
2012.4.6  新年度スタート

４月６日（金）
なかなかブログの更新ができなかったが、
やっとその気になり、ひさしぶりにいろいろと綴ることができた。

４月１日は新チームにとっての一つの試金石、大東フレッシュ杯があった。
１昨年優勝、昨年第３位という実績から、今年もという意気込みもさることながら、
他のチームの目線も気になるところ。
しかし、過去は過去。
今の実力をしっかり認識し、これからのことを考えることが重要であって、
結果をあれこれ思い悩むことは意味がない。

１次予選から強敵２チームとの対戦。
現在のアパッチのチーム力は、投手力9・守備力5・攻撃力6・総合力はまあ7というところかな。
まだまだこれからのチームなのだ。
エース宮本がよければ、まあそこそこいけるだろうし、だめならポシャル。
エースの不出来をチーム一丸となってカバーできるチームワークは残念ながらまだない。
ということで、今年の１次予選はどんな戦いになるのか。

結果は、初戦天野が原に対し、エース宮本の踏ん張りと、４番北野の１発で３－０の快勝。
２回戦は、天神山に０－１の惜敗。
なかなか好勝負であったが、やはり攻撃に工夫がないのと、
ここ一番の制球・守備力の差がでてしまった。
これとて、やはり強豪相手であったがための敗戦で、敗因をしっかり把握できればそれでいい。
同じ過ちを繰り返さなければいいのだから。

という大東フレッシュ杯だったわけだが、今年は参加できなかった。
１日が日曜日だった関係上、今年は２日が入社式になり、そのため１日は日曜日にもかかわらず出勤し、
入社式リハーサルをしなければならなかった。
そして３日からはやくも研修がスタート。
今年も香楠荘にての合宿。
私は研修の講師との打ち合わせのため、入社式終了後先乗りで金剛山へ。

昨日、私としては３泊４日の遠征からやっと帰ってきたわけだ。
身体は疲れているが、気持ちは張り詰めている。
今期部員も増え、仕事もかなり内容が濃くなった。
すでに７月までスケジュールが詰まっている。

最近血圧が高く、先週病院で計ったら、109-179というちょっと異常数値。
花粉・中性脂肪・ビタミンそれに加えて血圧という、たくさんの薬を飲まなくてはいけないようになってしまった。
ほどほどに頑張ろう！
そのほどほどが難しいのだが。



2012.4.9  スタッフミーティング

４月８日（日）

新チームがスタートした。
滑り出しはまあこんなものか。
昨年・一昨年とあまりにも良すぎたせいか、少しもの足りないようにも思うが、
じょじょにレベルアップしていけばいいのであって、功をあせると終盤失速する。
５月５日に５・５こどもソフトボール大会がある。
毎年A・B２チーム出場していたが、昨年は子供の数がいるにもかかわらず、１チームしか出場できなかった。
出れない保護者からのクレーム（？）もあり、今年はなんとか２チームをと考えているのだが、編成が難しい。
今年度の方針のこともあって、７日の土曜日にスタッフミーティングを開いた。

夕刻６時に堺東のそじ坊集合。
最近この店をよく利用する。
店長を私が可愛がっていることもあるが、料金もわりと安い。
私はあまり鳥が好きでないが、ここの鴨なべは美味い。
それになんといってもシメの蕎麦が絶品。
自分の会社の宣伝になるが、杵屋のうどんにしてもこのそじ坊にしても、
出汁はNO1という評価をいただいている。
おまけに、今いち押しが蕎麦焼酎の蕎麦湯割り。
飲みやすく、酒飲みには鉄板商品（らしい：わたしは飲めないのでよく分からない）。

１０人参加で今後の練習内容、選手のポジションなどについて２時間半熱く語り合った。
いつもあまりじっくり話し合うことがないので、こういう集まりは非常に楽しい。

明けて４月８日（日）
朝から榎本小学校にお邪魔しての練習試合。
今津・榎本・鶴見チームと熱戦を繰り広げた。
２～３日前にエース宮本が足を痛め、出場を危ぶんでいたが、本人の希望もあり出場。
しかし、思い切って投げ込むことが出来ないため、下位バッターは抑えられても、
やはり上位打線はだませなかった。

榎本子ども会はやはり元気で、チーム力もなかなかよく仕上がっていた。
宮本の怪我をさしひきしても、今後、大阪城制覇のためには要注意チームであることは間違いない。

今アパッチは、守備陣形の見直しを図っている。
いちばんのポイントは捕手。
正規には５年の柳本だが、彼の守備力、また投手としての力量を考えた場合、
正捕手をしっかり養成したほうがいいということになる。
６年生の安田・５年生の藤原、もちろんキャプテンの久保山も捕手として使えるが、
内野の要としての役割が有る以上、苦肉の策でしかない。

打撃についても、全体的にバットのヘッドが下がり気味に入っている。
先日松原ガッツの石川コーチにいろいろ指導をいただいた。
これから９月の大阪城夏の陣まで、じっくりやっていきたいところだ。



2012.4.15  H24MOSL春季リーグ開幕 

いよいよＭＯＳＬのリーグ戦が開幕。今年もＡ・Ｂの両リーグでのエントリーだ。
今日はまずＡリーグ。先週足を怪我し、鶴見区の榎本子ども会に３連敗。
今まで、練習試合でも３連敗というのは記憶になく、
投手の出来だけでなく、守り・攻撃を含めて、新チームの状態があまり良くないという表れなのだろう。
そういった意味でも、本日の対戦相手玉造バスターズ戦は楽しみだった。
宮本の足はもうほとんどいいようだ。
しかし、柳本　が体調不良で欠場ということで、切り込み隊長であり、守りのかなめの捕手がいないというのは痛い。
どこまでやれるのか。

ふたを開けてみたら、みんな目の輝きが違った。エース宮本はスピードだけでいうと８５％というところ。
しかし、最近のなかでは制球はよいほうだった。相変わらずボールが多く、３ボールというカウントまで行く。
そこから踏ん張り、なかなか簡単に四球を与えなかった。玉造戦は初回の１四球のみだった。

さすがに玉造打線はしぶとい。特に上位打線は、選球眼よく、ボール球は絶対振って来ない。
４回を投げ奪った三振は４つだが、許したヒットも初回の１本だった。

ｱﾊﾟｯﾁ打線は珍しく玉造エースによく合わしていた。
初回、難波がヒットで出塁し、久保山が送り、宮本が還すという理想的なパターンで先制し、
２回には、安田の会心のホームラン（このあたりは文句なしに素晴らしい当たりだった）で追加点を奪った。
守りでもボテボテの３塁線へのあたりのエラーがひとつあったが、それ以外は７つの守備機会を完璧に守りきった。
出来過ぎの一戦ではあったが、ライバル玉造からの勝利は今のアパッチにとっては大きな勝利だ。
この雰囲気を来週の忠岡グリーンカップに持ち込みたいところだ。

2012.4.18  北への遠征第２弾 

北海道・東北地区の店長会出席。1月に続いて本年２度目の北への遠征だ。
毎月本社・支社で開催されていた店長会が3ヶ月おきになり、
そのかわりその地域での店長会が、もっと内容の濃い、充実したものするということになった。
今月はまずその第1回目。わたしは今回、北の地区視察兼、研修講義という役割で飛んだわけだ。

行きの飛行機から見る日高山脈の山並みはとても美しく、見入っているうちに、シャッターチャンスを逃して
しまった。写真は新千歳につく少し前の 機中からの情景だ。

札幌での店長会、出席者は店長６人、地区長１人、担当営業部長１人に私を入れ９人。
３時、いつも通りの社訓唱和から始まった。私の持ち時間は４０分。
大体研修講義は短くて５０分、長くて９０分なので４０分は中途半端。
現状の会社の動きや今期の目指す方向、そしてホスピタリティとしてディズニーランドの
社員教育について話しているうちに時間が来てしまった。
日ごろ本社幹部と話する機会が少ないので、みんな熱心に聞き入っていた。

そのあとは、今現在の問題点を話し合ったり、各店長の思いを述べ合ったりで、
６時半ころまで続いたらしい。

私はせっかくの札幌でもあるし、ゆっくり街中の探索に行きたかったが、
書類整理とか、明日の資料作成とかで、ホテルの部屋での仕事が待っていた。
結局夕飯も食べず、ひと段落ついたのが１１時前。
そうなるとあとは寝るしかなかった。（あ～あ、もったいない）

４月１７日（火）　５時起床。
別に早く起きる必要もなかったが、夕飯抜きでちょっとお腹もすいていたし、目が覚めてしまった。
朝食は７時からということなので、２時間ほどある。
TVをみたり、スマートフォンでネットを見たりで２時間はあっという間にすぎた。

朝食をすませチェックアウトし、これから仙台へ移動。
仙台でこれまた東北地区の店長会に出席し、研修講義そして大阪へ。
これだけ地方遠征しても、入る店は我が社の杵屋・そじ坊・シジャンばかり。
残念ながらこれも仕事と割り切って,我慢するしかないのである。



2012.4.23  ボランティアより減量

４月２１日（土）
夜の２０時から青少年指導員と福祉委員の合同会議が開催された。
年度の最初ということで、新人の紹介もあり、また今年度の行事についての打ち合わせでもあった。
今回の合同での会議というのも初めてのことで、この両団体に、子ども会をあわせた三つの団体が連絡を
取り合い、うまく連係しあうことが大切なことである。

約１時間の話し合いが終わり、そこから恒例の懇親会。
もちろん、全員が参加するわけではないが、
地元の小さな居酒屋に、１３人が集った。

その場での話題は、もっぱら旅行のはなし。
５月に金剛山、６月に狭山ログハウス、１０月には韓国とスケジュールが盛りだくさん。
今や、これを楽しみに仕事をしているようなもので、したがって普段は真面目に仕事一筋（？）なのである。

２・３日前からのどが痛く、また新種の花粉の影響かなとおもってたら、医者の診断は軽い風邪ということだった。
今現在服用している薬が、
コレステロール・ビタミン・血圧２種類・花粉２種類・風邪２種類の計８つ。

昔、亡くなった父親が毎日たくさんの薬を飲んでいたのを思い出した。
コレステロールや血圧のためには体重を落とすことがいちばんらしい。
どうやら本格的に、減量を考えないといけない時がきたようだ。
 



2012.5.1  ゴールデンウィーク前半

ゴールデンウィークに突入
世間では9連休などという大型連休をとっている者もいるとか、しかしわれわれにとってはそんな休みはハッキリ
言って無用。海外旅行するならともかく、家でゴロゴロしているなら仕事をしているほうがいい。

28日（土）は午前中練習し、午後から塩草・堀江との練習試合
29日（日）は今川・田中とのＯＳＦＬ公式戦・練習試合
30日（祝）はＡチームはＭＯＳＬ公式戦、Ｂ以下は小学校にての練習
この3日間でＡは8試合、7勝1敗という結果だった。
いいといえばいいし、しかし勝ったからといって素直に喜べない内容もあった。
負けた１試合は、田中とのＯＳＦＬ公式戦。
先制された1点は仕方ないにしろ、そのあとのアパッチの攻撃陣のふがいないこと。
同点に追いついたあとの1死3塁、最終回の1死２・３塁。
今年のピストル打線では、とにかくチャンスは確実にモノにしていかないと、点はとれない。
まだまだ宮本が本物になりきっていないなか、1点でも多くとっておかないと勝利の女神は微笑まない。

30日はＭＯＳＬのため加美東小まで遠征ということで、残りのメンバーは小学校にて練習をおこなった。
コーチの人数が少し足りず、不安があった。
そんなとき、1週間前に今年度の新入社員の長澤・小田の二人が、ヒマなので練習を見に行っても言いかという
申し出があった。ＯＫ，ＯＫラッキー、グッドタイミング。
ふたりとも学生時代の野球経験者だそうだ。とくに、長澤はロッテの唐川と同級生で、いっしょにやっていた
（バッテリーを組んでいたということではないが）ことがあるらしい。

9時すぎにＡチームは遠征に出発したので、残りのメンバーをふたつにわけ練習がスタート。
今日は村冨コーチの熱心な指導が目に付いた。
昨日の今川遠征での試合を見学して、いろいろ思うところがあったのだろう。
今のアパッチに足りないのは正確さ（全てにおいて雑）、と厳しさ(仲良し子ども会のレクレーションならこれで
いいのだが）。守備練習を見ていても、捕球でもポロポロ落とすし、取れても1塁への送球がワンバウンドで
あったりして本当に正確性に欠ける。そして、レギュラー以外の選手にハングリーさがない。
なにがなんでもレギュラーになるんだという気持ちが薄いため、練習への取り組みが甘い。
ここらあたりを村冨コーチが気になったのであろう。

アパッチの伝統であまり大声で叱るということはない。
叱るばかりがいいのではない、褒めることも大事だ。
これはスポーツだけではなく、会社での新人教育でも同様だ。

でもなんども同じミスをし、それでもドンマイ、次頑張ろうではいつまでたっても絶対うまくならない。
とくに４・５年生は他のチームなら立派にレギュラーを張っていなければならないのに、
依然としてミスしても照れ隠しでニガ笑いしているようでは、わたしならこんな奴使えないということになる。
怒ったら萎縮して、力が発揮できないから、のびのびさせたほうがいい、だから叱らないという御仁がいる。
しかし、大きな試合でのびのびできるなんてことはない。
その萎縮した状態で、どれだけ実力が発揮できるかが問題なのだ。
だから大会などでは、わたしはほとんど大声をださない。（そのかわり練習試合では咆えまくる）
選手を褒めたおし、とにかく乗せる状態をつくる。
アパッチのような練習の絶対量の少ないチームにとって、実力以上の力を発揮しないと、強豪チームに勝てる
わけはない。

※ふたりの新人コーチはなかなかよかった。
さすがに経験者らしく、指導のポイントは正確で、選手からの受けも上々。
これから1年間は、チョイチョイ顔を出してくれることでしょう。



2012.5.7  ゴールデンウィーク真っ只中のログハウス研修 

５月３日（木） 今日は狭山にあるログハウスでの新入社員研修
研修とは名ばかりで、入社式から１ヶ月たったが、彼らはまだ初任給をもらっていない。
１５日にはじめての給料が振り込まれるわけだが、今小遣いにはとても不自由しているはずだ。
特に東京から来ている７人は、せっかくのゴールデンウィークだがどこへもいけず、さみしく寮でおとなしくしている
という状況も考えられた。ということで、みんなに食事会と研修を兼ねてこのイベントを思い立った。

午前中は店舗視察ということで、我が社以外の有名店舗を訪れ、料理や接客について調査する。
そして午後からログハウスにて発表会、その後ＢＢＱで盛り上がるという筋書き。
仕入れ部で野菜や肉を頼む予定であったが、量の問題やゴールデンウィークの対策もあり、
肉はいつものとおりガッツ石川氏にお願いし、またまた最上級の焼肉を堪能できることになった。
それにしても、さすが今年の新入社員はまとまりがある。
掃除、調理、買出しどれをとってもリーダーの指令にあわせ、動きに無駄なく、スムースに流れている。
ひとつ問題発声。風呂のガスがつかない。スイッチの接触が悪いのか、ずっと押しておかないとお湯が出ず、
みんなが食事の最中に、私がその役割を果たしていた。

２０分くらい続けていると、手をはなしても大丈夫になり、ホッと一安心。やれやれ。
しかしそれから３０分後、お湯がいっぱいになり、蛇口をひねって止めようとしたが、今度はその蛇口がバカになって
いくらまわしても空回りで止まらない。入れ代わり立ち代り悪戦苦闘したがダメ。
本社の管理の者に電話するも通じず、しかたなくお湯が流れたままで放置するしかなかった。
節約の時代になんとももったいない話しなのだが、どうしようもなかった。
しかし、夜中に点検に行った時は、水量も減り、朝には自然と止まっていた。（あ～あ、よかった）
一泊二日のログハウス研修ではあったが、大変楽しい時間を過ごすことができた。

2012.5.9  ゴールデンウィーク後半 

３日忠岡グリーンカップ１勝１敗予選敗退。４日長池カイザースとの交流、Ａは１勝、５・５編成で２敗。
５日５・５こどもソフト大会はＡ・Ｂとも２連勝。６日城北・晴明との公式戦＆練習試合、公式戦１勝１敗、
練習試合１敗、という結果であった。

そのなかで５・５大会について回想してみたい。５月５日（土）、毎年出場しているこの５・５大会。
何年目になるのか、今までＡチームは１日目敗退ということはない。
出場選手の学年の合計が４５学年以下という面白いルールのなかで、
どういったチーム編成がいいのか、そのあたりの作戦の妙が監督采配で決まってきて、とても面白い。

ことしはアパッチも久し振りに２チームの参加。
Ｂチームの方はあまり期待していなかったが、相手チームには失礼だが、対戦相手に恵まれた感がある。
今回は有力チームが分散し、また出場チームも飛びぬけたチームがいなくて、どこが勝ち抜いてもおかしくなかった。
しかしその中でも１回戦、アパッチＡ　ＶＳ　玉造Ａというのがあった。
これは昨年の決勝の組み合わせで、今回も優勝の行くへを左右する大一番であることは間違いない。
お互いに組み合わせをうらんだが、こればかりはどうしようもない。アパッチにとっては、最近結果が出ていない状況で
、しっかり勝って今後につなげたい。さあ、どうなるか。

初回、宮本は先頭打者に痛烈なヒットを打たれ、そして盗塁を許し、無死２塁のピンチ。
しかしその後は落ち着いて対応し、４番に四球を与えたものの、２・３・５番を三振に抑えた。
３回までお互いチャンスらしいチャンスもなく、迎えた最終回アパッチの攻撃。
この回先頭の宮本が素晴らしいエンタイトルツーベース。難波が送り１死３塁。
ここで玉造ベンチは満塁策。１死満塁で迎えるバッターは藤原。
２ストライクと追い込まれたが、ここでベンチの策はスリーバントスクイズ！！
見事にこれが決まり、さよなら勝利。
よく決めたといえばそのとおりだが、すごい作戦だった。

Ｂチームは４年生の祐才がエース。
ストライクさえ入れば、普通レベルの子ども会チームならいい勝負するだろうと思っていた。
１回戦は淡輪。１点先行されたが、すぐに４点を取りひっくり返した。
しかしすぐにまた４点を奪われ、リードを許した。
本当ならこれでゲームは決まるのだが、今年のＢチームは一味違い、
最終回にまた追いつく。
粘っての引き分けで決勝進出にのぞみをつないだ。



2012.5.11  平和公園にて 

５月１１日（金）
昨日今日と九州から広島に遠征。
今回も地方での店長会に出席。
１０日の博多は今年２月にヒアリングをしたメンバーが大勢いて、顔なじみで話していてもなんだか楽しい。

