。
内角いっぱいをついたつもりだったのだろうが、袋谷はうまく投球をよけ、それを捕手がとれずＷＰで待望の得点。
そしてそのまま時間切れのさよなら勝ちとなった。よ～しコート決勝に進出したぞ！
ここまで予選の６試合失点はわずかエラーの１点のみ。６試合中５試合が1-0。
さあ決勝は加島だ。全日本チャンピオンの加島とは今年初の対戦だ。

５回までアパッチ２安打（１四球・４三振）に対し加島は１安打（６三振）。エース森の踏ん張りでわずかながらアパッチ

が圧しているように感じていた。しかし６回をおわり0-0でそのままタイブレーカー突入。
７回加島はランナーを２塁に置き、２番からの攻撃。当然バントで送り、ここで３番バッター登場。
スクイズで来るかと思われたが、強打して投手森へのハーフライナー。（２死）
そして迎えるは４番長身の背番号１８番。ここまでの試合でも大きなあたりを連発していた超小学生級の強打者。
敬遠？アパッチにはそんな作戦は全くない。エースジュンスケも同じで闘争本能にもうひとつ火がついた。
１球、２球とバットに触らせない。ふたつボールをはさみ５球目は渾身のストレート。
見事この強打者を三振に打ち取った。（かっこいい～）

その裏さよならのチャンスもあったが、さすが加島のディフェンスは堅く、簡単に得点を許してくれない。
そして運命の８回、ここまで踏ん張ってきた森だがやはり疲れからか、ストレートの伸びに陰りが見えた。
ここは加島打線が見逃すはずもなく、３点を奪われ万事休した。このさよなら大会、７試合のレギュラーイニングで
エース森は、３８イニングを投げ、被安打７・与四死球４・奪三振５６で無失点！！！タイブレーカーの失点を誰が

責めよう。もちろん打線も、好投手ばかりの対戦で１点ずつではあったが確実に得点し、しかも試合ごとにヒーローが
ちがう得点パターンで素晴らしかった。あ～あ楽しかった！
このチームもあと２大会、残された１か月半、悔いの残らない活動をしていきたい。



2012.2.17  スマホが癒してくれるか、この疲れ。 

２月１７日（金）
思えば今年に入ってゆっくりデスクに座って仕事をしていない。
元旦はさすがに休ませていただいたが、２日から出勤し、挨拶もそこそこに最終面接、賀詞交換会、海外研修生
への講演。第２週は早くも３泊４日の地区長研修のため雪の香楠荘へ。
３週目は盛岡から札幌での店長個別ヒアリング。４週目東京支社・大阪本社での研修４日間。
２月に入り九州博多での２泊３日の店長面談１６人。
今週は本社で１１人の面談ののち、東京府中で日本フードサービス協会の教育担当者の会出席。
そして今日は終日会議。

当然土・日のアパッチの活動（あまり出席できていないが、昼・夜問わず？）もあるし、
おまけに２月２６に控えた卒業記念大会の冊子作りや準備など、仕事は盛りだくさん。
まだまだ、来期の事業計画や予算組みも完成したわけではない。う～ん、ちょっと頭がパニクリそうだな。

出張が多いおかげで、ＨＰやブログの更新も思うように進まない。どうしよう？

スマホを買った。
今の携帯は昨年の５月購入で、契約も１年以上残っているし、もったいないのだが、
でもやっぱり必要なものは必要なので、昨日伊丹空港からビッグカメラに直行した。
最新型（サムスン電子製）だそうで、何でも良かったのだが、店員さんの言うがまま。
昨晩はじっくりいじくった。
もともと説明書を読んだりするのが嫌いなので、今までも実際に触って覚えてきた。
しかし今回は厄介な問題が浮上してきた。

とにかく私は指が太い。小指でも常人の親指くらいあるので、なかなか思ったキーボードを指せない。
おまけに片手で、メールや電話がしづらい。（慣れればできるのかな？）

しかししかし、やはり画面がきれい。そして使いこなせればこの上もなく便利。
当分の間は嫌いな説明書を読み、この安くない機械と格闘していきたい。

2012.2.20 MOSLさよなら大会 

２月１９日（日）
今年度も残すところあとわずか、２６日の卒業記念大会が総仕上げということだが、
今週はＭＯＳＬのさよなら大会の予選（Ａ・Ｂ）、４年生以下のジュニア大会の決勝と盛りだくさん。

土曜日のさよなら大会Ｂリーグは残念だった。
一応５年生以下で新チームでシフトを組みたかったが、まずエース宮本が規定で投げれず、
普通のチームなら４年の柳本で十分なのだが、相手が金塚。
それと最初から３年生も入れてのベストメンバーでは４・５年生のモチベーションが下がることも懸念しての編成。
まあ、今の時期はこれでいい。

結果はちょっとした守備のほころびから、４失点（被安打０）で3-4の惜敗。
この結果内容を選手がしっかり認識してくれればいい。

今日はＡリーグの予選。
長居公園に着くと、久しぶりの顔・顔・・・。
というより、私が来るのが久しぶりで、皆さんが私の安否を気遣ってくださっていた。
南百済の佐々木監督、長居カブトの末松監督・・・。
改めてご無沙汰しておりました。