その日は泊まり、翌１１日に新幹線にて一路広島へ。
実を言えば私は広島というところは生まれて初めて足を踏み入れるのだ。
そして当然のことながら、店長会が開催される青少年センター近くの、原爆ドームも初めてなのだ。

広島駅からこのドーム前まで、通称広電という路面電車に揺られていくわけだが、
なかなかにぎやかな町並みが続き、想像以上に大都会の感じがした。
そして１７分後到着。

そしてこの原爆ドーム。
映画やドラマ、そして本などで何度も見た風景なのだが、
やはり現地で実際に本物に会ってみると、６０年以上たった今でもなまなましい。
不謹慎な表現かもしれないが、当時の広島の人々のうめき声が聞こえてくるような気がする。
修学旅行の中高生が、ワイワイと先生の話も聞かず、楽しそうに修学旅行を満喫している。
あ～あ、もう少し歴史を勉強し、なぜこうなったのか、なぜこうならなければならなかったのか、
そういったことを考えて欲しいのだが。

わたしも店長会までの２時間、いろんなことを考えながらベンチにすわり物思いにふけっていた。
突然、外国人旅行者らしき二人組が写真をとってほしいと近寄って来た。
３０歳くらいのそのふたり、英語をしゃべっているのだが、アメリカ人なのかオーストラリア人なのかよくわからない。
背の高い精悍な顔つきをした方が質問してきた。
「このドームを見てどう思うか、またアメリカ人に対してどう思うか」
私にはなんて答えるべきか非常に迷った。

ここまで至った経緯については、お互い言い分も問題点もあったわけだ。
いくら戦争といえども、ここまでする（原爆を使用する）ということは絶対だめだと言う日本人は多い。
しかしわたしは、原爆を否定する前に、ここにいたるまでの政策というか、日本の軍隊、国のあり方にも大いに
問題があったと思う、そういうようなことを話した。
逆にアメリカからしたら、宣戦布告するまえに、真珠湾攻撃した日本のやり方に文句をいう人が非常に多い。
しかし喧嘩に卑怯もクソもない。
自分の利益だけを考え、他人の事情も無視し、戦争を肯定できる論理は絶対ない。

この歳になって初めてこの平和公園を訪れたことに、少し人間としての恥ずかしさを覚え、店長会に向かった。
 



2012.5.14  MOSL中盤 

５月１３日（日）
南大阪連盟（ＭＯＳＬ）のリーグ戦もそろそろ中盤に入ってきた。
いつも進行消化の遅いアパッチだが、今期は珍しく順調にこなしている。
前節まで５連勝で現在トップ。
初戦の玉造戦に勝利したのが大きかった。
しかし有力チームの金塚・ＫＤＥS戦などが残っている。
そして今日はその有力チームのひとつの東小橋と当たる。

１試合目からの対戦ということで、５時起床。
ゆっくり食事をし、メールの確認などをして、６時半遠沢公園に集合した。
そこから自転車でゆっくり１５分で長居公園に到着。
すでに４チームほどは先着し、練習を開始していた。
今日の初戦（通算６戦目）は南田辺・田辺ＪＧ連合軍。
どちらも昨年までは単独チームで活動していたが、選手の減少で合同しないとチームが成立しないらしい。
特に田辺ＪＧは、２年前にＭOSLに加盟し、元気いっぱいで礼儀も正しく、
近い将来強豪へと進化するだろうと思っていたチーム。
ところが少子化の影響か、はたまた他のスポーツに選手が流出したのか、単独ではチームが成立しないほど
選手数が減ったらしい。昨年などはエース投手もなかなかよかったのにな。

初回に打者２巡の猛攻で１３得点を奪った。久保山・難波のホームランがあったとはいえ、
相手野手の守備の乱れもあってのことだ。
３回に最近打撃開眼の安田のホームランで追加点を奪い、勝負を決めた。
投手は初回にエース宮本、２回から柳本で９人をパーフェクトに抑えた。

１試合はさんでいよいよ東小橋戦。
先日の５・５こどもソフト大会も予選を勝ち上がり、またこのＭＯＳＬでも４戦４勝の無敗。
さあ、締まって行くぞ！

投手は昨年のビッグ森田に比べてやや小柄。
球威はあまり感じられないものの、スラーダー系の制球重視のようだ。
それにレギュラーに女子が４人。
みんな背が高く、キャッチボールも上手だ。
まあ、女の子に宮本の重い球を簡単に打ち返すことはできないだろうが、
当ててくるバッティングは侮れないと思った。
プレーボール。
う～ん？
戦前の予想に反し、アパッチ攻撃陣が見違えるようにいい。
やみくも引っ張り、レフト戦へのファウルが多く、いつも私から叱られ通しの打線が、
この試合に関してはみんなセンター返し。
久保山・宮本・北野がみんな右中間への２塁打を飛ばしベンチを喜ばしてくれる。
そして安田・海野のレフトへのあたりも本当に素晴らしい当たりだった。
やればできるじゃん！
結局１・２回で７安打を放ち、８点を奪って勝負を決めた。

この打撃の感覚を忘れず、日々精進をして行けば、必ず近い将来タイトルを取ることも夢ではないはず。



2012.5.18  四国　高松出張

５月１５日（火）・１６日（水）
今回は四国高松での店長会出席と個人ヒアリング。
高松といえば、約２０年ぶりか。
まだファッション業界に身を置いていた頃、通販業界を席巻していたＣ社。
毎月１回は商談で来ていた。

今回と同じく、新大阪から岡山まで新幹線を利用し、そしてマリンライナーで高松まで。
しかし高松駅もずいぶん変わった。
当時のおもかげなど影も形もない。
香川県といえばうどんというわけで、麺好きの私とっては昼に食べるうどんが楽しみであった。
Ｃ社のそばのうどん屋さん（名前も場所も忘れてしまったが）はいつも満員で、
行くと決まって生醤油うどんを注文したものだ。

しかしまさか私が、この外食産業で仕事をするとは思っても見なかった。

高松駅のバスターミナル。
この土地はバスが主流なのか、とにかくたくさんの路線があり、街中を縦横無尽に走っていた。
それにしてもこのバス、わたしは循環バスに乗ったのだが、運転士さんが非常に接客がいい。
２日間で計４回乗車したが、４人の運転士さんが全て、ことば遣いも丁寧で、
停車するときは「バスが停まります」　発車するときは「発車します」と声をかける。
そして次駅で停まるときのボタンを押すと「ありがとうございます、次停車します。」を必ず言ってくれる。
それもマニュアル通り事務的ではなく、顔が見えなくても笑顔が想像できる。
これは見習わなくてはいけないことだ。

高松駅から２０分、ユメタウン高松という大きなショッピングモールに到着。
ファッションあり、レストランあり、駐車スペースもかなりのものだ。
１５時より店長会に出席したが、参加者は８名、それに地区長・部長私をいれて１１人の参加。
３０分の訓示の積もりが、なんだかみんなのやる気のある目を見ているうちに４５分しゃっべてしまった。
なかなか雰囲気のいい地区だった。
その後の質疑応答でも質問が途切れず、結局１時間以上かかった。
だいたいどの地方でも、人材開発部の私に質問をする店長は少ないのだが、
今回は研修・採用を中心に疑問点や問題点を投げかけてきた。

２日目は個人ヒアリング。
３人の店長とひとり約４５分。
レベルの高そうな３人であったが、まだまだ考えが幼いところがある。
なにを目標になにをすべきかというところが漠然としていて、明確でない。
ひとつ行きづまったときに、対処することが難しい。
ここらあたりは、上長の指導が甘いということなのだが。

今回はゆっくりこのうどんの町の食べ歩きはできなかった。
それにしてもさすがうどんの町。
どこを歩いていてもうどん屋ばかり。
うどんそのものが文化であり、シンボルであり、生活そのものなのだろう。



2012.5.22  5・5こどもｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会決勝 

５月２０日（日）
５・５こどもソフトボール大会決勝トーナメント。
２年ぶりにＡ・Ｂ２チーム参加し、運よく２チームとも予選を突破できた。
特にＢチームは、Ａチーム相手に１勝１分という成績で立派にクリアーした。
Ａチームは初戦玉造という昨年の決勝カードを1-0で勝利しての勝ち残りだった。

抽選の結果、同じブロックになったため、ともに初戦を勝つと、２回戦で兄弟対決になる。
Ｂチームの酒井監督は非常に燃えていた。しかしＢの対戦相手は大道南。

大道南といえば、大阪城で一昨年は決勝、昨年は準決勝で戦った強豪だ。
今年は選手が少なく、苦労しているということだったが、予選では２試合とも難なく完封勝利で、勝ち上がってきた。

そのＢの初戦。初回に先頭の海野が四球を選び、その後相手バッテリーミスで二進し、三番に入った安田の
内野ゴロの間に先制した。オ～ッ、いけるぞ！
しかしそこは大道南、そうやすやすとリードを許してくれず、その裏簡単に逆転され、逆に三点をリードされてしまった。
３つのエラーに３四球で４失点は仕方ないところであるが、それにしてもチームの雰囲気が悪い。
酒井監督が檄をとばし、選手を鼓舞しているが、なかなか選手が応えてくれない。
このままｽﾞﾙｽﾞﾙ行くのかと思ったが、２回の表、橋本・酒井・森勇太の３本のヒットなどで２点を返し
、その差１点まで追いすがった。なかなかやるじゃないの。
しかしここで目覚めた大道南は、これ以上アパッチにソフトをさせてくれず、逆に２・３回とピンチの連続を全員野球で
必死に守りきった、大道南守備陣に拍手

Ａチームの初戦は平野区を制し、はやばやと大阪城進出を決めた長原ジュニアエース。
エースは左の本格派で手首を上手く使ったなかなかの速球派。こりゃ、１点勝負かな。
初回先頭の柳本が技ありのセンター前ヒットで出塁。久保山が堅く送り、そして柳本がうまいタイミングで３盗。
宮本が四球で歩き、ここで４番難波がスクイズを決め見事に先制点を上げることができた。
エース宮本はやはり１試合目ということもあり制球が定まらない。１・２回で与四球は１で５三振を奪っているが、
ボール球が多い。そして３回内野安打と２四球で満塁のピンチ。
そしてカウントが３ボールという絶体絶命。しかしここからが成長した宮本の真骨頂。
ストライク３つで見事三振にしとめ、この試合唯一（というより今日一日での唯一）のピンチを切り抜けた。
隅一の1-0であるが、被安打１ 与四球３ 奪三振１０と言う内容で宮本は完封勝利。

準決勝は１回戦でＢを破った大道南。
初回に北野のホームランがでて３点を先制したが、あとが続かず少し物足りなかった。
先発宮本は初回不運な３塁打で１点を失ったが、その後はリリーフの柳本とともにノーヒットで危なげなく勝利した。

準決勝は対東小橋戦5-0で勝利。北野・難波のホームラン。
先発宮本・２番手柳本の完封リレー（二人で被安打１ ）。投打ががっちりかみ合った。

さあ決勝は準決勝で難敵榎グレート（榎は準々決勝でこれまた優勝候補の豊里を破っていた）を破り、意気軒昂の
五条パレス。五条は６年生がいなく、５年生以下の編成であるが、抜群のチームワークで勢いがある。
先日のＭＯＳＬでも４-0で辛勝している。先頭の柳本がエラーで２塁へ。
久保山が簡単に送り１死３塁。このチャンスに北野がセンターまえにタイムリーで先制。

エース宮本はこの試合も２つの四球を出したが、８つの三振を奪いノーヒットに抑えた。
この試合も隅一ながら、チャンスを確実にモノにする隙のない攻撃で勝利を重ね、
今シーズン初タイトルを獲得した。

みんなおめでとう。
よくできました。

今週末はいよいよ区大会。
大阪城への第一関門。
気を引き締めて頑張ろう！
 



2012.5.28  清青会小旅行（丹波牛すき焼き＆刺身編）

５月２６日（土）今日は清青会の小旅行。
この会は元・現青少年指導員の有志の集まりで、年に数回近場の小旅行で交友を深め合う会だ。
といっても、現実には旨い者を食って、旨い酒を飲む会なのだが。

今年は秋に韓国旅行があり、そのためにも節約しなければならないため、
この時期にこんな企画をしている余裕はないはずなのだが、みんなそんなことお構いもなく、喜んで集合してくる。
本当に仲の良い集まりである。（単に遊び好きということなのだが）

１３時に集合し、近くのスーパーにて飲み物（もちろん車の中だけで飲むもの）の買出し。
そして最初の目的地の羽曳野ふれあい健康グランドゴルフ場へ。

昼を過ぎていたためか、プレーしてる人が少なく、のびのびと廻れた。グランドゴルフと馬鹿にすることなかれ、
ハーフが８ホールで、３コースある。４月にできたコースは池があり、アップダウンもあって大変面白い。
プレー費が３コースを廻って４００円、貸しクラブとボールを負わせて１５０円。２時間たっぷり遊んで５５０円！
いいね～。ワイワイガヤガヤ、いいおっちゃんが５人、しばし童心に帰り楽しいひととき。

そして宿泊地の金剛山へ。当初登山のつもりであったが、ゴルフでみんな足に疲れがでている。
結局ロープウェーに乗ることに。まあ、最初から想像していたとおりなのだが。

今回のメインはこの香楠荘にての、丹波牛のすき焼きと木津市場直送の刺身を食べること。
丹波牛は地元の畜産業者から直接仕入れし、ステーキやすき焼きをメニューに取り入れている。
木津市場はもちろん我が社の子会社だ。
しかしこの丹波牛は素晴らしい。
実際には神戸牛という表示でも間違いなく、Ａ４・５級で、仕入れ値でも１００００円近くする。
そりゃ旨いのは当たり前。
こんな最上級の肉や刺身が、金剛山の上で食することができるなんて、ご存知ない方が大変多い。
蕎麦焼酎の蕎麦湯割り（これまた絶品）を飲みながら、この２品を味わっていく。

夜ゆっくり語り合うはずが、全員９時すぎにはバタンキュー。
年のせいか、酒が弱くなったのか、それともみんな体力がなくなったのか、ひたすら眠っていた。

逆に朝は５時起床。そして頂上めざし、朝の散歩。
頂上の葛木神社付近に夫婦杉という立派な杉の木があった。
途中で枝分かれ（というか幹分かれ？）してその姿から夫婦杉と命名されたのだろう。
頂上付近には、もう登山客がちらほら。
錬成会のボードには最高で１００００回以上の登頂記録を持った人が２名いる。
毎日登っても１年で３６５回、１０年で３６０回、３０年でやっと１００８０回！

朝の散歩のあとの旨い朝食を済ませ、９時下山。
そして次の目的地の当麻寺へ。
初めて訪れたが、思っていた以上に敷地面積も広く、国宝や重文に指定されたものもたくさんあり面白かった。

そして信貴山ののどか村へ。
ここでの目的はいちご狩り。
ここの品種は「古都華」。
３０分食べ放題で１０００円。
少し高いかなと思ったが、せっかく来たのだからということでチャレンジ。
うま～い、あま～い。
これは絶品。
１０００円の値打ちは十分。
大食いの私でも３０分食べ続けることはできなかった。
お土産に買って帰ったイチゴも家族にも大好評だった。

楽しい小旅行であったが、２日目の日曜日は大阪市予選の区大会。
申し訳なかったが、昨年に続いての欠席。
結果は圧倒的な勝利で、見事６連覇を達成した。
もちろんわれわれの目標は大阪城制覇であり、区大会優勝を喜んでいる場合ではない。
これから暑い夏場をどのようにして鍛錬していくか。
そこらあたりの目標をしっかり持って指導していきたい。



2012..6.1  回転寿司「魚べい」グランドオープン

5月31日（木）いよいよ明日6月1日は、我が社としての新業態 回転寿司「魚べい」のグランドオープンだ。
この店には、昨年幹部候補生として入社し、そして今期この新業態に配属された3人がいる。
店長は元気寿司から選抜されたものが就任し、この3人はＰＮさんやアルバイトのかたを束ねながら店を切り盛りしていく。
大変重要な役割を持った選ばれた3人なのである。
私が実際に採用から教育まで手塩にかけた彼らが、どこまでやってくれるのか、親のような立場の私としては、
不安と期待で複雑なところである。店は難波から南海高野線の泉北高速で約３０分の泉が丘駅にある。
午前中は関西初出店のプレオープンということで、マスコミや関係会社の方たちで満員。
ＴＶからも読売が放映のための撮影で少し緊張感があった。
2ヶ月前からの取材で、このオープンまでのドキュメントの企画らしい。
6月6日の17時頃から20分間ほどの放映で、あるニュース番組のなかで一つのコーナーを形成しているらしい。

われわれ社員には18時からプレオープンとして開放し、あすの開店に向けてのロープレも兼ねて振舞われた。
私も担当課長と、今年度の新入社員16名をつれて乗り込んだ。

この回転寿司という店、今やたくさんの店が乱立し、お客様の奪い合いが激しい中、生き残りをかけた競争が激しい。
そんなさなか、なぜ今から我が社が手がけることになったのか。
そういった疑問をなげかけられることも多い。
確かに関連会社である元気寿司も3年前までは業績も芳しくなく、業界でも競合他社の後塵に拝していた。
しかしいろいろな施策のなかでも、高速レーンの導入が業績を一変させた。
従来の通常廻っているレーンだけでなく、上にもう２レーンをふやし、タッチパネルでご注文いただいたお客様の寿司を
高速レーンで厨房から直接ノンストップでお届けする。そしてその寿司が新幹線やスーパーカーに乗っている。
これが小さな子どもたちに受けた。まあ、もちろん、こんな外見形状だけでなく、人材育成や経費節約さまざまな
ことの集大成が好業績を産んでいるとは思う。この好業績を追い風にしたい。

それに我が社には子会社に木津市場があるし、米を扱う日本食糧卸や、提携会社に神明さんもいる。
このグループシナジーを利用しない手はない。

しばらくはこの店も、オープン景気でいいだろう。勝負はその後。
まだまだアルバイトの女性たちも、うまく接客できるとは思えないし、これから初めてぶつかるさまざまな問題も
クリアーしていかねばならない。ああ、あかん！あきらめたら終わり。
なにくそ、負けるもんか！この気持ちを忘れずチャレンジしていけば必ず道は開ける。

2012.6.4  ＭＯＳＬ中盤の戦い 

6月3日（日）朝はＭＯＳＬでＡ・Ｂ各1試合が組まれた。
試合は2試合目からだが、1試合目に審判に当たっているので、少し早いが7時集合。
自転車で長居公園まで約15分。1試合目のＫＤＥＳ・玉造といったチームはすでに到着し、アップに余念がなかった。

ＫＤＥＳの大塚監督とは久し振りだ。年度の最初から馬場杯に優勝するなど飛ばしている。
「いや～、うちらみたいなチームが優勝したらいかんのです。とにかくラッキーばかりで。」というお言葉なのだが、
これはいつものこと。それにしてもチームのメンバーに大柄な選手はいない。
投手もそんなに大きくないが、全身を使って身体をしならせたピッチングはやはりスピード満点。
例年のことながら、そんなに多くないメンバーで、フルにメンバーを動かしよいチームを作ってくる。
大塚監督は、今の少年ソフトボールチームのなかでも、５指に入る名監督といっていいと思う。
私の尊敬する監督の一人である。

第1試合の玉造 ＶＳ KDES は接戦の末サヨナラで玉造の勝ち。今回は玉造の元気さというか、絶対勝ってやるという
意気込みがものすごく、モチベーションの差であったと思う。今回の玉造にはアパッチも太刀打ちできなかっただろう。
アパッチＡチーム通算で8試合目。ＶＳ松ヶ丘ファイターズ。結果は10-3で勝利するのだが、失点３の内容が悪い。

エース宮本をリリーフした柳本。しっかり投げているのに、バックの6年生が足を引っ張る。
反対やろ！ミスのオンパレードで失点する。点差がありリードしているからいいものの、無駄な失点くせはよくない。
ここはしっかり完封勝利したかった。（投手が打たれての失点は、相手の打撃をほめるべきで仕方ないが）。

アパッチＢチームは本日が初戦でＶＳ玉造。
とにかく、レベルアップと試合慣れの場であるわけだから、4年生以下主体のチーム編成。
工藤・細川来の4年生バッテリー。しかし工藤がよくなった。
むだな四球が減り、試合メイクができるようになった。で、結果4-3で勝利。
これは立派。よくできました。



2012.6.5  6.3午後

MOSL Ｂチーム試合終了後、一度遠沢公園に戻り、食事をとったのち晴明丘小学校へ。
車の台数に制限があり、５・６年生はチンチン電車で移動。
我孫子道から聖天坂まで12･3分。
駅から小学校までは勾配があり、結構きつい坂をのぼって行く。

晴明通子ども会のある阿倍野区は区大会が6月24日。
例年ライバルの金塚子ども会と死闘をくりひろげるも、残念ながらここ２・３年は涙を飲んでいる。
今年こそはという思いで、今日のアパッチとの一戦に臨んできた。

エースの出来がいい。
1ヶ月ほど前に対戦したときより、はるかにスピードもアップしている。
そして内野の動きもよく、しっかりしたプレーが出来ていた。
打線も目についた選手は3人ほどいる。

試合はチャンスを確実にものにしたアパッチが2-0と勝利するのだが、
３回に無死２・３塁という大ピンチがあった。
内野の乱れから招いたものだった。
ここは1点はしょうがないと内心覚悟した。
しかし次打者を投手前ゴロでホーム封殺。
そして次がショートゴロホーム封殺。
最後はショートゴロと打ち取った。
このあたりエース宮本が飛躍的に進歩した証拠で、
以前だったらピンチに動揺し、四球やＷＰで崩れていた。
そういえばアパッチもこの試合はヒット1本だけ。
いくら晴明エースのできがいいといったって、工夫もなにもなしで凡退していたのはちょっと不満が残る。

2試合目4年以下の対戦は4-4の引き分け。

3試合めはショートに北野が入ったが、それ以外は4･5年生の布陣。
先発柳本は先頭打者を追い込みながらもセンター前に運ばれ、
送りバントのあとセカンドの拙いプレーで一挙にホームをおとしいれられた。
打線はレギュラーがてこずった晴明エースをどう攻略するかが見ものだった。

2回に橋本のセンター前クリーンヒットでチャンスをつかみ、足をからまし同点に。
3回にいったんリードされるが、柳本のタイムリー内野安打で再び追いつく。
そして最終回、またもや橋本が目の覚めるようなレフト前ヒット。
盗塁・パスボールで1死3塁の大チャンス。
ここで最近あたりのなかった菅が、宮本監督との入念な打ち合わせのあと、初球をしっかり振りぬいた打球は
投手強襲安打で、三塁から橋本がサヨナラのホームへ。
見事なサヨナラ勝利だった。
この試合は勝ったことよりも、みんなが自分の仕事をきっちりし、6年生もてこずった相手エースにくらいついて
いったことが素晴らしかった。
秋以降に開催されるであろう、来期新チームの大会でも大いに期待できるように思う。



2012.6.7  フェルメール 

６月６日（水）東京出張。６時５５分関西空港発に乗るということは、４時半に起きなければいけない。
かなり大変なのだが、６月にはいり、外はすでに日がさしている。
５時台とはいえ電車は満員とまでいかなくても、結構たくさんの人が乗っている。

羽田に着き、モノレールで浜松町へ。雨が降っていた。
台風の影響なのか、しかたなく駅のコンビニで傘を買った。あわててレジで代金を払おうとすると、列にならんで
ください、ときつく叱られた。見ると、レジから少し離れて１０人くらいの列が出来ていた。
「すみません」といいながら列の最後尾に。少し照れくさかった。

９時からの新任店長研修の訓示をし、９時半から店長個別ヒアリングを実施。今日は二人だけなので楽だった。
その後、人事担当者・商品企画担当者とミーティング。昼食をはさみ、午後からの研修で来られていた芦田先生と
しばし談話。本来は来期採用新入社員の面接の予定だったが、日時変更ということで、今日の予定は終了してしまった。

思い立って銀座へ一目散。松坂屋の近くで光の王国フェルメール展をやっていた。
以前から行きたかったのだが、なかなかその機会がなかった。

私は特別に絵画がスキとか、趣味で絵を描くということではない。
しかし,青いターバンを巻いた少女（真珠の耳飾りをした少女）とか、フェルメールブルーについては知識があった。
またＡＮＡの機内ビデオで宣伝している。独特の光と質感の表現。彼の構図の特徴で絵全体が縦長である。
左の窓から光が差し込み、中央に立つ女性を映し出す。そしてスカートやスカーフに使われたブルーが素晴らしく美しい。
世にある色で、人工で作り出すのにブルーが最も難しく、
ラピスラズリから抽出したこの天然ウルトラマリンの顔料は、ダイアモンドより高く、
あまり裕福とはいえなかったフェルメールにとって、このブルー獲得が永年の課題だった。
しかしあるきっかけで　ファン・ライフェン　がパトロンになってからは、そのお金の苦労がなくなり、
そのウルトラマリン・フェルメールブルーを思い切って使えるようになってから、作品の出来栄えもはるかに上がった。

生涯の作品も３３～３６といわれている彼の作品。
今回こちらで、小林薫氏の解説聞きながら大変興味深く拝見できた。
日ごろ殺伐としたこのあわただしさの中で、しばしのやすらぎをいただけた思いだった。

2012.6.15  夫婦とは

６月８日（金）会社の研修でお世話になっているＳ先生をお連れし、金剛山の香楠荘へ行った。
本来は山登りから始まるフルコースをご紹介したかったが、なにせ巨体の持ち主。
あの急な坂ではおそらく１０ｍでギブアップされるに違いないと判断。
いつものとおりロープウェーにて上駅に行き、そしてわずか２５０ｍの道のりであるが、
車で荘まで送迎してもらった。
わたしも巨体の部類に入るかもしれないが、まだまだこの程度の運動は大丈夫。

香楠荘到着が１５時過ぎ。少し休憩してＳ先生とのミーティング。今現状の研修についての問題点。
来年以降の階層別研修についてのあり方。中長期で考えた場合の教育について。
懸案中の評価制度と、研修とのつながりについて。さまざまなポイントを時間も省みず議論し、気がついたら１８時。

しばらくして、Ｍ課長・Ｋ主幹も到着し、夕食が始まった。今日も神戸牛のすき焼きと、木津市場からの刺身という豪華版。
豪華版。とても食べきれず、もったいなくも刺身を残してしまった。

夜にまた話しの続きを議論し、21時頃には各部屋に退散。少し休憩しようとロビーの応接セットに腰をかけ新聞を
読んでいた。そこに面白い色紙と木製の置物を発見。

頂上付近にある夫婦杉のそばにある石碑に書かれたものを、美しく色紙に書き写したもの。
もうひとつも、何かに書かれたものをアレンジし、木製の置物として作られたらしい。
どちらも同じ作者で、素人の方らしい。
次もきれいし、絵もうまい。
なかなかのものだ。

夫婦についてはなるほどと納得させられる言葉が書いてある。
熟年離婚ということばが何年か前に流行したが、夫婦仲良く添え遂げる。
これが理想であることは間違いない。
この歳になって改めて、夫婦とはなにかを考えさせられる言葉だった。



2012.6.19  またまたログハウス研修

６月１６日（土）青少年指導員と福祉委員の合同１泊研修＆定例会。
という長い長い行事名は名前だけで、要は相変わらずの懇親会。

当初は昼過ぎに集合し、羽曳野のグランドゴルフ場でコンペし、夕刻から狭山ログハウスでの焼肉パーティ。
長い夜に、じっくりミーティング（？）という予定であった。
しかし朝から雨。ゴルフ場に電話をしてみたら、水がたまっていてダメとのこと。
聞くまでもないのに、一応確認するところが田中世話役のよいところ。

ということで１５時集合に変更し、まずはログハウスへ。１６人が手分けし、買い出し班、掃除班、準備班に分かれ
作業開始。ビールサーバーの用意係が異常に多い。そして試飲。　（　まだ、はや～い　！　）

１８時、いつものとおり、ガッツ石川さんが高級肉を持参してきてくださった。
今日は北海道産。見ただけで、普段食する肉と違うのがハッキリ分かる。
しばし言葉もなく、食べることに専念。１時間半で用意していた約３ｋの肉も完食。

少し休憩し、そこから２回戦。ログハウスのなかに場を移してのミーティング。おっと、氷がない。
アルコールを飲んでいない私がコンビニに買い出しに行くことに。みんなしきりに恐縮していた風だったが、実際には
それほど思っていない。そこらあたりが逆にこの会のよいところ。気心の知れた良い仲間達なのだ。

わたしは１１時には寝たが、あとで聞くと３時くらいまで話がはずんでいたそうな。
元気やな～。

2012.6.26  北陸遠征 

6月21日（木）新入社員の Ｉ さんのお父さんがお亡くなりになり、急遽ご葬儀に参列することになった。

しかしその場所が石川県の七尾市。北陸というのはあまり行ったことがなく、昔仕事で新潟県に2度ほど行ったくらい。
大阪駅から特急サンダーバードで直通で約4時間（しかし1日2本しかない）
金沢で乗り換えれば5時間の超ロング行程なのだ。

ということで、昼の直通便で行き、お通夜に参列し、一泊してご葬儀に参列後、帰阪ということになった。
しかしよく考えると、長い行程で、せっかく北陸にいくのだからゆっくり温泉にとまり・・・、
なんてことになるはずもなく、富山・金沢での店長ヒアリングを実施することにした。

往きの特急は比較的空いていたが、隣の席を見ていやになった。
男女のアベックなのだが、男性はわたしと同じくらい、スキンヘッドで恰幅がいい。
女性はどうみても25歳くらいで、服装は派手なミニスカートで普通のＯＬには見えない。
金沢でのヒアリングの資料に目をとおし、あれこれ悩んでいる最中に、大きな声で「いやだ～。・・・・・・・」聞きたく
なくても耳に入ってくる。よほど場所を移動しようかと思ったが、そうこうしているとふたりともお休みに・・・。

しかしこの差はどうだ。別に羨ましくともなんともないが（本音は少し・・）、月夜の晩ばかりじゃねえぞ！
そして何とかという温泉駅ではしゃぎながら降りていった。お元気で～。

16時に七尾駅到着。
駅前にホテルがひとつあったが、そこはやはり地方町？
15分歩いてメモリアルホールに着いた。

1時間少しのお通夜の後、ホテルに帰ると20時を少し廻っていた。
夕食をどこでと思い、付近を探索したが、店らしい店が居酒屋くらいでほとんどない。
ようやく中華料理店をみつけ、えびちり定食を貪り食い、食欲を満たすことが出来た。

翌日葬儀に参列し、そこから富山へ移動し、ヒアリングをこなし、再び金沢へ移動。
金沢はさすがに地方都市だ。
町並みも車・人など大阪と変わりない。

一泊し、朝から店長とのヒアリングを2名こなし、昼まえに再びサンダーバードで大阪に帰ってきた。
あ～しんど。
今度はゆっくり妻と行きたいな。（このあたりが電車に乗っていたアベックの小父さんと違うところ）
間違っても25歳の女性と行くなんてことは・・・・・・・・・考えてもいません！

お疲れさま～～～。



2012.6.30  少し疲れの残る１週間 

６月３０日（土）
いや～この１週間はハードだった。
先週末、２泊３日の北陸遠征から帰り、２４日（日）は久し振りにＭＯＳＬに参加することが出来た。
Ａ・Ｂとも十分満足とまではいかないけれど、勝利していることは良いことだ。
前日の土曜日に大東に遠征し、内容についての報告もあり、私なりに分析もしてみた。
やはりまだまだ課題も多い。

大阪城まであと２ヶ月とわずか、もういちどチームを解体し編成しなおす。
そしてチーム状態を８月末にピークに持っていく。
今やらねばならないことは勝つことではなく、欠点を発見し、修正・補うことだ。
捕手を含めた内野の再構築、外野陣の整備、個々のバッティング技術のスキルアップ・・・。
まだまだ大変なのだ。

休む間もなく、２５日（月）は東京出張。
関空発６：５５ということで、４：３０起きだ。
代々木のオリンピックセンターでの研修の開校式の訓示、それが終わって支社に戻り、
来春採用の大学生の最終面接。

２６日（火）はたまりにたまった事務処理。
来客２件、ミーティング２つをクリアーしながら、書類を片付けた。

２７日（水）は香川県へ遠征。
Ｍ製作所での勉強会に参加。
しかし、朝いちばんにＦＣ管理部から依頼を受け、海外勤務者に対する経営理念の講義をせねばならず、
みんなより遅れての出発。
しっかり勉強し、大阪に戻ったのが２１時前。

２８日（木）は店長個人面談を５人。
この面談が結構疲れる。

２９日（金）は午前中は英会話研修。
午後から新入社員の調理研修。

３０日（土）
朝から軽く打ち合わせをし、昼前にプロジェクト委員会、部内ミーティング。

明日は大会だ。
大会出席は久し振りだ。
アパッチ頑張れ～！

フ～ッ、しんど。
 



2012.7.2  田島フェニックス 金原氏との想い出 

７月２日（月）田島フェニックスの金原さんがお亡くなりになった。今だ５０歳という若さである。
約６年前、ようやく形になりかけてきたアパッチジュニアであったが、
強豪チームとの接点もなく、大会にもあまり参加することのなかったわれわれにとって、
ＨＰを通じてであったが、最初に交流をもたせていただいた恩あるチームである。

初めて田島小学校に来たときは、すごいピッチャーがいるわけでもなく、
大きな選手がいてボンボンボールを飛ばすというようなチームカラーではなかった。
すぐ手の届きそうなチームのように感じられた。

金原監督（当時）は見るからに温厚な紳士であった。
上品で、わたしのようなガラッパチでなく、大きな声でわめくようなこともなかった。
それでいて時折ビシット選手に接する態度は見ていて惚れ惚れし、理想の監督だと思った。
　
私のほうが８歳ほど年上であるが、このソフトボールだけでなく、お互いに会社を経営する立場
（当時はまだ私も会社を切り盛りしていた）での苦労など、よく話し合ったものだ。
おまけに息子さんたちが、高校の後輩ということで、なにか親近感もあった。
仲のよいチームが集まり、大阪市のレベルアップをはかる目的もあり、大阪フレンドリーリーグ（ＯＳＦＬ）
をたちあげ、初代の会長にわたし、副会長に金原氏が就任した。
昨年、私の仕事が忙しくなり、また体調もあり、金原氏にバトンタッチを依頼したが、種々の理由で実現でき
なかった。しかしわたしに代わり、大阪市の少年ソフトボールを盛り上げていくのは金原氏だと私は思っていた。

今年、１月１８日。出張で青森空港で時間調整しているときに、突然の予期せぬメールが・・・。
「訳あって病気療養します。家族以外、チームのみんなにも言っていません」そういうような内容だった。
一瞬からだが凍りつくような内容であったし、家族以外だれにも話しをしていないことを
イの一番に私に相談してくれたことが、私にとって少しのプレッシャーであり、光栄なことでもあった。
文面からある程度は想像できた。私に今できることは・・・・・。

無能なわたしにはなすすべがなかった。すぐにでも会いたい。でも会って何を話すのか。
変な同情は逆効果。泣き虫なわたしは彼の顔を見るだけで泣き出してしまうのは明らか。
もう少し様子を見て、彼からのアプローチを待とう。そして彼からの要請があれば最優先で会いに行こう。

２月の卒業記念大会にも彼は来ることはできなかった。しかしようやくメール交換はできるようになった。
そのころ彼からのがん告知があり、全容が明白になった。う～ん、難しいな。
知り合いの医師などに聞いても、みんな悲観的な回答しか返ってこなかった。
今は彼の精神力と奇跡を信じたい。

５月１３日やっと彼と会うことができた。どんなチームが来ても、なかなか顔をだすことを控えていたらしい
のだが、私が来るということで、わざわざ学校に来てくれたのだ。努めて明るく、私は振舞おうと思っていたが、
彼の顔には疲れがはっきり見て取れた。涙を抑えるのを本当に苦労した。
話しの途中で涙声になると中断し、顔を背けていたが、おそらく彼には気がついていたと思う。
今から思えば、それが今生の別れになる。
そんなことが分かっていたら、いくらしんどいといっても、もっともっと彼との会話を胸に焼き付けておいたのに。

１週間前、ちょうど生野区大会の結果を聞くついでに、彼にメールを送り近況を確認した。あまりいい内容では
なかった。７月にはいったら絶対会いに行かなくては。「全快したらお祝いしようぜ、そのときは全て私に
お任せを・・。」そんな私のメールに対し、「うれしくて元気のでるお言葉ありがとうございます。
一日でも早く、その日がくるように頑張って、でも焦らずじっくりと治します。
（中略）村上さんも無理しすぎてからだを壊さないように気をつけてください！」
それが彼との最後の会話だった。

今日、お通夜、明日告別式。私は正常な状態でおれるのか。

ついには病気には勝てなかったけれど、フェニックス魂はこれからも受け継がれていきます。
まだまだ未熟なわたしですが、天国でずっと見守っていてください。

やすらかに。

合掌



2012.7.5  金原家通夜式・告別式 

７月５日（木）
金原氏がお亡くなりになり４日たった。
なかなか気持ちの整理がつかないのだが、仕事はわたしのそんなモヤモヤを許してくれない。
相変わらず業務に忙殺されながら、１日１日をクリアーしていく。