初戦はその長居カブト。
試合前の意気込みから負けていた。
監督のコメント「今日はとにかく１点取るのが目標です。
選手には１点取れば勝ちと思え、と言ってあります」
ちょっと弱気な謙遜とも思える発言だった。



2012.2.24  MOSLさよなら大会

ところが試合が始まるといつもと勝手が違った。長居ベンチは選手も応援団も意気込みがすごい。
おそらく大会の組み合わせ後、監督・コーチが一丸となったマインドコントロールで
同じ小学生なんだという気もちがひとつになり、一泡ふかせてやろうということになったんだろうと思う。

とにかくベンチも応援団も選手も声がすごい。どちらかというと、アパッチは静かなほうで、これだけでも圧倒
されていた。初回ツウィンズのキャプテンに２球目をたたかれる。
これはライトがうまく処理し、ライトゴロとなったが、エース森の顔に笑みが見えたのをわたしは見逃さなかった。
苦笑い！！うれしい、楽しい笑いでは決してない。当てた、ということではなく、しっかり振っての打球なのだ。
初回ということもあってまだ魂のこもった投球ではない。しかし長居の打者要注意、という意識の笑いと受け取った。

その裏アパッチの攻撃。簡単に２死をとられ３番森は上手く攻められ、追い込まれる。
しかしそこはさすがに右中間へ当てただけのバッティングではあったが２塁打を放つ。
続く４番細川が四球で歩くも、５番が見逃しの三振に倒れ０点。
ここでその見逃しに対し、私から強烈な叱咤が飛び、ベンチが一瞬ピリッ！

２回長居。１死後、珍しく５番を簡単に歩かせてしまう。
６番も三振にとったが、続く打者の捕手前の打球を名手細川が１塁へ悪送球。（２・３塁）
８番には２ストライクと追い込みながら死球。（２死満塁）
いちばんやばいパターン。やはりあせったバッテリーは呼吸が乱れワイルドピッチで１失点。
あの蓮池、予選から決勝までレギュラーイニング無失点の森が簡単に得点を与えてしまった。
沸き返る長居ベンチ・選手・応援団。
どうにか１失点で終え、ベンチへ戻ったアパッチ選手はみんな負けたかのような沈んだ顔・顔・顔・・・。

こら、あかん。負けたかな。どこで流れを変えればいいのか。

３・４回とランナーを出すが、得点できない。ますます盛り上がる長居ベンチ。

ここからは私の出番。

４回のアパッチ攻撃開始時点で残り１２分。
同点、もしくは逆転すれば問題ないが、時間ばかり使い得点できないときはこのイニングで終わる。
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よし、これで流れが変わる。打順も９番からでひとり出塁すれば森・細川まで回る。
さまざまな思いで最終回を迎えた。

先頭の久保山は3-2まで粘ったが最後は残念ながら三振。まだまだ。
トップに戻り中橋。ジャストミートのあたりはショートへの強いあたり。
中橋が執念の走塁を見せ、１塁セーフ。よ～し！いくら名門長居カブトといはいえ、この場面はしびれるところ。
続く雄志のボテボテのあたりを３塁手がミスし（２・３塁）、ここで森登場。ここでわたしは勝利を確信した。
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ここでの長居采配は敬遠。勝負に対する執念を見せた。
勝ちたいならここは敬遠。賛否両論あるが私も同じ采配をする。
ここで細川登場。左中間まっぷたつというわけにはいかなかったが、チームバッティングのセカンドゴロ。
タイミング的にもホームはセーフだが、セカンドがファンブルしオールセーフ。同点でなおも満塁。
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１塁手から投手へ戻す緩慢な動きを３塁ランナーの森が見逃すはずもなく、一瞬のスキをつき本塁へ。
この森の真骨頂の１点追加で勝負あり。どうにか逆転で勝利を収めた。

昔のアパッチはこういう勝ち方はできなかった。
こういう負け方は何度も味わっている。

今年度90勝以上上げているなかでも、本当に印象に残る勝利のひとつとなった。
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２月２６日（日）　大阪府知事杯卒業記念大会
さあ、いよいよラストを飾る大会が始まる。
いつものことながら２時半に目が覚める。
ベットのなかで悶々としながら、今日の大会の段取りをおさらいする。

４時半起床。
ＰＣの前で、今日の意気込みなどをこのブログに書き込もうと思ったが、なぜか気持ちが昂ぶり、落ち着いて
座っておれない。朝食をとり、もういちど持ち物をチェックし、５時半出発。
当然まだ陽があがっておらず真っ暗。
中学校の全てのカギをあけ、前夜の雨で荒れたグランドを整備しだした。
６時半頃からボチボチみんな集まりだし、７時にはほぼ全員集合してくれた。
日ごろ何かと忙しい人たちも、この日だけはいやな顔ひとつせず、自分の役割をしっかり果たしてくれる。
こういう全員の力がなかったら、本当に何もできないわけで、心から感謝している。

墨江丘中学校吹奏楽部の演奏で、入場行進がはじまり、そして開会式。
とにかくやることがいっぱいで、大会委員長である私の挨拶も、あまりじっくり考えていなかったため、
なにかまとまりのないものになってしまったような気がする。
松井一郎知事のメッセージを、中野雅司府議会議員に披露していただき、そして開会式終了。