１日の日曜日、夜の２２時半すぎ次男のＹ君から訃報をいただき、悲しむこともままならず、主な仲間に連絡。
２日の昼間、仕事をしていてもなかなか集中できず、とにかく早く故人に会いたい、そんな思いで会社を出たのが
１６時半。１９時からということであったが、天王寺についたのが１７時、関西線で東部市場前が１７時１０分。
そして徒歩で約２０分、会場到着（１７時３０分）。
結構な距離であったが、ボーッと考え事をしていたらいつのまにか着いていたという感じ。

あまりに早い到着でご迷惑をおかけしてはいけないと思い、玄関先で待っていた。
しばらくしてホールのかたから促され、会場へ。
そこへ偶然奥様と喪主の長男Ｋ氏。
お悔やみを申し上げ、控え室に安置してある故人との対面を許していただいた。

恥も外聞もなかった。
顔を見た途端、我慢していたものが一気に爆発し、涙・嗚咽というか慟哭を止めることができなかった。

それにしても故人の人徳であろう、弔問客があとを絶たず、通夜式終了時間までで５００人弱。
アパッチからも宮本監督、将明・晟迪親子、岡橋元監督・拓海親子など金原氏と親交の深かったメンバーが
来てくれた。通夜式でも、神父さんの故人紹介やエピソードを平常心できくことが出来ず、再び涙・嗚咽・・・。
明日の告別式はどうなるのだろう。

翌３日（月）
１２時の開始であったが１１時１５分到着。
早くも城北の岩城氏が来ておられ、ほどなく晴明通の榊原氏も到着された。
もともと、ＨＰを通じ仲良くなった仲間であるが、特に金原氏を加えたこの４人はそれぞれに仲がよかった。
全員言葉がない。
沈痛な面持ちで開始時間を待った。
告別式が始まったが、やはり私の目からはとめることの出来ないモノが流れ落ちる。
しかし今日は隣の榊原氏も岩城氏も同じ、
そればかりか、親族席からだけでなく、一般席に座っておられるかたからも同様のすすり泣きが止まらない。
故人の生前の行いというか、普段からの交友関係がいかに立派なものであったのかがよく分かる。

いつもでも写真を眺めていたい気持ちと、早くこの場を離れたい気持ちが交錯し、複雑な心境になった。

元気になって、全快祝いの実行委員長になるはずが、追悼の催しをやらねばばらない。

本当にお世話になった金原氏の追悼式。
立派なものにしたい。



2012.7.10  梅雨の合間の日曜日

7月８日（日）今年は週末の雨が多く、ろくに練習ができない。
昨日も朝から雨で、体育館で体操を中心で行っていたが、9時半頃からちょっと回復の兆し。
我が清水丘小学校のグランドは比較的水はけが良く、10時前からなんとか練習が可能になった。
このあたりは日ごろのコート整備の賜物でもあろうかと思う。
そして今日、日曜日。久し振りになかなかのソフトボール日和。そんなに暑くもなく、いいコンディションだ。

朝はＭＯＳＬでの対戦。相手はＫＤＥＳ。

ＭＯＳＬの中にあって、対戦相手として玉造・金塚と並んでライバルチームのひとつだ。
9月の本番に向け、ひとつの試金石として楽しみな一戦だ。
宮本監督もそのあたり先刻承知で、いつも以上に入念なウオーミングアップ。
そのせいか、球は走っている。いつもこれくらいの準備をしていい加減だろう。
試合は難波に技ありの2塁打を足がかりに1点をあげ、宮本が2四球をだしたが、ノーヒットに抑え見事に1-0で勝利.
最近では珍しくいい勝ち方だった。

いったん遠沢公園に帰り、食事をして松原移動。ガッツさんとの定期戦。
おまけに今日はブルースカイさんとも交流を持てる。
ブルースカイさんといえば、最近豊里連合・加島連合に勝利し、チーム全体に活気があるそうだ。
大阪城で対戦することもあろうかという、両チームを撃破しているブルースカイとの戦いも面白そうだ。

夕刻まで目いっぱいの戦いで、Ａチームは1勝1敗1分という成績。
相手の実績からいって上出来かもしれないが、やはり課題は満載。
ヤナがショートに入り、安定感を増した内野守備陣に比して、やはり不安な外野。
捕手にコンバートされた北野は捕球にも送球にもまだまだ不安感がある。
打撃も上位と下位の差が激しく、最小得点しか望めない。
やはり素振りからの地道な努力しかなく、選手一人一人が自分でそれを気づかないといけない。

これから約2ヶ月間、暑い夏にどれくらい充実した練習ができるのか。
それが個人のレベルアップの差に繋がるということにきがつくのは、もっと後になってからだ。

2012.7.14　　店舗レベル向上

7月14日（土）今週もなかなか忙しかった。月曜日は浜松に赴いての店舗視察とヒアリング。
火曜日は英会話と調理研修・夕刻からリスクマネジメント委員会。水曜から木曜にかけては、金剛山での研修。
そして金曜日は実績検討会議・金剛山研修の反省・うどん講習会の反省と今後についてのミーティング・
浜松店舗視察の報告。今日土曜日は今週の業務のまとめと、9月から開始の日本列島縦断ヒアリングの
スケジューリング。夜は、大阪・リーグチャンピオン大会の実行委員会と懇親会。相変わらずのヒマなしの状態だ。

月曜日の浜松の店舗。社内でも以前から問題といわれていた店舗。
パートナーの方が皆かなりの年配で、店長の指示に従わない。おまけに接客レベルが低い・・・。
そういった評価から、従業員に入れ替えが必要といった意見が多かったらしい。
私はとにかく自分で確かめないと納得しない性質である。
単身乗り込み、まず身分を明かさず店を視察。そしてアイドルタイムを見計らい、良くないといわれるパートナーさん
ふたりとヒアリング。そのあと担当地区長・店長とのヒアリングを実施した。

案の定、パートナーさんに多くの非があるわけではなかった。もちろん、問題もあることは事実。
しかしその多くは地区長・店長とのコミュニケーション不足であったり、指示の徹底不足が原因であると思われた。
会社に帰って社長・担当役員に報告をしたが、みな怪訝そうだった。
しかしわたしにはもちろん自信はあったし、今後の方針もしっかり伝えた。しばらくの間はしっかり見続けて行きたい。

そして今回の浜松の件を引き金に、営業部から、あちらこちらの店舗への要請が出だしている。
検討の結果、9月から日本縦断店舗視察・ヒアリング・研修プロジェクトを開始することになった。
来年の3月まで、全国約40箇所を廻り、店舗を改善していく。
月のうち半分近くは出張ということになりそうだ。
今まで行ったこともないような地方都市、少し楽しみでもある。
会社での業務は部員がこなしてくれるだろうし、なんの心配もしていない。
問題があるとしたら、私の体調かな。



2012.7.16  さあ、そろそろ行かねば 

７月１５日（日）午前はＭＯＳＬのリーグ最終戦。相手は南百済ファイターズ。
今シーズンは投手がしっかりしていて、なかなかの好成績をあげ、先日激戦の東住吉区を勝ち抜き、大阪城進出を
果たしている。アパッチとしても油断できない相手と気合いが入る。
しかし、実力以上の点差があき、勝利した。
南百済の選手は逆に気合いが空回りし、守備にも打撃にも力みから実力の半分も発揮できていないようだった。
対してアパッチは、指示通りに上手く全員が機能し、控えの選手までもが活躍できた。
最終回に２つの振り逃げから失点をしたのは余計だったが、打線は面白いように南百済エース君にタイミングが
あっていた。この結果１２勝１敗でリーグを終了し２位を確保。

午後からはのびのびとなっていた長池カイザースとの定期戦。
先週、八尾の春季大会で見事優勝を飾り、チームに勢いがある。

初戦からガチンコのＡ対戦。序盤３回を終わって0-0.
４回、相手エースをとらえ、４連打で３点を先制。
しかしその裏、３．４番に連打を許し、ここで痛恨のパスボール。
ここは１失点に抑えたが、迎えた最終回。
８番にセンター前に運ばれ、９番の送りバントを捕手の拙い守備でオールセーフ。
そしてトップに帰り、レフトへのあたりで１点差。
２番に送られ、１死２・３塁。
３番の打席のときにまたもやパスボール。ここで同点。
その後、四球・内野安打と続き、ライトへのさよなら安打で万事休した。
この５回の長池の攻撃の流れを止めることができないところに、今のアパッチの弱いところがある。
もちろん、ここぞと言う時にヒットがでる長池の強さがすごいのであるが。

この１戦で今日の試合は終わってしまった。
その後のＢ・Ｃ対戦でも勝負の雰囲気というか、流れをこちらに持ってくることは不可能であった。
う～ん、今日はこのくらいにしておいてください。
しかし、今日の敗戦でいろいろ掴めたようです。
９月の本番まで１カ月半。
ボチボチ、勝負にこだわった試合をしていかなくてはならない。
口には出せないが、ポイントははっきりしている。
みんなついて来いよ！

2012.7.19  第４回迫田杯 

７月１６日（祝）海の日、毎年この海の日に迫田杯を開催している。
今から１１年前、このアパッチの立ち上げにご協力いただいた迫田氏。
なにもなかったこのチームに、ユニフォームを寄贈くださり、そして自ら初代監督としてチームを指導してくださった。

当時練習は第２・４土曜日の午前中の月２回のみ。
部員も１０人と少し。
まあこの状態で強くなることは至難の業であった。
２年の間、みっちり迫田イズムを浸透させ、チームの雰囲気は強くなりたいという意識が充満していった。

残念ながら３年目を迎えるとき、娘さんの所属するキックベースチームに移籍された。
残されたわれわれはその迫田イズムを受け継いだわけだが、じょじょに部員も増え、練習時間も長くなっていった。

それから５年たち、あの元気な迫田氏が病に倒れ、ついには帰らぬ人となった。
われわれは彼の業績に感謝し、いつまでも忘れないという想いから、この迫田杯をつくった。
具体的には、アパッチの全部員を４チームにわけ、トーナメントで勝敗を争う。
同時に４年生以下、５年生以上の紅白戦。
ひとつには、保護者の方たちにその成果を披露する、学校での参観のような位置づけでもあった。

今回１年生から６年生まで全３５名がひとりも休むことなく出席し、一日思い切りソフトボールを楽しんだ。
それにしても暑い日だった。
選手もコーチも熱中症の一歩手前の状態だったのかもしれない。
わたしもこの日１日で、いったいどれくらいのアクエリアス・お茶・コーヒーを飲んだことか。

ふと思った。
何年か先、私が本当にみんなから慕われ、
村上杯なるものが開催されるような日がくるのだろうか。



2012.7.22　パソコンが壊れた

７月１９日（木）
朝起きていつものとおりパソコンを立ち上げようとしたが、最初にＤＥＬＬという文字が出たが
あとは全く反応しない。
おかしいなと思い、いろいろ調べたが分からない。
家内にバトンタッチしたが同じ。
ＤＥＬＬに電話するしかなかったが、私は出勤時間が迫っているので、家内にお任せした。

夕刻帰宅したが、状況は変わらず、ＤＥＬＬのサポートセンターの指示でいろいろ調べたが、
直るような感じはしない。
結局ハードの一部損傷ということで、ハードそのものを代える必要がある。
しかし保障期間中ということで無料と聞き、少しうれしかった。
でも考えたらハード損傷ということは、データーは？
恐る恐る確認したら・・・、やっぱりすべてのデータはアウト！！

最近バックアップしたのはいつだったか？
しかしメールアドレスはどうだったか。
ＨＰはたしか残していなかったのでは。
新しくＰＣが届くまでまだ少し時間がかかりそう。
そして到着してからが大変。
あ～、気が遠くなるような作業がまた目の前に。

ここ数日、メールを送ってくださっている皆さん、
すみません、確認できていませんので、急ぎの用件のあるかたは電話ください。
 

2012.7.30  泉州リーグとの交流戦 

７月３０日（月） 先週木曜日に新しくパソコンが到着した。
とりあえずメールとインターネットの接続は完了した。
さあこれからＨＰの制作にとりかかるわけだ。
とにかく、データが全てパーで、ＨＰは一から作り直さねばならない。

せっかくだからきれいな素晴らしいものをと思ったが、残念ながらわたしにはそんな知識もセンスもない。
今は楽しみにしている方のためにも、どんな形であれ早く復活させることのほうが先決。（と、言い訳をしておいて）

しかしながらオリンピックが始まった。
パソコンとにらみ合っていると、サッカー・柔道・水泳の熱戦が伝わってくる。
スポーツオタクの私がそれを無視するはずもなく、知らずとＴＶの前に席を移している。
こりゃ、いかん。

昨日は、わがＯＳＦＬと泉州リーグとの交流戦があった。
会場の忠岡新浜緑地運動場は小学生のソフトﾎﾞｰﾙなら楽に４面とれ、おまけに駐車場が無料。
アクセスも大阪市内から３０分あまりで来ることが可能。
グランドの周りは緑もあり、環境は最高。

今回はＯＳＦＬからアパッチ・城北・田中・晴明・今川の５つと、ガッツ・塩草・金塚の３チームが助っ人として参加
してくれた。泉州からも、天神山・新条・鶴山台といった強豪が待ち構えていた。

大変暑い一日であったが、日ごろ対戦することの少ないチームとの戦いは本当に楽しかった。
今年も泉州リーグのみなさんからカキ氷を振舞っていただいた。
この暑いときにカキ氷は一番のご馳走。
後で聞いた話しでは最高６杯食べた選手がいたそうだ。

戦績はアパッチは１勝１分。
しかし内容はあまり良くない。
最大の問題はエース宮本のスランプ。
スランプという表現が適しているのかどうか微妙だが、もともと力のある選手だし、
精神的な部分を含めて必ず復活してくれると信じている。
また、彼の復活なくして、大阪城制覇は考えられない。
残り１ヶ月、もがき苦しむかもしれないが、自分で切り開いていかなければならない。



2012.8.2  オールナイトニッポンclassics 

８月１日（水）
今日から８月、大阪城夏の陣まで１ヶ月。
チーム状態はあまりよくなく、これからの１ヶ月で仕上げていかなくてはいけない。
ちょっと大変かもしれないが、潜在能力はあるわけで、それをどのようにして発揮させてやるのかが指導者としての
課題である。

東京でのＰＨＰの研修ということで、いつものように伊丹空港からＡＮＡで上京。
約１時間の飛行の楽しみは機内放送。
１０ｃｈの落語と９ｃｈのオールナイトニッポンclassics。

オールナイトニッポンはビタースウィートサンバのＢＧＭと、アンコー氏の軽快なしゃべりで人気がある。
中高生のころも、勉強しながらよく聞いていた。

８月に入り、新しいメニューになっていた。
しばらく聞いていると、聴取者のリクエストのコーナーになった。
「今月のリクエストは大阪市住吉区の・・・」
お～っ、地元やん、知ってるやつかな。
「ムラカミタケシさんからリクエストを頂戴しました」
俺やン！
そういえば、２ヶ月ほど前にはがきを送っていたことを思い出した。

アンコ－氏が私のメッセージを読んでくれている。
なんだか恥ずかしくなって、身体が熱くなってきた。

私のリクエストは３人家族。
竹脇無我と栗原小巻の同名のドラマの主題歌だ。
同じ二人の主演のものに比べ、メジャーではなかったが、わたしにはこの作品が最も印象に残っている。

http://www.youtube.com/watch?v=u6EZ4o107ns

「恋に恋した青春時代、切ない思いで見ていたドラマの主題歌の・・・・・[二人の世界]をお願いします。」

あれ？曲が変わっている。

エピソードとか曲の方向性は番組にマッチしていたのだろう。
しかし、「３人家族」があまりメジャーでなかったので、より記憶に残る曲「２人の世界」にプロデューサーが変更したのに違いない。
主演も同じだし、歌手も同じあおい輝彦だし。

８月いっぱい、日本全国を飛んでいるＡＮＡ全機で私の名前が読まれ続ける。
昔の仲間や同級生がどれくらい気づいてくれるのか。
そんなことを考えると少し楽しい気分になってきた。



2012.8.4  なでしこの戦略・戦術

８月４日（土）
ようやくパソコンに向かうことができ、じょじょにＨＰも更新しだした。
ＨＰのバージョンもアップし、新しいツールも増え、やるからにはいいものをということで、
勉強しながらなのでなかなか進まない。

それにしても他のチームはどこのものも美しく、素晴らしい出来栄えのものが多い。
私にはそんな能力もないし、いつまでたっても素人の域が超えられない。
そのかわり、情報提供の量と早さだけは他に負けないよう、更新を心がけている。

昨日の夜は、以前のデーターを再度作るという作業に終始した。
しかしそんなやる気いっぱいの私を阻んでくる奴がいた。
ロンドンオリンピック。
柔道・アーチェリー・水泳・そしておまちかねの陸上。
たしかに金メダルの数は少ないかもしれないが、みんな頑張っている。

日付が変わり、いよいよなでしこ登場。
スカートをはいたペレ[マルタ]を擁するブラジルとどう戦うのか。

フィジカル面では確かにブラジルが勝っていた。
しかし、勝つんだというモチベーションではなでしこが強く感じられた。
勝負事は気持ちで負けたら終わり。
われわれは勝つんだ。
勝つためにはこうするんだ。
一時的に劣勢になることがあっても、勝負のツボをしっかりおさえておけば、負けることはない。
よく言う、試合に勝って勝負に負ける。（反対に試合に負けたが勝負は勝った）

物事にはプロセスが大切だ。
ソフトボールを指導していて、ラッキーが重なり大会で優勝することもある。
しかしラッキーだけで優勝は絶対出来ないし、目に見えないところで、戦術は駆使されているはずだ。
努力を重ね、万全な状態で臨んでも負けるときは負ける。
しかしわれわれにとっては、それまでの努力が大切で、結果は残すに越したことはないけれど、勝敗は２の次だ。

しかしオリンピック。
昔は参加することに意義があるといわれていた。
今も競技によってはそういう意識が残っている。

今回の女子サッカー。
ワールドカップで優勝し、だれもが金を期待している。
そんななか、名将佐々木監督には予選から決勝までのストーリーが出来上がっているように感じられる。
選手や監督がよく言う、一戦一戦目の前の敵と闘うだけですとういう言葉はこのチームには当てはまらない。
チームが一体となって優勝するための戦略がしっかりしているから、昨日のような勝ち方ができるのだ。
ブラジルの監督が、優勝候補に値しない勝ち方だとか言っているが、単なる負け惜しみでしかない。
ソフトボールでも同じだが、自分が負けた相手を蔑む監督に、大した人はいない。