アパッチは第２試合なので、それまで昼食準備の確認。
今回は、参加者全員にきつねうどんと牛丼を振舞わせていただく。
400人を超える料理というのは大変で、グルメ杵屋からマネージャーＨ氏と、今期新入社員３名が応援に来てくれた。
うどんは冷凍であるが、出汁は店のものと同じ、牛丼の肉はガッツの石川さんの大きな大きなプレゼント！
素材は抜群、調理はプロ、そりゃ、美味くないはずがない。
しかし今回はいつものとおり予定した４００人分が足らなかった。
評判が評判を呼び、選手以上に大人の方の参加が多かったためか。（ありがたいことだ）

いよいよ初戦の、田島フェニックス戦がはじまった。
この大会は４０分を超えて次のイニングにはいらないというスプリント試合。
先制点の重要性がかなり高い。

初回、田島打線を三者三振で抑え、その裏アパッチの攻撃。
１死で雄志がセンター前に運び、３番森がショート内野安打で１・２塁。
しかし、細川、工藤が連続三振。
みんな肩に力が入りすぎで固まっている。

２回も相手打者を三者三振に斬り、森は絶好調。
アパッチは６番中村から。
飄々とした感じで打席に立つこのバッターは、見た目もおとなしく、やってやるという強い気持ちがなかなか読めず、
監督・コーチとしては非常に使いづらい選手だ。
しかし今日の有吾は違った。
積極的なバッティングから見事なセンター前クリーンヒット！
この一打でわたしは勝利を確信し（ちと早いが、このヒットでベンチの雰囲気がガラッと変わった）、
また、この打席をきっかけに一日で３安打を放った有吾が優秀選手に選ばれたのも当然だった。

そこから怒涛の２四球をはさんでの１１連続ヒット（雄志の久し振りのホームランもあった）でまず１勝。
大事な初戦をクリアーできた。
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次の試合まで少し時間があった。
この間も昔の仲間やＯＢ達が大勢来てくれていた。
創部当時の懐かしい顔･顔･顔。
大きくなったＯＢ達を見ても、すぐには名前が出てこない。
でっかくなって見上げるほどの奴もいる。
「おっ！この大会でエラーした、えーっと誰やったかな」
みんながこうして集まってくれるのは本当にうれしい。
（僕の葬式のときも頼むで、なんて馬鹿なことも考えていた）

調理もスムーズに進行し、はやくも牛丼やきつねうどんの良い匂いが漂ってきた。
そして配膳場には行列ができていた。

そして迎えた田中子供会との2回戦。
昨年のチャンピオンシップ大会では準決勝で対戦した。
成長した田中のエースに翻弄され完敗した相手。
今回はそのリベンジである。
エースジュンスケも絶好調、対する田中も、1回戦強敵塩草に圧倒し勝ちあがってきた。
これは燃える。

先攻のアパッチ、1番の中橋は気合の入ったスウィングではやくもセンター前にヒットを放つ。
2番雄志の送りバントが絶妙なところに転がり、サードがうまくさばけず内野安打で１・２塁。
ここで大黒柱の森が登場。
とにかくチャンスには絶対裏切らないこのスーパージュンスケ。
この場面でも大きな声援に応え、左中間まっぷたつの３ランホームラン。
その後も、５番工藤・６番久保山にもヒットが出て押せ押せムード。
結局この回３点止まりではあるが、勝利に大きく前進したことは間違いない。

３回にもセンター前のジュンスケを２塁において、５番工藤が２打席連続のライト前ヒットで追加点。
４回は中村が素晴らしいあたりのセンター前ヒットで出塁し、２番雄志が渾身のバッティングでレフト前にダメを押した。
この試合に関しては、田中の好投手に、今まで見たことのないつながりのよさで得点を重ねた。

投げてはジュンスケは３回まで無安打６三振を奪う完璧な内容。
ダメ押しのあと少し緩んだ内野陣のミスで、最終回にランナー２人をだしたが、最後の打者も三振にしとめ、
見事予選２連勝で決勝進出を決めた。
しかし点差ほどの差はなく、本格派両投手の投げあいは面白かった。

2012.2.29　大阪府知事杯　６年生卒業記念大会（３）

予選がおわり、順位決定戦が始まった。
タイブレーカーで行われるこの決定戦もスリリングで面白い。
そして優勝決定戦と3位決定戦を残すのみとなった。
その前に、今回初の試みのホームラン競争と守備競争を実施した。

ホームラン競争は各チームの飛ばし屋が二人ずつ出場し、それぞれ3球ずつ打ち、その飛距離を競う。
トスの要領でコーチがボールを投げる。
日ごろそういう練習をしているかどうかは、そのコーチの投げ方、選手のタイミングの取り方で一目同然で分かる。
ここはやはりアパッチが誇るスラッガーの森が、各チームのホームランバッターを抑え、貫禄の60ｍ越えで優勝した。

続いての守備競争ではノッカー（酒井コーチ）の打ったボールを、ショート付近で捕球し、1塁に投げる。
1塁にはバッティングネットが置いてあり、ノーバウンドで収まったものだけが合格。
そして徐々にふるいにかけ、最後まで残ったものが優勝、ゴールデングラブ賞獲得となる。

守備のスペシャリストが20人集まったにもかかわらず、緊張からか1週目で14人が落ちた。
残った6人で2週目に入ったが、アパッチの雄志は残念ながらこの2週目で涙を飲む。
結局、ＫＤＥＳの和辻君が優勝、これまた捕球から送球まで落ち着いたプレーを披露し、観客を魅了した。
初めての競技だったが、結構楽しめた。