結局最後までＴＶにかじりつき、寝たのが３時過ぎ。
眠い！
しかし今夜は男子サッカーがある。

あれ？俺ってこんなにサッカーファンだったかな？



2012.8.7  フェンシング 最後の攻防

８月７日（火）
パソコンもようやく形は出来てきた。
もうすこしデザインや内容も良くしたいと思っているのだが、なかなか時間がなくてはかどらない。

５日の日曜日の加島杯。

春先、大阪市ＮＯ１のスピードボールと評され、ヒットを打たれることもあまりなかったのに、
今はストライクが入らないうえに、自慢の快速球も影を潜め、マウンドに立つことが怖い状態。
そんなこんなで、先週から先発は柳本。
スピードは、５年生と考えると立派なものである。
そして制球もよい。

だが強豪チームのクリーンアップにはまだまだ通用しない。
きれいなフォームでストライクゾーンにきっちり投げ込んでくるため、狙い球を絞られやすい。
２年前の黒川がそうだった。
しかし黒川には徹底的に外角低めに投げ込む制球と、素晴らしい球のキレがあった。
だてに大阪城を制覇してない。
ヤナにはこれからのいっそうの精進を望む。

初戦、黒鳥の重量打線には歯が立たなかったが、本来は５年生エースを盛り上げなければならない守備陣にも
問題はあった。６年生諸君、奮起せよ！

今回のオリンピックでは柔道は結果を出せず苦労した。
いろいろな問題も有ろうかと思うが、技術以前気持ちの持ち方に課題をのこしているのではないだろうか。

日ごろあまり見る機会の少ないフェンシング。
前回の北京オリンピックで太田選手が銀を獲得したということだが、ライブでプレーそのものも見ることができな
かったし、感動も味わえなかった。今回の準決勝、ドイツ戦は本当に素晴らしかった。
団体フルーレ、詳しいルールとかはわからない。とにかく３対３での戦いでスピーディで面白い。
剣道などと違い、先に剣先を相手に向けたほうに攻撃権があり、攻撃権がないと有効ポイントを得られない。
素人から見て、どちらに攻撃権があるのかは分かりにくい。解説者なしでのＴＶ観戦はむつかしいと思う。

接戦の終盤。９人目のアンカー対決にエース太田登場。
この時点で33-30でリード。
勝ったと素人のわたしは簡単に思った。
しかしそこから相手の反撃に会い、一気に逆転されてしまう。
でもそのままずるずるいかないところが太田の素晴らしいところ。
勝負の流れから言っても、かなりやばい雰囲気が漂っていたのだが、太田の気迫が勝っていた。

残り３０秒を切って、１点リードを許す、そして反撃に転じるが、残り15秒で逆にもう１点追加され２点差に。
この段階でほとんどの人が敗戦を覚悟したに違いない。
しかしこの太田という選手、並みのプレーヤーではなかった。
１５秒で再開されるはずが、時間表示が１４秒になっていた。
そのあたりをアピール。
受け入れられなかったが、とにかく冷静に逆転のシナリオを考えていたに違いない。

残り９秒一気に攻めに転じ得点。　１点差。　残り２秒！
スタート、残り１秒で会心の突きで同点！すご～い！
自信に満ち溢れ、とにかく必死さが伝わってくる。
これぞサムライジャパン。

延長に入り、最初の１０秒間、すごい攻め合いでわれわれには動きが理解できない。
リスタートの両者の猛攻、ほぼ同時かと思われ、両雄とも自分の勝利を信じ同時に手が上がった。
しかし太田のアピールには自分の勝利を確信し、審判員を説得させるだけの確固としたものを持っているように
感じられた。数秒の後、やはり判定は日本に！

最近見たアスリートの中でも上位に位置する選手だった。
彼の持つ勝利に対する執着心、仲間の気持ちを鼓舞するリーダーシップ。
もちろん、心技体の充実はいうまでもない。
フェンシングだけでなく、どんなスポーツでもそれなりの成績を残すことの出来る選手だろう。

フェンシング団体フルーレ、銀メダルおめでとう！



2012.8.13  アパッチ一泊旅行

８月１１日（土）・１２日（日）、夏のお楽しみ一泊旅行。
毎年、金剛山の山登りをし、香楠荘に宿泊というのが通例であったが、今年は狭山のログハウス。
なんせ、会社の施設であるから使用料が無料。それに清水丘から車で３０～４０分の距離、近くて便利そして
安くという三拍子揃っている。まあ、何もないのが玉にキズだが、それはそれなりになんでも出来る。

午前中に練習をし、昼の２時集合。そして車６台に分乗し出発。
今回の参加者は小学生が１８人、大人が１４人ということだった。

現地についてまず注意。勝手なことは慎む、危ないことはしない、などなどお決まりのことをしっかり注意する。
そして掃除。寝具をいちど天日干しする。

私は岡田氏と買出し。食材などは事前に済ませてある。
チェックしたところ、ＢＢＱ用の炭と、風呂用のボディシャンプーが必要とのことであった。
車で１０分弱のところのホームセンターで買い物をし、ログハウスに戻った。

その時点では準備はほとんど完了し、あとは主役の肉の到着を待つのみ。
いつものとおり、ガッツの石川氏にお願いしてある。われわれはこの肉を食べるために来ているようなものだ。

４時半頃、西すずらんの鈴木氏が差し入れに来てくださった。
いつもアパッチのＨＰを見ていてくださり、なにかにつけて応援に来てくださる。
彼もＪＡＳの公式審判員で、今現在は２種公認だが、実力は十分１種で、
今年は人数の制限のためだめだが、おそらく来年は堂々の１種合格を果たされることだろう。
鈴木さん、いつもなにかとありがとうございます。

５時過ぎに石川氏到着。４Ｋお願いしたのに、ご好意で６Ｋも持ってきていただいた。
普通に買えばこれだけで５万円はくだらない。持つべきものは友！

旨い肉を堪能し、ビンゴ大会・花火大会・柴田コーチのマジックショー・じゃんけん大会と続き、
私の恐怖話が最後を締める。おかげで夜は、トイレはみんな集団行動であった。
今日ばかりは日ごろの練習とは違い、仲間たちと楽しくときを過ごす。
夏の思い出の１ページになってくれれば、わたしたち指導者の思いは達成する。

2012.8.17  村上寺子屋 

８月１７日（金）
今から１０年ほど前、会社もまあまあ順調で、土日は完全休養で、アパッチの活動に全力で当たっていた。
成績はなかなかついてこなかったが、よくなる兆しというか、手ごたえは感じていた。
そんなとき、やるなら一気にという思いで、勉強も見てやれと寺子屋をやりだした。もちろん、無料奉仕のボランティアだ。
午前中に学校で練習をし、午後から英語と数学の授業。当時のアパッチメンバー８人と、キックベースボールの
女子６人の計１４人。私の自宅の１階に長いすを５つ置き、壁に黒板を吊り下げ始まった。
同時期に中学３年生からも受験勉強を見て欲しいということで、３人預かり、金曜日の夜（７時から１０時くらいまで）
やはり英語と数学をやりだした。
中学３年生は基本から応用そして受験テクニックまで。

あれからいろいろあり、寺子屋も自然消滅したのだが、今年ちょっとしたきっかけで復活、アパッチ卒業生の中３の
勉強をみることになった。今回の目的は、目前に迫った受験の心構えの指導が第一。
そして英語・数学の受験のポイント指導だった。

しかし事前課題のテストの結果、やはり基本指導の徹底に変更した。
受講に来た彼らもけっしてできが悪いことはない。
理解力もあるのだが、問題点は基礎学力と集中力の欠如だった。

それにしても全員塾に通っている割に、基礎ができていない。
というより、塾がテクニックばかりを教えて、もっと大事な基礎の部分を指導できていないように思った。

久々紐解く英語や数学のテキストはとても新鮮だった。
しかし改めて思うのは、英語も数学も４０数年前と内容的にはほとんど変わっていない点だ。
わたしが坊主頭でならったことと、ほとんど進歩していない。
ゆとり教育といわれる日本の義務教育。
この４０年間ほとんど代わり映えしない教育内容に問題ありと感じた。



2012．8.22　フェイスブック 

昨年５月中旬、ＴＶを見ていると、フェイスブックの特番が流れていた。頭の良い奴はどこにでもいるもので、こういう
発想は凡人にはできっこなく、このシステムを考案し、ザッカーバーグは巨額の富を得たということだ。

わたしはもともとはＰＣなどのＩＴ関連には疎く、ＨＰはとにかく見よう見まねでどうにか運営できているのだが、
「つれづれ～」のブログ更新も、週一程度にペースダウンしている。
そんな状態の中では、フェイスブックまでは手がまわらないだろうと思っていた。
ＴＶを見て面白そうとは思ったが、実際に自分でやってみようとは思わなかったが、
とにかくどんなものか見てみようということで、ＴＶで解説していたとおりにエントリーしてみた。

名前やプロフィールを入力して、自分のサイトができあがった。
ワー、会社のなかでもこのフェイスブックを活用してる人がびっくりするほどたくさんいた。
読むほどに、みんな真剣にホットなニュースを載せているのがわかったが、みんな営業中にやっているらしかった。
ちょっと問題かな。

折角自分のページができたが、仕事中はとてもそんな時間はとれないし、
夜は、アパッチのＨＰやブログの更新に追われ、手が廻らない。
オープンしてからの１年は、もっぱら他の人の閲覧のみに利用し、友達申請がきてもよほどのことがないかぎり
、承認もあまりしなかった。まして、自分から友達申請をすることもほとんどなかった。

そんなとき、つい２日前の８月２０日私の誕生日に、フェイスブックを通して、たくさんの方からお祝いをいただいた。
ちょうどこの日は東京出張だったため、空港の待ち時間や浜松町～羽田間のモノレールのなかで
スマートフォンと格闘しながら、返事の対応に追われた。

本来はソフトボールの試合をもっと臨場感を演出しながら解説し、フェイスブックにタイムリーにのせることが
面白いに違いないのだが、ちょっとそこまでは出来ないだろう。
自分のなかで、フェイスブックの有効活用を考えたいとは思っているのだが、なかなか遅々と進まない。
音声入力が開発されれば、もっと利用者が増えると思うのだが、（おそらくそれも開発中なんだろうな）

2012.8.27　白さぎ大会 

８月２６日（日）大阪城決戦を１週間後に控え、気分的にも高まってきたこの時期、
ちょうど良い予行演習を兼ねた白さぎ大会が開催された。
毎年、Ａ・Ｂ２チーム参加し、両チームが予選突破してきた。さあ、今年はどうなることやら。

人員の関係で、わたしはＡチームに同行。
と、言ってもコート責任をすることになり、岡田氏とともに７時に現地到着し、コートつくりに汗だく状態。

アパッチは４試合目からということで、午前中は審判と記録を担当。
今日は風がほどよく気持ちがいい。なんとなく、秋の雰囲気が少し漂っているように感じられた。

いよいよ対戦、１試合目は平野区の平南ピース。大きな大会は始めてということらしく、どことなく初々しさを感じられる。
投手はスピードもあり、磨けばいいものを持っているように思った。内野も、とくにショートは運動神経のよさが目立つ。

残念ながら練習量と実戦経験の少なさで、肝心のところで守りにミスが目立ち、失点を重ねることに。
アパッチの７～８年前のすがたを見たようだった。
（守備が拙いのは今年も同じで、あまり偉そうなことは言えないが）

先発の柳本は低めにコントロールされたキレのよいピッチングで失点を許さず、合格点。
相変わらず守備には不安を残すが、これ以上は望めないかもしれない。終盤に大量点をとったが、これは相手のミス
によるものが多い。完璧なあたりで打ちまくったということではなかった。とにかく初戦勝利。

１試合空いての２戦目は中大江ヤンキース。２年に一度、中央区の大会などで顔を合わす。
例年思うのだが、選手たちの雰囲気が非常によい。
生活環境のよさというか、指導者の理念がよいのか、勝っても負けてもすがすがしさを感じる。

試合は初回に宮本のどでかい１発が出て相手の度肝を抜き、
終始アパッチペースで試合が進んだ。
３回にも柳本の１発と、アパッチ得意のしつこい攻撃で３点を追加し勝負を決めた。

決勝ラウンド進出を決めたが、９月９日は大阪夏の陣の２日目。
順当に行けばこの大会の決勝を棄権をしなければならない。
贅沢な悩みを抱えながら、同日開催されているＢの大会の吉報を待った。



2012.8.28　白さぎ大会（２）

今年のＢチームは小粒だが、佑斗にしても祐才にしても、わりとソフトを理解できている。
したがって、次になにをすべきかが分かっているので、大きく崩れることは少ない。
そのかわりに勝負の帰趨については敏感なため、あきらめも早い。
いずれにしても、４･３･２年に出来る選手が大勢いるので、これからが楽しみだ。

初戦は今川連合。
相手投手の制球が定まらず、また内野守備の乱れも有り、初回に６点をいただく。
それにしても祐才のピッチングはよかった。
初回は３者三振。
２回も３人で片付ける。
しかしこのまま続かないところが祐才らしいところで、３回下位打線に四球・安打。
相手打線を完全になめきったわけではないだろうが、ちょっと手を抜くところが祐才の祐才たる所以。
しかし大勢に影響なく勝利し、まず１勝。

２回戦は築港子ども会。
Ａ対戦もほとんどないが、激戦区の港区でいつも上位を占めている。
先発は中橋佑斗。
この左腕はスピードだけなら工藤を上回る。
２枚看板が大阪市を制覇するときがきるかもしれない。

初回、先頭の工藤の素晴らしいあたり。
Ａ対戦でも代打で登場しヒットを連発している現在、Ｂ対戦でこのあたりは当然といえば当然である。
１点を先制したが、さすが築港のエース。
それからはアパッチが誇る上位打線もヒットがでない。
逆に３回にバッテリーミスもあり同点に追いつかれる。
しかしやはり中橋の球威が勝り、築港打線にそれ以上つけ入るスキを与えない。
そして時間的にも最終回の４回
先頭の中橋が２塁打で出塁。
内野ゴロで３塁まで進め、１死３塁の大チャンス。
ここで登場は６番小門。
身体が大きく、パワーもあるが、小細工が苦手なタイプ。
しかしベンチのとった作戦はスクイズ。
余り表情に出すことのない小門も、ここは必死の形相でバント。
どうなる？
うまい！
見事なスクイズバントを決めサヨナラ勝利。
しびれる試合をものにし、また大きく成長したアパッチＢチーム。
決勝戦進出を決めた。

決勝戦は私市ベガ。
最近は低迷しているようだが、名門チームだ。
今回のＢチームも先発メンバー９人の粒が揃い、穴がない。
予選でも榎グレートに大勝し、そのチーム力のすごさがわかる。

先発工藤。
初戦のピッチングから期待していたが、立ち上がり気負いすぎからか、肩に力が入りすぎていた。
私市打線もみんな良く振れていた。
初回に３点の大きなビハインドを背負ってしまった。

アパッチ打線は必死に追いかける。
毎回走者をだすが、ツキなく打球が野手の正面ばかり。
私市守備陣もどの打球もうまくさばいてくる。

工藤も２回以降、強打の私市打線に追加点を与えない。
そしてそのままゲームセット。
残念ながら準優勝に終わったが、立派な準優勝だ。

これから秋に４年生以下の大会もいくつかある。
城北や加島という大敵が大きな壁となって立ちふさがってくるだろうが、
持てる力をフルに発揮し頑張ってほしい。



2012.8.30　大学インターンシップ 

8月30日（木）
お店の忙しいこの時期、店長を呼んでの研修はできず、
大学生のインターンシップを取り組んでいる。
先週は東京支社で7大学12名。
今週は大阪本社で14大学20名の参加。

いろいろな企業がこのインターンシップを開講しているようだが、
企業によって考え方というか取り組み方が全く違う。

小売業などは店舗での実習を兼ねたものが多く、
どちらかというと、賃金の発生しないアルバイトの延長感覚のところもある。

我が社では、そういったものは皆無で、３回生のために、間もなく来る就活のお手伝いみたいなものと考えている。
１週間みっちりと講義があり、個人のモチベーションの維持の仕方、就職最前線情報、社会人としてのマナー、
我が社名物のスピーチ研修。
１週間我慢すれば単位がもらえるという考えで来ていると、あとで大変なことになる。

今年は支社も本社も開講式の訓示はかなりシビアーな内容にした。
顔がマジになっているのが分かった。
しかし東京と大阪でこんなにも差があるのかと思うくらい違いを感じた。
人数が少ないせいもあり、東京はみんな積極的で、講義にもみんな反応がよかった。
大阪はとにかく遅く、鈍く感じた。
もちろん、個人レベルにもかなり差はあるのだが。

昨日最後の２分間スピーチに参加した。
最近腹が立ったこと、というテーマで２分間しゃべる。
バイトで社員の態度に腹が立ったというのが多かった。、
内容をから判断すると、社員の不満の大半はアルバイトの不出来であるだろうと思った。
結局みんな自分のことしか考えていない。
相手の立場に立ってものを考えれば絶対起きない問題も、自分の都合で考えると１００％相手が悪いということになる。
初日ほとんどしゃべれなかった人も、３日目に入り少し進歩したようだ。
例年のことであるが、６日目の最後のスピーチでは、ほとんどうまくこなせるようになっている。
とにかく「なせば成る」だ。



2012.9.3　大阪夏の陣　初日①

９月２日（日）、さあ、いよいよ大阪夏の陣の火ぶたが切られようとしている。
この半年、この日を目標に各区で熾烈な予選を勝ち抜き、
そしてこの大会にやってきた２３チーム。
高校野球の甲子園とも呼ぶべき、われわれのこの大阪城決戦。

しかし残念ながら、わがアパッチはチーム状態がまり良くない。
春先大阪ＮＯ１投手として呼び声が高かったエース宮本。
そしてそのとおりの活躍で、大会では強豪チームとの対戦が多く、結果を出せていなかったが、
ＭＯＳＬリーグではＫＤＥＳや玉造といったライバルチームを完封し、見事準優勝をはたした。
ところが好事魔多し、７月中旬に心身の成長スピードのバランスの崩れなどにより、投球ができなくなってしまった。
この５年半、この日のためにやってきたのに非常に残念なのだが、これは本人がいちばんつらいと思っているはずで、
ここに至っては、最善の方法を見つけ出してやることが指導者の役目である。
幸い、５年生エースの柳本の成長が著しく、５年生のこの時期としては、
昨年の森純に匹敵するくらいのピッチングができている。
真ん中に球がそろい過ぎることと、少し球が軽く感じられる点はあるが、頼もしいかぎりである。

チーム全体としては、内野守備陣の完成度が物足りなかったり、
打線の好不調の波が激しかったりとは思うが、ここに来てこの大会に臨む上で大事なことは、勝とうという気持ち・
気合だけである。技術論はあとの問題である。

今回の大会には絶対的なチームはない。
優勝候補としては池島・加島・城北。
２番手として、玉造・清水丘・榎本・金塚
それに長原・豊里・鷺洲・東小橋といったところが前評判がいい。
有力チームが分散したように見えたが、玉造ＶＳ加島が初戦にぶつかった。