さあ、いよいよ決勝戦。相手は宿敵ＫＤＥＳ．
今シーズン複数回対戦したなかで唯一負け越している。
記録を調べてみると、5/15の5・5子供ソフトの準決勝で2-0で勝利したが、勝ったのはその試合だけ。
あとはＭＯＳＬ公式戦 2-4 （7/10）、ＯＳＦＬ公式戦 0-2 （9/19）、ドリームカップ 0-2 （9/23）となっている。
もっとも、９月の２戦ともジュンスケの肘が少し痛んできた頃のことであるが、それは関係ない。
しかし今日は負けられない。相手の作戦は手に取るように分かっている。
お互い相手のことは知り尽くしている。

初回ＫＤＥＳに対し、ジュンスケ落ち着いて三者凡退で抑える。
サードゴロをさばいた雄志も、ファーストゴロを処理した工藤もこの１年でうまくなったものだ。
工藤はもともとレフトを守る予定だったのだが、1塁手の退部で仕方なくコンバートされた。
最初の頃は不安いっぱいでエラーも多かった。しかし最近の充実ぶりはたいしたものだ。

先日の蓮池大会でもファインプレー連発で投手を助けた。今日もやってくれそうだ。
1回の裏アパッチの攻撃
3番にジュンスケがいるということは、アパッチにとって初回が最大のチャンスなのだ。

なんとか出塁しようという気持ちから、中橋も雄志も懸命にたたきつけるバッティングをしたが、どちらも2塁ゴロ。
ランナーのいない状態でジュンスケが打席へ、守備側としてはここは投手は外角一辺倒に徹する。
これだと長打はないし、シングルヒットＯＫなのだ。この打席のジュンスケは、２ストライクまでじっくり見ていた。
やはり外角しか来ない。５球目、外寄りの球を強引に引っ張った打球は、ショート横への痛烈なあたり。
ショートもうまくさばくが、スーパーアスリートのジュンスケは足もおそろしく早い。悠々セーフで１塁へ。
そして初球を盗塁、これまた捕手の送球も悪くないが、やはり足のほうが早い。
４番細川の一打に期待したが、さすが和辻、緩急をつけた投球に力の入りすぎた細川が空振りに倒れた。
その後両チームともチャンスらしいチャンスもなく５回まで進んだ。ここで４０分。本当にスピード感あふれる試合
となった。特にジュンスケは５回を終え、ヒットを許さず、８三振を奪っていた。
対するアパッチも初回の森のヒットのみで、８三振を喫していた。

タイブレーカー突入。
僕の唯一の不安は、３塁に進められてからのワイルドピッチ・パスボールであった。
打たれて負ければ納得できる。
しかしそのいちばんいやな敗因で負けるのは、この大舞台では避けなければならない。
先頭打者を三振に斬ったが、９番打者にうまく転がされ、２死３塁。
そして初球がキャッチャーの頭上を越える暴投。しかし細川が後処理を上手くし、事なきを得る。
２ストライクと追い込んだが、決め球の低めを好打者和辻がなんとか当てた。
その打球は投手森の足元を抜けセンターへ。
アッ！やられた！ついに１点を許してしまった。・・・・・。

しかしこれで終わったわけではない。
アパッチの攻撃は９番からで、ひとり出塁すれば森まで廻る。
ＫＤＥＳと同じように、ランナーを２塁において先頭打者は倒れたが打順は１番に返る。
ここで中橋も意地の１発で投手強襲のヒット。
よ～し！と思った刹那、代走北野が飛び出しが良かったため本塁に突っ込んでしまった。
あっ、・・・・・本塁タッチアウト！。
しかしここはランナーを責められない。
今まで大きな大会で代走として出場し、決勝点をその足で何度も奪ってきた、今日もやってやろうという気持ちがいっぱい。
仕方ない。
続く雄志に期待したが、流れを取り戻すことはできず、0-1の惜敗、涙を飲んだ。

創部１０周年、この大会も１０回という記念大会を迎えることができた。
振り返ればアッという間の１０年ではあるが、しかしいろいろなことがあった。
あんなに下手ッピなチームが、よくもここまでこれたものである。
この才能あふれる１１期生がまもなく卒業する。
新チームはエース宮本以外は小粒だ。
そしてどの大会でもアパッチは、標的となる。
小手先の勝負をしてはいけない。
全力でぶつかって行く。
われわれはいつも挑戦者の気持ちを忘れてはいけない。
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今まで大きな大会で代走として出場し、決勝点をその足で何度も奪ってきた、今日もやってやろうという気持ちがいっぱい。
仕方ない。
続く雄志に期待したが、流れを取り戻すことはできず、0-1の惜敗、涙を飲んだ。

創部１０周年、この大会も１０回という記念大会を迎えることができた。
振り返ればアッという間の１０年ではあるが、しかしいろいろなことがあった。
あんなに下手ッピなチームが、よくもここまでこれたものである。
この才能あふれる１１期生がまもなく卒業する。
新チームはエース宮本以外は小粒だ。
そしてどの大会でもアパッチは、標的となる。
小手先の勝負をしてはいけない。
全力でぶつかって行く。
われわれはいつも挑戦者の気持ちを忘れてはいけない。



2012.3.3　新たな問題 

3月3日（土）
アッという間に3月！
この月日の経つ早さは異常だ。
歳とともに早くなると聞いていたが、60に近づくにつれ、ますますそう感じられる。
この分だと、今度気がついたら ”もういくつ寝ると～♪” なんていうことになっているんだろうな。

新入社員の研修もあと少し、まだ内示をしていないが、配属も決定した。
来週はいよいよ仕上げのＢＧＷ研修が始まる。
最後にモチベーションを最大限まで引き上げ、大きくいっぱいまで背伸びし、決意表明。

1年間ともに学んできた同期のメンバーともお別れだ。
これからそれぞれの道を歩むわけだが、この同期の桜のつながりは切っても切れない強い絆で
結ばれている。
楽しいこともつらいことも、これからもずっと、お互いに相談し合い、励ましあっていける仲間なのだ。

そしてまた、4月には新入社員が入ってくる。
私自身が採用した選りすぐりの幹部候補生。
２４年度生は15人。
これから1年間、さまざまなことを教えていかねばならない。
今年度は大阪にて一括研修を実施する。
東京支社で採用したものも、1年間大阪生活をしていただかねばならない。
昨年以上にいろいろ問題点も出てくるだろう。
会社以外の私生活においても、面倒をみてあげないといけない。

今年以上にアパッチの参加が難しくなりそうだが、昨日新聞報道されていた、
2013年度からの小学校での土曜日授業の件。
土曜日の練習ができなくなるということは、日曜日のグランド確保ができない今のアパッチにとって、
活動そのものができなくなるおそれが出てきたわけだ。
今年中にその問題も検討していかねばならなくなった。
またまた、あらたな大変な問題が私を襲って来る。



2012.3.11　追い出し会 

３月１０日（土）
追い出し会。
さあ、ついに６年生の卒団のときが来た。
この素晴らしい１１期生ともお別れなのだ。

午前中は試合形式の対戦試合が４つ．
まずは現役レギュラー ＶＳ ＯＢチーム
今年のＯＢチームは中学３年生が８人揃った。
そのうち野球部が６人、あとがサッカー・バスケット。
いずれも現役アスリートで、なかなか精悍な奴らが集った。

野球部の精鋭が、大阪第３位チームに対し軽くあしらうことができるのか。
しかし森の球を打てない。
打てないどころか、触ることすらできない。
どうにかやっとあてても、２塁ゴロが精一杯。
全員、エース森の噂を聞いて駆けつけてきたのだが、ただただ首をかしげるばかり・・・。

おまけに助っ人として入った工藤コーチのストレートに対し、スーパー純介は、
レフトの奥の体育館と校舎を結ぶ、３階の渡り廊下のかべに、ライナーで直接あたる超超特大のホームラン。
推定飛距離が８０～９０ｍくらいあろうか。
試合に出場していた選手、この試合を観戦していたおよそ８０人から感嘆の声。
力のある大人でもあそこまでは飛ばない。
現役チームの圧勝でおわった。

その後、１～３年生・４～５年生の紅白戦と続き、最後は６年生 VS 新チーム。
最後の試合の後、卒団生たちは名残惜しそうにグランド整備をおこなっていた。

そして午後からはいよいよ追い出し懇親茶話会。

宮本監督の開会の挨拶からはじまり、岡田事務局の乾杯。
コーチ・保護者・卒団選手・在校生のひとことが続く。
みんな感極まって泣くのはいつものこと。
しかし今年は、５年生の在校生で涙する奴が多い。
それだけ、この６年生へのあこがれが強かったためであろう。

保護者代表・キャプテン挨拶の段階で、わたしもタオルで顔を拭わざるを得ない状況に入っていた。

最後はわたしから卒団生ひとりひとりへのコメントを手渡す。
これは７人それぞれにいろいろな思いがあり、たくさんのエピソードがある。
それを集約し、私なりに感じたことを語りかけたものだ。
何度か詰まりながらも、どうにか披露することができた。
これで今年も６年生７人を、無事送る出すことができた。

みんな本当にお疲れ様でした。
　
そしてたくさんの感動をありがとう！

[カズキ]
アパッチ入部は５年生の時だった。
背が高く、パンチ力はあったが、足が遅く、なかなか試合にでることができなかった。
いつもニコニコ笑ってソフトボールを楽しんでいるように見えた。
６年の秋頃、頻繁に試合にも出るようになり、やっと表情に変化が見られるようになってきた。
気持ちのなかでも積極性が出て、守備でも打撃でも見違えるようによくなっていた。
もっと出たいという訴えが目で表現できるようになったのもこの頃だった。
欠くことのできない貴重な左打者の戦力として、監督・コーチが期待するようになったのだ。
もう少し早く目覚めていたら、クリーンアップを打っていたのは間違いない。
中学生になったらみんな同じスタートライン。おれがレギュラーだという気持ちで頑張ってください。



[ユウゴ]
おとなしい性格で、もっとやる気を前面に出していれば、もっともっと活躍できたはず。
練習もほとんど休むことなく、真面目に練習し続けてきました。
試合に出られなくても、ベンチで必死になって応援していましたね。
君からは試合に出たいというアピールもほとんど感じられませんでした。
しかし最後の卒業記念大会で、凡打を繰り返すアパッチ攻撃陣の中、見事君は３安打。本当に素晴らしかった。
ベース上に立つ君の少し照れた、それでいて誇らしげな顔を忘れることはできません。
卒業するときには、大阪第３位チームアパッチの立派なレギュラーに成長していました。
控え目が決して美徳ではありません。やったるぜの気持ちを忘れず頑張ってください。