今のアパッチにとって他のチームのことを考える余裕はないが、
いちソフトボール指導者としては興味ある対戦で、
事実、この大阪城初日でもいちばん観客数が多かった。

結果は両チームがっぷり四つで一歩もあとに引かない。
チャンスは双方にあったが、少し加島が圧しているように私は感じていた。
しかし、ここぞというときにファインプレーが玉造にあり、それがひきわけたときに抽選に影響していくように思った。
それが勝負の流れなのだ。

案の定、抽選は玉造に軍配が上がった。

いよいよアパッチ登場。
比較的みんな平常心で臨んでいるように見えた。
ひとつは春先に一度対戦があったこと。
もう一つは先週の白さぎ大会で彼らの戦いぶりを見て、ある程度のチーム力が把握できていたことなのかもしれない。
しかしやはり初戦は緊張する。

先攻はアパッチ。
先頭の柳本がよく見て四球を選ぶ。
久保山の送りバントが内野安打となり、１・２塁のチャンス。
１死後、北野が左中間を破る２塁打で２点を先制。
この北野という選手は、よい日悪い日が極端なのだが、今日が良い日でよかった！
それにしても素晴らしいあたりだった。

２点をもらい、エース柳本は快調に飛ばす。
１・２回で３三振を奪い、一人のランナーも許さない。
３回、久保山・宮本・北野の３連打などでダメ押しの３点をとり安全圏に。

結局、柳本は９人を完璧に抑えきった。
まず１勝。

しかし次は激戦区福島を勝ち抜いた鷺洲子ども会。
油断ならない強敵が待ち構えている。
心して掛からなければ。



2012.9.4  大阪夏の陣　初日② 

堀江戦のあと、１試合空くのでもう１面の状況を確認してみた。
Ｂ面では２回戦で想像通り熾烈な戦いがあった。

抜群の安定感で１回戦を勝利した長原が優勝候補の池島と、
もうひとつは東小橋を一蹴した榎本と金塚との争い。
どちらも興味湧く一戦だった。

長原・池島は両投手の好投で決着つかず、引き分け抽選の結果、長原の勝利。
榎本・金塚戦も緊迫した内容で、２－１金塚の勝利であった。
ここらあたりはどちらが勝ってもおかしくなく、勝利の女神がわずかに微笑んだチームが勝ちあがってきたわけだ。
それにしても優勝候補の池島や、練習試合で負けた榎本が敗れたことは、アパッチにもチャンスがあるということだ。
おまけに加島も玉造に抽選負け、
なんとか次の鷺洲戦に勝利し、来週の玉造・城北に勝って決勝へ・・・。
こうなると欲が出てくる。

しかしとにかく目の前の鷺洲戦だ。

今年はこのチームとの対戦はない。
福島区を制覇したチームなのだから強敵には違いない。
いかに先取点をとるのか。
いかに点を与えず、守っていくのか。

相手の練習を見ていた、工藤・海野両コーチから「かなり速いです」という報告。
しかし練習投球でいくら速くとも、打者が立つとみんな一変するのが常。

試合開始。
先発柳本、先頭打者にいきなり痛打。
しかしライト海野、しっかり捕球しファーストへすばやい送球・・・アウト！
よ～し、ナイスライト。
この１アウトは大きい。
ニタリと笑ったヤナは続く２・３番を連続三振、いいぞ。

アパッチの攻撃。
鷺洲のエース。
案の定、スピードは練習のときほど走っているようでもない。
しかし、ゆったりとしたフォームでタイミングがとりづらい。
そういえば何年か前もこういうタイプの投手に翻弄されたことがあった。
あのときも同じ鷺洲だったかな？
先頭の柳本、タイミングドンピシャのいいあたりであったが、ショート正面へのライナー。
いいぞ、とらえてる。
しかし、３人で終了。
いい、いい、我慢比べだ。

２回に相手４番にレフト前に運ばれる。
さすが４番、ここは仕方ない。
送りバントが定石だが、どう来るか。
相手の作戦は盗塁。

捕手は５年生藤原。
２ヶ月前までは正捕手は柳本。
１ヶ月前に北野を捕手にコンバート。
しかし宮本が外野へまわり、柳本が投手と決まって、藤原を正捕手に決めた。
このあたり宮本監督も悩んでいたようだったが、私の意見を聞き、決断できたようだった。

ピッチング練習５球目のあとのセカンドへの送球は、ツーバウンドでショートもなかなかとりづらそう。
こりゃ、盗塁は楽勝と思わせるようなものだった。（これは１試合目の堀江戦でもそうで、
偵察していたらだれでもそう思っただろう。）



しかしこのときは違った。
矢のような送球がノーバウンドで２塁ベース上にドンピシャ。
ショート難波もこの難しい球を上手く処理し、ランナーにタッチ。
一瞬の刹那・・・「アウト！」
やるな！トモヤ、ノリ！
どうやら風はアパッチに向いている。

２回、先頭北野がセカンド内野安打。
初戦から３打席連続安打のラッキーボーイ。
難波が簡単に送る。
この飄々ボーイ。
開会式で腹痛を起こし心配させたノリが、先ほどの２塁上のプレーに気をよくしたか、この難しい場面でいとも簡単に
送りバントを成功させた。続くは安田。
最近ちょっと消極的なバッティングで結果が出ていない。
しかしここでは珍しく初球から打って出て、チームバッティングのセカンド内野安打。
２塁ランナーの北野は判断良く、一気にホームへ。
タイミングは微妙であったが、スピード感あふれる走塁で主審の手を上げさせなかった。
１点先制！

３回も１死後、柳本が投手強襲のヒット。
久保山の絶妙のバントが内野安打となり大チャンス。
ここで大砲宮本がライト前へのタイムリーを放ち追加点。
さあ、２点差がついて少し楽になったかな。

しかし、しかし、さすが鷺洲。
１番バッターに粘られた挙句、ウィニングショットが少し高めにはいり、センター前に運ばれる。
２番バッターを打ちとったが、３番のサードゴロを焦った北野がお手玉。
そのあと盗塁で、１死２・３塁で４番バッターを迎える大ピンチ。
ここで動揺してはいけない。
バッターランナーを還さなければいい、そう言う気持ちになれるかどうか。
この４番さえ抑えきれば、５番以下は少し力が劣るように見ていた。
敬遠は鼻から頭にない。
勝負、勝負！

渾身の球を投げ続ける柳本。
追い込んだが最後の１球が難しい。
真ん中低めの速球、パコーン。
２塁後方への難しいあたり。
センター宮本が猛ダッシュで突っ込む、ショート難波が回り込む。
落ちる・・・！
そこに割り込んだのがキャプテン久保山。
派手なプレーはないが、堅実なプレーヤーだ。
ボールに向かって一直線に走り、振り向き掲げたミット、ボールは？？
時間が一瞬止まったかのような静寂。
数秒後、割れるような歓声と拍手。
さすがキャプテン、ナイスプレー。
最後の打者にも気を抜くことなく、エース柳本は三振に切って落とし、難敵を下した。
やった～。

不安いっぱいで臨んだ大阪夏の陣。
全員野球でベスト８進出を果たすことが出来た。
１週間後には新たな強敵が待っている。
ここまで来たら、勝ちたいチームが勝つ！
モチベーションを高め、栄冠に向かって突き進んでいこう！



2012.9.11  大阪城　夏の陣　決戦①

９月９日（日）
大阪夏の陣２日目
１週間の後、いよいよ決戦。
ベスト８に残ったのは、豊崎東（北区）・城北ユニオンズ（旭区）・玉造バスターズ（中央区）
長原ジュニアーズ（平野区）・金塚子ども会（阿倍野区）・塩草ﾌﾙｽｳｨﾝｸﾞｽｼﾞｭﾆｱ（浪速区）・
豊里連合（東淀川区）そしてわが清水丘アパッチジュニア（住吉区）。

１日目に加島・池島・榎本といった強豪が、いずれも抽選負けというくやしい敗戦。
規程といえば仕方ないけれど、ちょっと一考してほしいなという思う。

今回アパッチはいろいろあって、２回戦突破が目標だった。
そういう意味では、すでに達成できているのだが、
優勝候補が次々消えていく中、チャンスがあるかなという思いになってきた。
もちろん今日の初戦が玉造、勝利してもつぎはおそらく城北（豊崎本庄さんゴメン）と思っていたので、
平坦な道でないことには変わりない。アパッチにとってラッキーは、今年度玉造には相性がいいということ。
宮本に代わり、柳本が投げるのだが、今の柳本は絶対的球威・スピードはまだないが、精神的な安定感がある。
さあ、ベスト４に向かっていくぞ！

１回戦は城北ＶＳ豊崎本庄の争い。
日ごろのできからいっても城北優位は動かないと思っていた。
しかし城北ナインの動きが硬い。
初回に２点の先制を許した。
でもまだ始まったばかり。
２点くらい倍返しでひっくり返すと思っていた。
ランナーは出る。
しかし本塁が遠い。
やっと１点。
そして同点。
リードするチャンスはあるが、ダメ。
あの常勝軍団が動けない。
結果引き分け、抽選。
やばい、勝負の流れが悪い。
案の定抽選負け。
このあたり大阪夏の陣には魔物が棲んでいるといわれる所以である。

よ～し、いくぞ！
アパッチの作戦はまず相手打線。
とにかく１番バッターへの警戒。
左中間へのあたりが多いこの強打者に、いかに自分のバッティングをさせず、攻めるのか。
そのあたりをバッテリー・セカンド久保にアドバイス。
そしてちょっと調子を落としているように感じる４番バッター。
しかしやはりここ１発のパワーはある。
あとは左打者が異様に多いこの打線。
投手の攻めるコースと守備位置が勝負を決める。

アパッチ打線は水物。
１番柳本が塁に出て、久保山が送る。
宮本・北野・難波・安田の重量打線が還す。
そのあたりは変えようがない。

１点差の勝負になることは分かりきっている。
ひとつのミス、四球・エラー・ワイルドピッチで決まる！

プレーボール。



2012.9.11  大阪城　夏の陣　決戦② 

先攻は玉造バスターズ。問題の１番バッター。
エースヤナはコース・高さに十分気をつけ、丁寧なピッチング。センターに運ばれたが、予想通りの打球方向。

宮本が難なくさばきワンアウト。第１関門突破。気が緩んだか、２番バッターに四球をだす。
３番には打ち取ったあたりだったが、レフト線へポトリとおちるヒットで１・２塁。
そしてこのピンチに４番を迎える。逃げてはいかん。高ささえ間違わなければ大丈夫。
いい当たりだったが、投手正面の強いあたり。
柳本はワンタッチでグラブに納める事はできなかったが、落ち着いて処理しファーストアウト。
ランナーは進めたが、アウトをひとつ増やすことができた。。
気持ちの中ではホットしたかもしれないが、３塁まで進んだランナーを背にうけ、
ＷＰに注意し過ぎた投球には球威がなかった。（これは私の感想で、実際はどうか分からないが）
やはり５番バッターには痛烈なセンター左へのあたりを打たれたが、
ここも上手く守備位置をとっていた宮本が捌きピンチを切り抜けた。
さあ、ピンチのあとにはチャンスあり。ここで先取点がとれれば、かなり有利になる。
先頭の柳本が投手強襲のヒットで出塁。久保山が送り、１死２塁。
ここまではアパッチの定石どおりの攻め。しかし宮本・北野が抑えられ、１回はともにチャンスを活かしきれず0-0.

２回もともにランナーをだすが、走塁ミスなどでチャンスをつぶす。
なにか重苦しい雰囲気になってきた。

３回の玉造。先頭打者がセイフティバント。
サード北野もダッシュよくさばいたが、ランナーの足が一瞬はやくセーフ（微妙であったが）。
そして盗塁。焦った藤原が投球のボールをうまく捕球できず、無死２塁。
しかしヤナは３番を渾身のストレートで三振に斬る。そしてまたまたピンチで４番を迎える。
柳本・藤原の５年生バッテリーはここが勝負と、もう一度攻め方のおさらいをしながらゆっくり攻める。
そして作戦通りセカンドゴロにおさえ、ランナーを３塁まで進められたが２死をとった。
ヨッシャー、油断はできないが、なんとかなりそうやな。

ここで先ほどセンターへいいあたりをされた５番。アパッチには敬遠の２文字は当然ない。
柳本もおさえてやるという気迫いっぱいの投球。２ストライクまで簡単に追い込んだ。
しかしこの５番、ここから容易に終わってくれないでファウルで粘りに粘る。
「負けるな、ヤナ。頑張れ！」

あ～っ。少し力んで投げたボールがワンバウンド！捕手藤原がとれない。
痛恨のバッテリーミスで１点を先制された。ドンマイドンマイ。
まだ１点や、いけるいける！叱咤激励する応援団の声も、やや元気が薄い。

３回４回のアパッチの攻撃も気持ちばかりあせり、チェンジアップ・ワンバウンドの球に手を出し、ボールが前に飛ばない。
最後の打者北野も、応援団の期待を一身に背負っての打席であったが、チェンジアップでかわされ三振。
アパッチの夏の陣はここで終了となった。

反省点はたくさんある。エースが投げれず、１ヶ月前から取り組んだ新布陣。
みんな立派に役目を果たし、ベスト８進出。良く頑張ったと思う。
４・５年生は来年、この悔しさをバネに、優勝めざして頑張って欲しい。

優勝　　　　豊里連合（東淀川区）
準優勝　　 玉造バスターズ（中央区）
第３位　　　豊崎本庄（北区）　・　長原ジュニアーズ（平野区）

アパッチは健闘むなしくベスト８．
しかし立派な誇れるベスト８．
大阪市全３００チームの８位入賞は素晴らしい。
よくやったぞ！

まだまだ大会は続く、頂点目指して頑張っていこう！



2012.9.13　網膜に穴が・・・。 

昨日の１０時過ぎ、いつもの通りＰＣでアパッチのスケジュール調整や、
メールのチェックをしていると、なにか見えにくく、風呂上りの髪の毛が邪魔をしてくる。
そういえば散髪にいかないとだめだな、とか思いながら髪の毛をかき上げる。
あれっ、見えない。
いくらかき上げても、目の前から髪の毛がなくならない。　
飛蚊症！
２年ほど前にもかかった症状だ。
目の前を蚊が飛んでいるように黒い筋が動き回る。
しかし今回はグリーンで異常に多い。
少し不安になってすぐ寝室に潜り込み、電気も消した。
あくる朝、目が覚めた、ずいぶん収まっていた。
目薬をさし、そのまま出勤。

今日は新入社員の商品提供があり本当に忙しい。
おまけに午後からＰＨＰの講演があり、その準備や進行でこれまた時間に追われる。
しかし昨晩の様子は尋常ではなく、あまり医者に行くことのない私も行かざるを得ないと感じていた。

会社を少し早い目に出て、住吉の竹安眼科に到着。
２０分ほど待ってやっと名前を呼ばれた。
視力検査は問題なし、相変わらず１．２以上ということで（１．５も見えていた）、私の年齢にしては見えすぎる。

診察。
先生の態度が急変する。
「網膜に２か所穴が開いています、もう少しで網膜剥離になります。
すぐ手術（レーザー治療）したほうがいいです。今日御都合大丈夫ですか。」
「え～っ！」
想像だにしていなかった先生の診断にことばがでなかった。
「とにかく、最後の患者さんが帰るまで待ってください。それまでこの病気や手術についての冊子を読んで
いてください」
すぐさま自宅に電話し、家内に状況を説明し、お金を持ってきてくれるように頼んだ。
手術の内容は、穴のあいた箇所にレーザーをあて、穴を埋めるという。
目が見えなくなるより、少々金がかかろうが、痛かろうが、直してもらったほうがいいのに決まっている。

約１時間後、名前を呼ばれ、治療室に連れて行かれる。
「とにかく２か所穴があいているので、ふさぐ手術をします。
少し痛いしかもしれませんが、我慢できますよね」
「はい、もちろん。」
「１か所１０分、レーザー光線を打ちます。」

約２０分、合計３００本のレーザー。
痛い、しんどい、だるい、重い・・・

終了。

「まあ、大丈夫だと思いますが、とにかく安静に、運動厳禁です。
２週間の間で、もし同じような飛蚊が感じられたら、その時は剥離だと思いますので、今度は本式の手術に
なりますので、入院しないといけません。とにかく少しでも異常を感じたらすぐ来てください。」
「わかりました。」

少々のことでは病院に行かない（骨折していても自然治癒で直してしまう）私であったが、
やはり虫の知らせで来てよかった。
もし少しでも治療が遅れていたら、失明の恐れもあったということだった。

病院代３８０００円、２時間の病院での出来事だったが、大事に至らずよかった。
先生の絶対安静の言葉が頭から離れない。



2012.9.18　金原氏追悼大会 

９月１７日（祝）　金原氏追悼大会

７月１日ご逝去された、田島フェニクス総監督の金原氏の追悼大会だった。

いろいろな意味で、ある時は弟、あるときは親友であり良き相談相手、本当に仲のよい友だった。
そんな彼がいなくなって２か月と半、今日を迎えることになった。

今回の追悼大会について、私がプロデュースを担当することになった。
参加した９チームすべての人が金原氏を慕い、金原氏を送りたいという気持ちで集まって来る。
いい加減な行き当たりばったりのものにはしたくなかった。
しかしあくまでも主体は田島フェニックスさん。
あまりでしゃばってはいけないし、私が目立ってはいけない。（なにもしなくても目立つのだが）
それにしても、会場設営から、昼食の焼きそば。
そして飲み物からお菓子、おまけに記念品まで、本当に至れり尽くせりだった。

セレモニーでは金原家より、奥様を始めとして、Ｋ・Ｙ・Ｓ氏の３人の兄弟がきてくださった。
この男性３兄弟はすべてフェニックスの卒業で、特に長男のＫ氏の時代は、大阪夏の陣で準優勝という全盛期。
そのなかでも大エースとして活躍されていたそうだ。
ちなみに彼は天王寺高校でわたしの後輩。
そしてストレートで東大に進み、いま司法修習生で検事への道まっしぐらの超エリートだ。
そういえば次男のＹ氏も天高から阪大で、今は大商社で花形営業マンという。
金原家は教育を特に熱心にされるとことではなく、自由奔放に本人の自覚・意識を尊重するという方針なのだが、
そこはやはり基本的に頭がいい。
勉強ができるという頭のよさでなく、ものを見る目、方向性がぶれない。
あまり細かいことは一切こだわらず、一度や２度ミスっても、必ずやり遂げるという芯の強さがある。
ここらあたり世の親・指導者は見習わなくてはいけないところなのだ。

お昼に奥様とお話する機会があった。
ご丁寧に御礼のごあいさつをいただいた。
ここ半年の苦しかったことや、そのなかでも故人の嬉しそうな笑顔を見たときのことなどお話しいただいた。
　
その後の大会は９チームが参加し、大いに盛り上がった。
アパッチはエース柳本や中田が熱中症状でダウンし、おまけに中橋が骨折、難波が欠席という状態。
４試合で３勝１敗ということで、なんとか面目は保っているが、内容は散々。