[カイト]
　６年生になって突然の３塁コンバート。最初は大変だったでしょう。
何度も落球し、グローブをかえたりしました。
１塁はいや、外野を守りたい、そういう気持ちがあったに違いありません。
しかし君はそんなことは一言も言わず、黙々と頑張ってきました。
そして秋頃になり、その守備も格段に上達し、１塁は君しかいないと誰もが認めるようになりました。
打撃でもそのパワーあふれるバッティングで４番を任されることもしばしばありました。
口数が少なく、表現力の乏しい君ですが、内に秘めたものは、その光り輝くまなざしから感じられることが多かった。
なせばなる、その言葉を実践してきたカイト、これからも頑張れ！　　　

[ユウマ]
走攻守そろった信頼できる選手ユウマ。６年生になり、ショートにコンバートされました。
目立った派手なプレーはなかったけれど、堅実な守備は幾度もピンチを救ってきました。
打撃でも、前半は４番打者として試合を決め、
また後半はトップバッターとして、見事なリードオフマンぶりを発揮し、チャンスメーカーの働きをしてきました。
君がヒットを打って負けた試合はほとんどありませんでした。
君はそれほどのキーマンだったのです。
皆のことを考え、そして下級生の面倒をよく見る、素晴らしい先輩でもありました。
中学生になって何をすべきか、どういう役割をしたらいいのか、自分なりによく考え、頑張ってください。

[ユウジ]
低学年のころから、そのグローブさばきには定評がありました。
打撃でも、見事なバットコントロールで送りバントは抜群にうまかった。
そしてその俊足をいかした盗塁も芸術的な美しさがあった。
秋頃まで２割前後で低迷していた打率も、３割に手が届くほどまでになり、努力のあとがうかがわれた。
最後の卒業記念大会で見せた、レフト線へのホームラン、恰好よかったぞ！
「小さいからってなめんなよ」味方からそう言われなくても、大阪中のチームはみんな君を知っていました。
さあ、これから始まる中学生生活。
いろいろな壁が待ち構えています。決してくじけることなく、頑張り抜いてください。

[レン]
とにかくエース森が目立つアパッチの中で、ライバルチームの監督たちは、みんな君のことを高く評価していた。
「あのピッチャーはすごいけれど、あのピッチャーの球を受けるキャッチャーは、もっとすごい。」　
そうなんです。
エースを支える捕手の存在。ソフトボールの強いチームの要因は、一番にいい捕手がいることなんです。
そして打撃でも、ここぞというとき好打を放ち、決勝点をたたき出してきた。
今年の好成績もアパッチ歴代ＮＯ１捕手といわれる君の存在があったからなんです。
弟想い、後輩想いのやさしいレン。
中学生になったら君が主役だ。
もっともっと頑張って、大輪の華を咲かせてください。

「ジュンスケ」
万人が認める大阪ＮＯ１アスリート。
投手として球のスピード・キレ。
打者としてその確実性・長打力。
そして小学生とは思えないその走力。
どれをとっても君に勝る選手は大阪中を探してもいなかった。
５年生までは、自分の力に溺れ、また他人のミスに我慢できない時もよくありました。
しかし主将となった６年生では、そういう姿は微塵も見ることはなかった。
アパッチといえば森純、その名を知らぬものはいませんでした。
４月からの中学生活はいちからのスタートです。
その能力を最大限活かし、勉強にスポーツに頑張ってください。
スーパージュンスケ、この１年本当に感動をありがとう！



2012.3.15　あせりは禁物 

3月15日（木）
とにかくバタバタ忙しい毎日。
来期予算承認後、課長代理から申請モレというか、見積もり違いが300万円もあり、
一瞬目の前が真っ暗になった。
しかし、今更修正もできず、かといってスタートしてから知りませんでしたも通用しない。
再度の見直しでとにかくグロスだけでも、算盤勘定を合わせないと大変なことになる。

ウンウン呻りながらＰＣと格闘し、どうにかこうにかやりくりできたようだ。
あまり褒められたことではないが、このあたりの算数は得意中の得意で、
今までも何回も経験済み。
新期のわが部の予算は1億7000万円。
預かる部員も21名の大所帯。
事業計画も出来上がったのだが、すでに4～6月のスケジュールはビッシリと埋まっている。
外部研修では４人の講師の先生のトータル９講座。
我が部での研修が約３０講座。

それに加えて調理研修や、わたしにはヒアリングという仕事もある。
いかに円滑にこなすことができるか。
いかに無駄なくヒト・カネ・モノを動かすことが出来るか。
そのあたりが私に課せられた最大の任務であるわけだ。

明日は店長面接のため日帰りで東京出張。
週末は旧チームの最後の決勝大会、新チームの練習試合と盛りだくさん。
しかし、参加できるかどうか微妙なところだ。

先週の近畿大会の新人戦。
相手もなかなかの強豪２チームであったが、1勝1敗で惜しくも失点の差で次に進めなかった。
昨年もこの新人戦は結果を残せなかったのだが、戦いは始まったばかり。
これから大東フレッシュ、忠岡グリーンカップと続く。
昨年の好成績は忘れ、挑戦者の立場で一歩一歩確実に前進していきたいところだ。
勝ちたい気持ちは分かる。
でもあせらずじっくりと。



2012.3.19　福島区遠征 

3月18日（日）
海老江東小学校にての練習試合
昨日から家内と娘がディズニーランドへ遊びに行っていて、
何かと用事を仰せつかっている。
そんな事情で朝8時の集合時間に間に合わず、私だけ遅れて参加した。
それも難波まで電車で行き、そのあとタクシーという贅沢。
私はあまりタクシーが好きでない。
私自身はそれほどケチというわけではないが、ひとりのときは急ぎでない場合はどんなことをしても電車やバスを
乗り継いでいく。500円くらいで行けるところを、2000円も3000円も使うのはもったいないと思ってしまう。
電車がなければ歩く。

しかし今日は男性スタッフの参加が少なく、審判やスコアラーがいない。
そのため試合開始までに到着する義務があった。
したがって私の主義に反するのだがタクシーを利用したというわけであった。

海老江東小学校ではアパッチのシートノックがまさに終わろうとしていた。

今日のお相手の海老江東さん。
昨年も何度か対戦させていただいたが、スーパースターはいないが、チームワークよく、とにかくまとまっていた。
アパッチでいうと、昨年の黒川・水野のバッテリィーで大阪を制覇したときのチームに似ていた。
新チームは熱血丈野監督がやめられ、坂口氏が新監督として指揮をとる。
さてさて今年はどんなチームに仕上げられるのか。

1試合目はその海老江東Ａチームとの対決。
先発の宮本、いきなりトップバッターにセンター前に運ばれた。
やや強引な大根ぎりっぽいイスウィングではあったが、しかしタイミングは合わされていた。
ウン？やるな～！
この一打で気が締まったか、宮本の表情が変化した。
しかし今日のアキは制球がいまいち。
２・3番から連続三振を奪ったが、相手の悪球打ちにも助けられている。
じっくり見られていたら、展開は変わっていたかもしれない。
ボールが先行しての苦しい投球。
案の定、4番バッターにストレートの四球。
5番にはあたりそこねの投手前内野安打。
この2死満塁のピンチはセカンド難波への小飛球でなんとか切り抜けたが、
このあたりも難波がうまくさばいたが、この緊張した場面で、後方へのうっとうしい飛球で見た目ほど簡単な
あたりではなかった。難波も落ち着いてうまく処理するようになった。

1回の裏、先頭の柳本。
新チームではこのリードオフマンの出塁がかぎとなる。
この打席は見事ショート横への痛烈なあたり。
俊足を活かし1塁上へ仁王立ちしたヤナ。
この試合ではあとの2打席とも四球を選び、
3打席出塁という素晴らしさ。
大量得点の一因を担った。

2回は久保山・宮本のタイムリー。
3回は難波のヒットでチャンスをつかみ、安田・中田の下位がつなぎ、
またまた久保山・宮本の連続タイムリーでダメを押した。

宮本は2回も2四球に、ワイルドピッチも２つという内容の悪さ。
どうにか無失点で切り抜けたが、この先少し不安を残した。



2012.3.19　福島遠征　（続き）

2試合目は海老江西さん。
4年前、エース高岡を擁し、勇んで大阪城に挑んだ年、1回戦を大差で勝ち抜きそして2回戦で待ち構えていたのが
このチームだった。まったく予備知識もなく、単に福島のチームは強いということだけで臨んだ。
アパッチも善戦したものの、格の違いを見せ付けられ完敗。
日ごろから激戦の福島区にあって、切磋琢磨しあう素晴らしい環境ではぐくんだ実力は、われわれとは違うレベル
であるという印象を持った。大阪フレンドリーリーグ（ＯＳＦＬ）の立ち上げを思ったのも、そのことに起因することが
大きかった。

先日の城北ジュニアカップでもその抜きん出た力で3位を獲得。
観戦していたコーチ陣からの評価も高かった。
今年の新チームは6年生がおらず、その5年生主体のチームがレギュラーを構成しているそうだ。
アパッチとしては負けられないところだが、初戦先発の攻守の核の宮本抜きで挑んだ。
先発は柳本。
先の城北ジュニア杯の決勝トーナメントでは、インフルエンザのため泣く泣く欠場し、
もしかしたらこの海西と当たっていたかも知れず、今日の対戦は柳本にとっても気合の入り方が違って当然。

柳本は3回を投げ、海西打線にヒットを許さなかった（2四死球）
海西のエースもさすがに新5年生とは思えない素晴らしい球を投げている。
2回、ちょっとした守備陣のミスに付け込み、佑斗・安田・難波のヒットなどで3点を奪い試合を優位に進めた。
このまま終了と思いきや大きな落とし穴が・・。
最終回に調整登板した宮本がメロメロ。
とにかくストライクが入らない。
久し振りの１イニング5四球。
おまけにワンバウンドや暴投が数えられないくらいで、１ヒットのみで3点を献上してしまう。
なおも続く無死満塁。
そこでやっとわれに返り、2塁ゴロ、三振、三振とリードは許さなかった。
打線は3回4回と無安打に終わり、3-3のドロー。
まあ、負けなくて良かったということだが、アキにとっては半年前まではよくあった光景で、ちょっとした歯車の
食い違いでこういうケースが出てくる。
そういえば昨年のスーパージュンスケですら、5/4の城北戦にて火ダルマに会い、泣きながらマウンドで投げていた
こともあった。夏以降の成長もその苦い経験が大きかった。