わたしはこの６年間の金原氏との思いをいろいろめぐらしながら、じっくりすごさせていただいた。
会場で会う方々から、私の目のことのお見舞いをいただいた。（みなさんＨＰのブログを見てくださっているのだ）
そして離れ際、身体大事にしてくださいね、と言われる。
次はわたしと思われているのかな？
そういえば年齢的には私が年長かもしれないが、しかしわたしにはまだまだやらねばならないことが山ほどある。
でも少しは（？）健康に留意しなければならない歳であることには間違いない。



2012.9.24　久し振りのマスク 

９月22日（土）地方遠征が多かったこともあり、東京支社出張の間隔が少しあいた。
久々の支社出勤も、みんなとの会話もそこそこに、私の業務は店長面談。みんな能力はあるのだが、それを活かす
術が分かっていない。いらぬところに力をいれすぎ、肝心のところが抜けていたりするともうダメ。
自信喪失や、反対に井の中の蛙になったり。そこらあたりを修正できる機関や人物がいないのも事実。
わたしに全部そこをやれといわれても身体はひとつだし・・・。いやいや弱音を吐いちゃいけない。頑張ろう！

土曜日にＭＯＳＬの後期が開幕。
Ａが2試合、Ｂが1試合、おまけに主審が2試合担当として当たっている。
しかしコーチのスケジュールを見ると、岡田・柴田両氏が欠席。
そして区ＰＴＡの大会を目前に控え、また仕事の関係もあり、応援してくれるコーチが少ない。
仕事の都合もあり、私も欠席の予定だったが、これでは休んでいられない。
いつもみんなに迷惑をかけ、勝手気ままに出席させていただいているわけで、こんなときくらい役に立たなくて
総監督を名乗っていられない。

目のこともあり、安静にと医者から言われているが、まあ走り回らなければ大丈夫だろう。
そんな気持ちでリーグ戦出席を決めた。
1回戦はＢリーグの主審。考えたら今期はじめて、というよりこの主審のマスクをするのが久し振り。
途中捕手のミットに触ったボールが私のマスクを直撃したが、まあ大したことではなかった。
約50分なんとか任務を全うし、ホット一安心。

2試合目はアパッチＢチームが対戦。先発工藤、立ち上がりが悪く、2死から5連続四死球で3失点。
さすがの中橋監督も辛抱たまらず菅にチェンジ。菅もボール球が多かったが、どうにか後続を断ち、反撃に期待。

結果は最終回に4点を奪い逆転サヨナラ勝ち。勝つには勝ったが、内容はイマイチ。
これからこの層にも活を入れていかなくてはいけない。２・３年後を見据えたチーム作りは会社も同じだ。

2試合空いて今度はＡリーグの主審をつとめなければいけない。
実は少し疲れていた。しかし金塚ＶＳ田辺ＪＧという面白い対戦だったし、やる気満々で臨んだ。
１回の表が終わったところで、柴田さんが来てくれてチェンジ。
通常主審が代わるのはよくないのだが、両チームとも認めてくれたのでお言葉に甘えた。
宮本監督が私の身体を心配してくれての配慮で、ありがたかった。

その後アパッチは五条パレスと０-０引き分け。東小橋とは2-1の辛勝。
後半戦のスタートが１勝１分ということでまあよしとしておこう。

2012.10.4　安静に自粛 

早いもので10月、会社では前期が終了し、後期に突入した。9月30日の台風さえなければ万々歳というところ
だったが、あの大型台風のせいで少し文字どおり水を指された感じだ。とはいっても、たったひとつの台風で
成績が左右されるところに、この外食産業のこわさと、我が社の甘さがあると思う。

週末の雨が続き、思った練習もできない。今週も連合運動会があり、試合もできない。
なんとか月曜日の体育の日にＭＯＳＬのリーグ戦ができそうでよかった。

ふとＨＰを眺めているとアクセス数が、まもなく300,000に到達する。10万ごとに回想しているのだが、
年を重ねるごとに1日の来客数が増えてくる。昨年の1日平均は１３５だった。
ことしは7月にＰＣが壊れ、しばらくの間休止していたにもかかわらず、1日平均は１５７に伸びている。
驚くのは9月10日（月）大阪夏の陣の翌日、４８０という脅威的な数字で最高を記録した。
「つれづれ・・・」もその週は1日１２０～１４０という数字だった。

仕事の忙しさに甘え、ＨＰやブログの更新もままならない。
特にブログなど４・５日変化がなかったら、「どうかしたんですか」というメールが届いたりする。

先日の網膜の手術もほぼ成功におわったが、医者からは年内自粛、過激な運動はやめるように言われている。
今週の大運動会。気持ちは自粛だが、心は躍る。
くいだおれ、リレー・・。わたしも59歳。
もう若くない。（もうというより、ずいぶん前からだが）
無理をしてはいけないと思いつつ、無理をしなければ俺ではない。
なんていう変な理屈を振り回し、自分を納得させた上で相変わらずの落ち着きのなさ。
これではいけない。
静粛に、安静に、自粛。



2012.10.5　定年 

後期に入り、前期の反省をしながらこれからの業務について年間スケジュールの見直しを図る。
予算についても、一部出費が嵩んでいるものについては修正をしていかないといけない。
同時に、ぼちぼち来期の予算組みをしていく必要性も生じてきた。
来期、といってもまだ5ヶ月以上あるのだが、今から計画を立てていかないとダメだと思っている。
とにかく私は、先々進まないと気が治まらない性格だ。
どんなものでも中長期計画を立てるというのが私のポリシー。

しかしここで最大の問題を抱えていた。
私は現在59歳。
来年の8月で満６０歳になる。
定年！
我が社でも世間一般企業と同じく定年制である。
8月20日誕生日を迎えた日をもって晴れて定年。
会社が認めた者のみ、その年度の終了時点（3月31日）までその職場で勤務は出来る。
（条件面は嘱託扱いで給料は当然下がる）
そこらあたりは各企業で若干の差はあるにせよ、同じようなものだろう。
しかし、ここ２・３年は不況のあおりを受け、定年後の方たちの処遇は変わってきたそうだ。
経営のスリム化で、本・支社のスタッフも、定年後は現場に配置転換がほとんど。
昔とった杵柄で、店で店長・副店長業務をするわけだ。

しかし、私には店で働いた経験が全くない。
当然、調理はなにもできない。
さあ、どうしよう。

そんなことが積み重なり、来期の行事も予算も立てにくい状況なのだ。
思い切って社長に体当たりだ。
「少し早いのですが、来期の業務・予算を考えていきたいのですが、来期以降の構想について、
社長のお考えを、さしつかえない範囲で教えてくださいませんか。実はわたしは来年、定年を迎えます。」

しばらくの間をおいて社長が笑いながら応えてくださった。

「ああ、その件ね。」

ドキドキ

「もう人事部長には言ってありますけど、制度を少し手直しして、村上さんには現状の役職のままで、
６５歳までお願いします。」
「えっ、はい」

「一度に定年を65歳まで引き上げるのはむつかしいので、なにかいい案がないかと検討させています。
いずれにしても、あとこれから6年間人材開発部は頼みますよ」

「あっ、ありがとうございます。」

嬉しさでその場で大声で叫びたい気持ちをおさえ、デスクに戻り、社長の言葉を反芻してみた。
逆に責任の重さを痛感し、身震いがしてきた。
と、いうことは、1年1年ではなく、もう少し長いスパンでものごとを考えることが出来る。
もちろん、この3年間で実施してきたことをまとめ、来期はきっちり系統づけた研修計画を実施する。
そして修正を加え、よりよい教育システムを作り上げることが必要なのだ。

今私自身が担当している、英会話・漢字検定・モチベーションチェック・個別ヒアリング・面接面談。
この部分をわたしがいなくなったときにどうするのか。
外部機関を利用するのがいちばん手っ取り早いのだが、経費がはねあがる。
まだまだ課題は残っている。

もうひとつ新卒採用についても、現状の一括採用と通年採用の併用と同時に、インターンシップと採用との関連性強化。
今直面している問題としてはここが最も大きい。
ジョブローテーションによる担当者の交代も含め、考慮しなければならないことが多い。

いずれにしても、これからの6年間の道筋は作っていただいた。
私にとってはこれ以上望むものがないくらいの環境。
[ここまで来たら、無理と諦めていたもうひとつ上を目指してみようか]

やるしかない。



2012.10.9　第３２回連合大運動会(スギちゃんバージョン） 

１０月７日（日）清水丘連合大運動会。恒例の大運動会も今回で３２回目。ということは第１回が３２年前。
雨で中止になったのが１～２回あったか、記憶が定かでないが、とにかく第１回目から私は参加している。
５回目ころからうるさ型の運営委員として、ブイブイ言ってきた。
今から思うと、ほとんどの委員は私の顔を見ながら動いていたようだ。（そんなにうるさく、こわかったかな？）

昨年の大会ではリレーではりきりすぎ、最後のゴールテープを切るや否や転倒、そして骨折という始末。
ことしはつい先日、目の手術ということもあり、自粛するつもりであった。
だからスタートピストルも西島氏を指導しながら、私はできるかぎりなにもせずに見学にまわっていた。

しかしあの食い倒れ競争。ｴｷｼﾞﾋﾞｼｮﾝﾏｯﾁの代表戦にまたまた引っ張りだされた。
自粛という言葉も、とにかくなんであれスタートラインに立つと、忘れ去り、身体が燃え上がってしまう。
結果はいわずもがなであるが、私がぶっちぎってゴールしても、やっぱりという感じで、全然面白くなかった。

今年はこの運動会とＰＴＡのソフトボール大会が重なってしまったばかりに、メインの若手の男女が参加していない。
すこし盛り上がりに欠けるかなと思っていたが、しかし参加していた人たちはみんな真剣そのもの。
綱引きもﾘﾚｰも接戦で面白かった。

午後からわたしには重要な役目があった。借り物競走でのハプニング飛び入り参加。
いろいろな借り物のなかで、仕込みの借りられ役というのがあり、今年は旬の有名人ということでスギちゃんに
決まった。あのノースリーブのジージャンベストに短パン。だれにその役目をとなった瞬間、みんなの目はその
体型から私に集中した。え～ッと思ったが、その怖いうるさ型のわたしが演じるところに意味があると思い
引き受けた。宮下・田中両氏とドンキホーテや、古着屋をまわり衣装を調達し、コーラのボトルなど準備万端。
見事スギちゃん役を果たすことができた。終わってからも低学年のこどもたちは、スギちゃんと呼びながら近寄って
来て一躍人気者に。もちろん、アパッチの選手たちは、だれひとり寄って来るものはいなかったが。

今年も無事終了。２位と３位が同点、１位と２位が１点差というまれにみる大接戦。
ソフトボールも楽しいが、この大運動会は特別だ。
この運動会を立派に成功させる、そのたった一つの目標でみんな（青指・福祉・子供会・一般の方たち）頑張っている。
あたえられた役割だけでない。それぞれが、自分の役割以上のことを、自分自身で考え実行する。

これが会社に活かせたら、すごいことなのだが。
 

2012.10.9　人間ドック

１０月１０日（水）１年に一度の健康診断。４０歳になってからの定例行事だ。
最初は、枚方市民病院に知り合いの先生がいたので、遠路はるばる通っていた。
初めての診断で胃にポリープがあるのを発見された。
バリウム検査で異常が見つかり、胃カメラをのむように言われた。

この胃カメラはつらかった。のどに麻酔を流し込んでも、やはり異状を感じる。
えづきながら必死で我慢する。僕にとっては、どんなに痛い注射であっても、胃カメラよりはマシだ。
結局そのポリープは良性だったが、あまり大きくなるとやっぱり手術でとってしまわないといけないらしい。
あれから約２０年。この胃にできた筋肉のかたまりと仲良くお付き合いできている。
それより今のわたしには、中性脂肪や血圧が問題となっている。常人の中性脂肪が１４０以下に対し、
私は最悪の数値が１２００！血圧が下が１１５で上が１７０．

どちらも薬で数値はマシにはなっている。しかし薬をやめると、また数値が悪くなるだろう。
おまけに今回は目がの調子がよくない。
あわせて体重調整もうまくいってなく、少しお腹のでっぱりが目立っている。

そんな状態での人間ドックだから、先生から叱られるのは当然。
せっかく会社から６年の延長を与えられたわけだから、身体に注意しなければいけない。
わかっちゃいるけど、できない自分に叱咤激励し、頑張っていこう、
そんな気持ちで今年の検査に臨んだ。

なんと数値は改善されている。
驚くほどよくはなっていないが、中性脂肪も血圧も少しではあるが、下がっている。
まあ、薬のおかげだといえばそうなのだが、かたちだけでもよくなればホッとする。
あとはウェイトを５～７ｋ落とすこと。
なかなか本気になれず、実行できていない。
しっかりした目標を立て、やってみるか。
 



2012.10.13　寺子屋復活 

１０月１２日（金）
この夏、中学３年生を対象に寺子屋を復活させたのを期に、アパッチ勉強会をすることになった。

寺子屋完全復活だ。

１０年前と違って土・日の出勤もあるため、今回は平日金曜日の夜になった。
おまけに毎週はチトきついので、隔週の１回２時間ということで、英語だけの授業にしていただいた。
もちろん、完全ボランティアで無料奉仕は言うまでもない。

英語の基礎なので、対象を５・６年生にしてみた。
６年生は５年生に負けられないし、５年生は６年生に勝ってやろう。
そういう気持ちを期待しての編成なのだ。

目標は、６年生は来春の３月卒業するまでに、中学１年生の１学期に学ぶことをクリアーすること。
これは難しいように見えて、しっかり復習すれば可能で、
１０年前に参加していた１５人は、全員ほぼクリアーできていた。
内容はＡ・Ｂ・Ｃからスタートし、be動詞、一般動詞、そして現在形から過去形まで。

５年生は、状況を見て、継続するか否かを検討しようと思っている。
やる気のない生徒を無理に教えるほど暇ではない。

もともとのコンセプトは、当時中学生になってから落ちこぼれたり、
非行に走ったりする子どもたちの主原因は、勉強が分からないというのが最も多かった。
もちろん、家庭環境の複雑さや、対人関係がうまくいっていなかったりということもある。
しかし私の立場で、そういったことを全て解決してやることはできない。
そうすると、最初の勉強という部分で、中学生になって初めて学ぶ英語、全ての子どもたちが同じスタートラインに立つ。
そしてこの英語というやつは、最初が分からなかったら、追いつくのは至難の業。
それじゃ、スタートの基礎の基礎を指導してやって、「アッ、おれには英語はできる。」と、
思わせることが出来たらしめたもの。
分かるポイント、出来るポイントを自分なりに認識できれば、
中学生の間はよほどのことがない限り、劣等感で悩むことはないだろう。

そういったことで寺子屋をやりだしたわけだ。
全員が有名進学校にいけるようになんてことではない。

わたしは基本的に人にモノを教えることが好きだ。
そして自分でも上手だと思っている。
私のやりかたは、なぜそれをするのか、なぜそうなるのか、そのなぜということを明白にすることだ。
たとえば数学の公式にしても定理にしても、なぜそうなるのかをしっかり指導することで、
もしその公式を忘れても、自分で導き出すことが出来る。
英語の文法でも、ただ鵜呑みにすべて丸暗記しても、絶対活用は出来ない。
これはスポーツでも同じこと。

名プレーヤーは身体で覚えている。
しかしそれを表現することは簡単なことではない。
その表現をうまく出来ない人は、いい指導者にはなれない。
だから「名プレーヤー、かならず名監督になれず。」といったことが言われるわけだ。

今日第１日目の授業。
２時間をＡ・Ｂ・Ｃだけに費やした。
このＡ・Ｂ・Ｃは重要なのだ。
ひとつひとつの発音も大事だし、これをしっかりクリアーしておかないと、単語もきっちり発音できない。
あっという間の２時間だったが、みんな食いつきはよかった。
ひとりの落伍者も出さず、最後までやりぬきたいところだが、さあ、どうなることやら。
 



2012.10.15　日曜終日練習 

１０月１４日（日）今日は終日小学校にて練習。１ヶ月に一度のこの機会。
スタッフもめずらしくほぼ全員集合（男性コーチが１３名）、それにOBの高校生が２名。この２人はアパッチ史上でも、
素質では抜群に揃った学年だった。当時まだ練習時間も短く、結果が出せなかったのが今でも心残りだ。

それにしても、これだけ集まれば練習も盛り上がる。
昨日の城北ｊｒカップでは惨敗（２連敗）し、４年生は落ち込んでいるようではあったが（工藤も中橋佑斗も私と目を
合わすのを避けていた？）、練習が始まるとそんなことはみんな忘れて、練習に没頭していた。

６年生は最後の追い込みで見た目は張り切っているように見えた。
実質あと４ヶ月で卒業するのだから、必死さが表れてきて当然だ。

宮本も一時のことを思えばずいぶんマシになってきている。なんとか２月の卒業記念大会までに間にあえばいい
のだが。しかし内野の守備練習をみていたが、グラブの位置や足の運びなど、まだまだ満足できる選手はいない。
この時期に来て、こんな状態なのだからどうしようもない。

本来は低学年のときに、徹底して基本を指導すべきなのだろうけれど、いろいろ事情があってそれができていない。
コーチの役割分担をしっかりして、今以上に効率よく指導すべきなのだろうな。

さて５年生に目をやった。いわゆる来年の新チーム。
５年生が１０人いる。そして有望な３・４年生も数人。素質や頭数だけで考えると、来期もそこそこやれそう。

しかし甘さが目立つ。レギュラーをとるんだという意気込みが伝わってこない。
柳本・藤原のバッテリーはできている。それに続く選手の強化が絶対必要。
11/4のＵ5大会がひとつの試金石となる。そこそこはやれると思うが、おそらくどこかでこけるだろう。
そのこけた部分を自分自身が認識し、自分で修正していかないといけない。
すべてコーチ任せになると、ある程度しか伸びない。自分で意識しないと、勉強も運動も限界はすぐに来る。
 

2012.10.21　第4回八大親睦交流大会 

10月20日（土）第4回八大親睦交流大会

7年ほど前に、八尾との親睦をはかる目的で、この大会を思い立った。
当時は八尾南高校の跡地が使えたので、日程調整さえすれば問題なかった。
しかし3年前、その八尾南高校跡地の使用ができなくなり、この大会も自然消滅してしまった。
今年に入り、もとドンマイズで親交のあった八尾市体育協会の浅井氏から福万寺運動公園を紹介していただき、
この大会を復活させることができた。我が地元からは距離はさほどでもないが、交通量が多く、帰りなどは時間が
かかるが、駐車料金は不要だし、用具・部品もお借りできるので大変都合がいい。付近のコンビニは少し距離が
あるし、昼食をどうしようかと考えた結果、本社のキッチンカーの導入をひらめいた。弁当屋の弁当など安いもので
300円位からあるので、単価に少し課題があった。
営業のほうには、わたしが事前に予約注文をとっておく（ロスがない）という条件で、かなり安く提供できるようにして
もらった。カレーライスもきつねうどんもすべて３００円はキッチンカーでの販売価格としてはチトきつい？