アキにしても昨秋からの大飛躍はまだ本物でないということだろう。
純介がいなくなって、自分がやらねばという気持ちが良い方に向くと無類の力を発揮するだろうが、
逆に作用すると、大きなプレッシャーとなってつぶれてしまうという危険性もある。
そこはまだまだ実戦経験を積み、一段ずつ階段を昇りつつ、ステップアップしていかないと仕方がない。
かわいそうだが、今しばらくは苦しいけれど、自分で克服していかないといけない道なのだ。

3戦目は再び海東とのＢ対戦。
非常に面白い戦いであったが、３年生エース祐才も形はできあがりつつある。
スピードにしても、コントロールにしてもまだまだであるが、とにかく練習あるのみ。
チーム全体としても、内野も外野も1塁手の佑斗以外はまだまだ。
試合は二転三転の好（？）ゲーム。
最後は裏攻めのアパッチに勝利の女神が微笑んだが、それはまあ付け足しのようなもの。
楽しくプレーするのはいいが、勝敗より自己の向上を目指した練習試合でなくては意味がない。
そのあたりを低学年といえど、認識してほしいところなのだが、むつかしいかな。
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５年ほど前から卒業生を連れて、春休みにＵＳＪに連れて行っている。 
追い出し会を終えてもまだ彼らと別れづらく、一緒に行動してもうひとつ想い出を作るというのが私の主旨なのだ。 
もっとも、私の思惑と、彼らの意識に若干のズレもあろうかと思う。 
そのズレが大きなものとなったときは、この企画も終了する。 

今年はディズニーランドに行く先が変更となった。 
経過はいろいろあったが、行きたいという意見が多かった。（そりゃそうでしょうね） 
木曜日の夜バスで出発し、金曜日一日中目いっぱい遊び、その夜に再びバスに乗り込み、土曜日の朝帰ってくる、だ。 
というバスのなかで２泊する強行軍なの小学生はいいとして、６０に近いわたしは大丈夫なのか。 
そういった心配をするのは、私を含め、ほとんどいなかった。（喜んでいいのか、悲しんでいいのか）とにかく元気な
７人のメンバーを連れて出発進行。 

３月２２日（木） 待ち合わせの1９時３０分。 
１０分前に住之江駅に到着したときには、全員集合していた。 
練習では遅れてくることがあっても、さすがに今日はみんな気合いが入っている。 
表情もみんなニコニコ顔で輝いている。 
お見送りの保護者の方々にわかれを告げて電車に乗り込んだ。 

難波から新大阪まではシャトルバス。 そして新大阪のバス乗り場はむちゃくちゃ大勢の人。 
もちろんバスもたくさん。スキーシーズンも終わったこの時期、みんなディズニー行き？ 

われわれのバスは約３０人乗りのトイレつき。 当然満席。
若いグループが多く、小学生は家族づれのひとりだけ。 ゆっくり寝たかったが、騒がしくそれは無理。 

東京までの８時間、途中３度インターチェンジでトイレ休憩。 
これがまた別の意味で楽しく、売店でご当地の名産を眺めながらブラブラ。 
アパッチのメンバーもさすがにこういう経験は初めてだろうし、立派な社会勉強になりそう。 

５時５０分にディズニーランド到着。 
予定より随分早く着いた。 
開園は８時半なので、まだ２時間以上もある。 
しかしもうすでに、並んでいる人もいる。 
最初になにを乗るか、今日一日の行動をみんなで話し合ったが、 
この時間もまた楽しい。 

８時半　開園

怒涛のごとく、みんなお目当てのアトラクションに一目散。 
アパッチ軍団も駆け足で”ビッグサンダーマウンテン”へ。 
ほとんど待ち時間もなくトライ。 
そういえば、ジェットコースター系に弱いと言っていた凱士。 
あまりそういう話には触れず、また逆に敢えて大丈夫とかいうことも聞かなかった。 
乗り終えての感想は、これくらいやったら大丈夫ということで、ホッと一安心。 

そのあともスプラッシュマウンテン・スペースマウンテン・カリブの海賊・・・・。 
天気予報もあまり良くなかったし、確かに少し雨がふっていたため、お客さんも通常の春休み中より少なかった
のかもしれない。 そのため、人気のアトラクションでも７０分以上待つことはなく、かなりラッキーだった。 

夢のような一日が過ぎ、帰りのバスの中ではみんなぐっすり。 
７時過ぎに住之江到着。 
迎えに来ていただいたお母さんがたの笑顔に、アパッチメンバーはみんな無表情。 
家に帰ってお土産を披露するまで、照れ隠しの無表情であることは言うまでもない。 
ゆっくり楽しい想いでを語り、弟・妹に兄ちゃん面して土産を渡すことでしょう。 
いいね～。 

さあ、わたしはこれから家に帰り、風呂にはいって、朝食をとり、そして出勤。 
年度末の１週間は大変忙しい。 
あれ？俺って、結構タフかな？