当日は段取り部長の岡田氏が仕事のため欠席！これはわたしにとってはかなり応えた。
今回は大会運営だけでなく、このキッチンカーのほうも見なくてはいけないので、本当に忙しかった。

大会の成績は大阪市６勝、八尾市１７勝　（１引き分け）と完敗。選抜戦でも６年生チームは過去３連勝していたが、
初めて敗れた。アパッチもＡ・Ｂ３戦全敗！まあ、しかし、いいわけにはなるが、勝利より、多くの選手起用を優先
させた結果しかたないものもあった、それでもＡ２試合で無得点はいただけない。
参加していただいた１６チームが、みんな楽しく喜んでいただけたようなのでよかった。

私といえば今週は、東京出張からはじまり、面接や連日の会議、講義やスピーチとかなりハードに業務をこなし、
ついには金曜日、自律神経失調症というはじめての症状を体験した。
めまい・はきけ・冷や汗・・・。医者からは再度の食事制限と、安静にとのお達しがあった。

そんななかでの八大大会をなんとかこなし、日曜日の淀川大会はパスすることに。
さあ、月曜日からもかなりスケジュールがはいっている。
おまけに、金曜日の夜は寺子屋。そして土曜日からの３日間は韓国旅行の添乗員？

体調を整えて頑張ろう。

※　東淀川大会は３連勝で決勝に進んだそうだ。
昨日の八大の敗戦がよい教訓になっていたのかな。
 



2012.10.24　韓国旅行３日前 

１０月２４日（水）
２年かけて積み立てをし、企画してきた韓国旅行まであと３日となった。

当初１５人ほどで積み立てをしていたが、さまざまの理由で最終的には８名に。
男性が５人女性が３人の仲良しグループ。

年に数度、グランドゴルフやスキー、近場の一泊旅行を楽しんでいるが、
海外旅行へと提案があり、じゃ２年かけて積み立てをし韓国へ行こうということになった。

私が始めて韓国に行ったのは３５年前。
新婚間もないときで、いくら出張とはいえ、家族（同居している両親や妹）からは白い目でみられていた。

大韓航空で金浦空港に降り立った瞬間にあの独特の匂いが漂っていた。
そこからすぐに全州の裡里までバス移動。
鉄道が整備されていない韓国では、バスがもっともメインの交通手段。
一般道でも高速道路でも、なにがあってもバスが最優先で走行していた。

途中止まったインターチェンジの休憩所。
うどんを売っていたので、いさんで近寄っていったが、店の１０ｍほど手前で足がストップ。
またまた独特の臭いが、それもまた強烈なやつが。
今は全然大丈夫なのだが、当時はにんにくもそれほど好きでなく、キムチもあまり食べたことがなかった。

驚いたのは、最終日にソウルで宿泊したときのこと。
昼間、市内観光をしていると、突然警察や軍隊があらわれ、一般市民はその場で待機。
ほどなく戦車・戦闘機が幹線道路を走りまわり、軍隊が行進しだした。
突発事態にそなえ、こういった軍事訓練がなされるらしい。

夜は夜で戒厳令が発令され、夜の１２時以降は外出ができない。
ホテルの部屋にいても、夜中に軍隊が行軍している足音が聞こえてくる。

戦争を知らない世代のわれわれにとっても、非常に緊迫感のある体験だった。

それから私は韓国にはまってしまった。
韓国というより、キムチにだった。
日本で売っているキムチとは全然別ものだった。
辛さの中に甘さがあり、そして深み・コクがあった。
今でも我が家の食卓にキムチは欠かせない。

あれから３５年。
数え切れないくらいの訪韓だが、いつもなにか新しい発見がある。
今回、はじめて第３トンネルに行く。
北・南の軍がそれぞれどんな思いでトンネルを掘ってきたのか。
いろいろな思いをはせながら見学したい。

いずれにしても、今回は添乗員の役割。
事故・トラブルのないようにしたいものだ。



2012.10.31　清青会・韓国旅行 

10月27日（土）～29日（月）
清青会・韓国旅行

年に数回、清青会で近場の旅行をしている。
金剛山であったり、羽曳野のグランドゴルフや、ハチキタ旅行など、まあ楽しい集まりである。
清青会とは清水丘の青指と福祉の有志の会の名前だ。
便宜上、わたしが代表ということで旗を振っている。

2年前、元気なうちに海外旅行をしようということで、韓国旅行に決め、積み立てをしてきた。
岡田氏以外は韓国ははじめてで、海外も新婚旅行以来という人たちばかり。
わたしが始めて韓国に来たのはかれこれ３５年前。
夜には戒厳令が敷かれるほどの、まだまだ戦後のピリピリとしたものが残っていた。
われわれ日本人に対して、反日感情を持った人も多かった。

添乗員代わりの私としても、みんなに満足してもらえるような計画ということでいろいろ考えた。
少し金がかかるが、専用車と専属ガイドに任せたほうがなにかと安心だし、手間がかからない。
思っていたより費用がかかったが、結果はみんな大満足だった。

ホテルもロッテホテルで明洞にも近く、どこへ行くにも超便利。
今回、朝食のＬｅ Seineが最高に良かった。
とにかく広いスペースで300席あるが、他のホテルの利用者も多く、満員。
しかしスペースを広くとってあるため、混雑しているイメージは全くなく、快適そのもの。
料理も種類が多く、それぞれに専属のシェフが受け持っていて、作りたてを提供してくれる。
約40000Ｗだから、3000円ほどか。
朝食としては破格の値段。
だが雰囲気、味、種類の豊富さ、それだけの値打ちはあった。

初日の27日は残念ながら雨。
しかし専用車があるので移動は問題ない。
世界遺産めぐりの予定であったが、まず腹ごしらえということで、地元の有名な粥料理店へ。
さあ、初めて食べる本場のキムチにみんなどういう反応を示すか。
私としては少し水臭い感じがしたが、それでも日本で売っているものよりは絶対美味い。
粥も美味しかった。
みんな訪韓最初の料理としては満足顔だった。

昌徳宮は雨で足場が悪いということで中止にし、仁寺洞を散策し、そのあと国立博物館へ。
そして夜は韓定食に舌鼓。
食事を終えると雨が止んでいたので、明洞の街をブラブラ。
先ほどまで雨が降っていたのがうそのような人、屋台の数。
女性軍がさっそく買い物を楽しむ。
アクセサリー・くつした・ベルト・・・。
そういえば今日は土曜日。
この人波は延々と夜中から明け方まで続く。
われわれは明日も早いため早々にホテルへ戻る。

同室の田中氏は、ベッドに横になるなり３分でコテン。
明日は第３トンネルだ。
幾度も韓国を訪れている私も、このトンネルは始めての体験。
いずれにしても、みんなが無事に仲良く楽しめるような旅行にしたいものだ。



2012.11.1　清青会・韓国旅行　（２）

２８日（日）　２日目の朝を迎えた。朝食はガイドのパクさんからも推薦があった”Ｌｅ　Ｓａｉｎｅ” へ。
とにかく広くて、料理の種類も豊富。おまけに作り置きしたのではなく、目前で専属のシェフが調理をしてくれている。
優雅な気分でゆっくり朝食をとるなんてことは日本では考えられないことで、
これだけでもロッテホテルでよかったと実感できた。

第３トンネルに出発。ソウルから５０ｋというところに位置していて、
北から南に向けての侵攻手段として、トンネルが掘られているという。
現在発見されているのは４だが、１６～７あるだろうといわれている。

そして今日見学するのは、３番目に見つけられたものだ。
板門店ツアーはむかしからよくあるものだが、この第３トンネルはその存在は知っていたが、
ツアーがあるとは知らなかった。
国境の２ｋ以内は非武装地帯（DMZ：Demilitarized Zone）で、われわれ戦争をしらない世代のものにとっても
緊迫感のあるところだ。
いよいよトロッコのようなものでトンネルにむけてもぐって行く。地上から深さ７３ｍのところにトンネルがある。
幅２ｍ高さ２ｍの洞窟のようなものだが、周りは硬い花崗岩で、よくもこんなかたまりを掘ってきたものだと思った。

そのあと都羅展望台から見る北朝鮮の風景をみたときは、北・南の近くて遠い関係を実感した。
全く関係ない話だが、行く先行く先で中国人観光者とぶつかる。
彼らのパワーはすごい。声もでかいし、態度もでかい（態度がでかいことに関しては私は負けていないが）。

今日の夕食は焼肉。食べ放題・飲み放題なのだが、どうも昨日から食べ過ぎている。
出てきた焼酎も飲みやすく美味しいという評判で、みんな制限なく飲みほしている。
やはり焼肉も食べやすく（甘かった）、チシャにキムチといっしょに包んで食べる韓国式は最高にうまかった。

さあ、つぎはＮＡＮＴＡ鑑賞だ。明洞のど真ん中に劇場があり、いわばコメディなのだが、台所にある調理道具を
駆使しての音楽はノリノリでよかった。一人ひとりのパーフォーマンスも、ことばを越えた笑いがあり、楽しかった。
世界のいろいろなところで興行し、現在１０のチームがあるらしい。絶対これはおすすめだ。
またまた明洞の街を、買い物をするのかしないのか、ひやかしながらさまよった。

２６日（月）最終日。
朝食は昨日に引き続き、”Ｌｅ　Ｓａｉｎｅ”で、と思ったら、少し遅れて行ったせいで、長蛇の列。
しかし他のところへ行く気にならず、並ぶこと１０分ほどで、テーブルにつくことができた。（以外と早かった）

今日は午前中自由行動ということで、南大門へショッピング。
まず最近放火で焼けたといわれる門を見学に行ったが、改修中ということでみることができなかった。
仕方ないので、市場を探索。
日本人と分かると、「かばん、どう？社長さん。」とあちこちから寄って来る。

私は黒いイージーパンツにフード付きパーカーにダウンベスト、カバンも何も持っていない。
私が正体不明に映ったのか、ほとんど声をかけられることもなかった。

昼は明洞のある超有名うどん店「明洞餃子」に。
地元のひとも並ぶ店だけに、この月曜日の昼にまたまた長蛇の大行列。
隣のＨ&Ｍの店の男性従業員が怒った顔で、睨んでいた。
うどんが８０００Ｗ（６００円）、餃子もひとさら８０００Ｗ。
手打ちといっても、細麺でコシもなく、わたしにはおいしいとは思わなかったが、
具材のミンチ肉やワンタン、餃子は旨かった。
それにキムチが超辛口！
少々辛いものが平気なわたしでも、さすがに汗なくたべることはできなかった。
しかし行列を並ぶに値する店であることには間違いなかった。

午後から景徳宮を見て周り（これが結構面白く、時間が足らなかった）、そしていよいよ仁川空港へ。
仁川空港ではまたまた免税店巡りで、残ったウオンを使い切る。
楽しかった２泊３日の旅もいよいよ終わり。
一緒に行った仲間もみんな喜んでくれたようでよかった。
楽しかった！
明日から仕事！？
元気で頑張っていこう！



2012.11.8　under5大会 

１１月４日（日） 毎週のように大会が続くこの時期、当然６年生が中心となるレギュラーの大会がメインなのだが、
 最近は４年生以下のジュニア大会も各地で開かれるようになってきた。
しかし次年度を見据えた新チームの大会があまりなく、あってもレギュラー大会と同時におこなわれるため、
なかなか参加がままならない。ということで自分で大会を作ろうというのがきっかけで開いたのがこのＵ５大会。
しかし残念ながら、意岐部大会の決勝と重なってしまったばかりに、我がアパッチはベストメンバーを組めない。
まあ、今後こういうこともあるだろうし、参加したメンバーで戦っていけばいいと切り替えて臨む。
 今回１６チームのリーグ戦・トーナメント戦という得意の変則大会を組んだわけだが、
 先週の雨やら、大会の重複もあって、結局１３チームの参加にとどまった。
 会場を提供していただいた泉州リーグからも強豪４チームの参加で花を添えていただいている。

 １回戦は晴明通子ども会  先発は菅。しっかりしたガタイから投げる速球はなかなか威力はある。
 制球などにはまだまだ課題はあるが、エースヤナを助ける意味でも、これから精進し伸びてもらわなければならない。

立ち上がり先頭打者に四球をあたえる。このチームとしては初陣であり、菅としては緊張の極致であったに違いないが、
先が心配な四球であった。２番に送られ、３番にレフト前でまず１点。その後ＷＰなどで２点を先攻されてしまった。

 ２回にその菅が汚名返上とばかりにセンター前ヒットで出塁。パスボールで３塁まで進み、内野ゴロの間に１点を返す。

 ３回、３本のヒットと４四球で大量８点を奪い勝利したが、 ２・３回と菅のピッチングはよかった。
まだまだ強豪チームを抑えきるようなピッチングではないが、
 球威が増し、コーナーをつく制球ができるようになれば、つかえるようになると思う。

 東大阪で開催されていた意岐部大会で、Ａチームが敗北し、これから４・５年生がこちらに来るという連絡。
 負けたことは悔しいが、これでこのＵ５大会も面白くなりそうな予感。

２回戦は土生町子ども会、 １回戦を観戦して、打力のあるまとまった好チームの印象だった。
 満を持してのエース柳本の登場だが、先頭打者の内野安打（エラーともとれるが）からはじまり、
 ＷＰや、外野の緩慢なプレーに少しへそを曲げたか、自分のピッチングができず２失点。
 Ａチームでもエースとして活躍しているヤナにとって、この２失点はきつかったに違いない。
それが顔や態度にでるところが、まだまだ甘いところで、こんな場面では私の出番である。
 押したり、引いたり、褒めたり、注意したり、なだめたり・・・。顔色を窺いながら、あらゆる手を尽くす。

こんなときは点をとりかえしてやるのがいちばんの薬に違いないのだが。
 ２回、橋本のヒット、新宮の内野安打からＰＢで１点を返す。３回は相手内野のミスに乗じで同点に追いついた。
やっと落ち着いた柳本は要所を締め、得点を許さない。アパッチ打線も、ランナーはだすが、リードを奪えない。
 最終回１死満塁の大ピンチを背負うが、渾身のピッチングで４番を１－２－４のダブルプレーで抑えきった。
 結果１勝１引き分けだが失点差で決勝に残ることができた。

 準決勝は八木ソフト。岸和田では八木北・八木南にならぶ名門。 本日も予選では大量点を奪い圧勝していた。

  先発は菅。四球・盗塁・ＷＰの悪い流れで先制を許してしまう。
しかしその裏、酒井・柳本・藤原の３連打、でつかんだ満塁のチャンスで、菅が走者一掃の２塁打をはなち逆転！
 ２回も５安打で７点を奪い勝負を決めた。

 いよいよ決勝。相手は予選を接戦で勝ち抜いてきた海老江東。
 死のＣブロックを無失点できりぬけ、準決勝も強豪黒鳥ドリームズを１点差で破ってきた。
 文句なしにいちばんの強敵だった。このチームのいいところは、投手を中心にまとまりがよいところ。
エースは超スピードボールとまではいかないが、制球よくスピードもある。
 １昨年、アパッチと数々の死闘をくりひろげてきたチームカラーに良く似ている。

ところがどうだ。そんな心配をよそに、エース柳本がここにきて絶好調。
また守備もショート倉員の華麗なグラブさばきなど完璧な守り。
 打っては橋本の２塁打、柳本の３塁打など効果的なヒットがでて、好投手から７点を奪った。
この試合に関してはアパッチが出来すぎで、点差ほどの実力差はない。
ちょっとした試合の流れで、逆の結果になることもあるわけで、この大勝を喜んでばかりではいけない。

 今回主催したこのＵ５大会で優勝することができたわけだが、
 参加した全てのチームに大きな差はない。
これからアパッチも見直さなければならない点も多々ある。

まあ,しかし、初陣を飾り優勝したわけだし、ここは素直に喜んでおこう。
 優勝の感動を味わうには、チト早すぎた感じがしないでもないが。



2012.11.10　山口→長崎→博多

１１月５日（月）今週は山口⇒長崎⇒博多というルートでの出張。
 朝４：３０に起き、５:２０出発。
 ６：２５分の新幹線に乗り込んだ。
 山口では国立のセミナーパークというところでの研修。
 １０名の店長が２泊３日のＢＧＷの地獄の特訓を受ける。
 毎度のことながら、開講式での気合一発の訓示をたれる。
 今回は四国九州地区の選抜店長ということで期待していたが、どうも緊張のあまりか元気というか覇気がない。
 開講式で前に立った瞬間のみんなの気迫みたいなものを全く感じなかった。

 最初の３０分ほど聞いていたが、どうも反応が鈍い。
こりゃ、講師の先生も苦労するだろうな。
ゆっくりもしておれず、そこから新山口まで引き返し、新幹線さくらに乗車した。
 ４０分ほどで博多到着。
そこから特急かもめで長崎まで約２時間

 基本的にわたしは、閉所恐怖症ということではないが、あまり長く電車に乗ることは得意ではない。
 東京はよほどのことがない限り飛行機だし、九州博多ならこれも飛行機を利用する。
しかし今回のルートなら電車を利用せざるを得ず、長期ロードであるが、ＪＲでの移動となった。

さくらもかもめも乗り心地はよかった。
やっと長崎到着。
わたしにとって、はじめての長崎。
 春日八郎の長崎の女（ちょっと古いかな）を口ずさみながら駅に降り立った。
 駅前はどこも同じ。
 人通りも多いし、店も混雑している。

とにかくホテルでくつろごうと直行。
 車の運転が大阪と似て全般的に荒い。
 信号待ちで立ち止まり、青に変わったので歩き出したが、左折してきた車と接触しそうになる。
ここはいつもの通りギラッと運転手をにらみつけたが、おばさんだった。
 見ていると、全般的に見切り発車が多く、横断歩道を渡っている歩行者をあまり優遇していない。
 地方により、そのあたりの交通マナーが全然違う。
 長崎の運転手がすべてそうだと決め付けることができないが、わたしにはそう感じた。

 翌日11月６日は長崎アミュプラザの会議室でのヒアリング。
 ４人の店長との面談を終え、ただちに博多へ移動。
またまたかもめに乗り込んだ。

 博多へは１５時過ぎに到着。
 付近の店舗をまわり、ついでにショッピング街を見て回った。
そういえば土産を買わなければ。
 会社のスタッフと自宅とアックンへ。
ふくやのメンタイコ、ふくさ屋のカステラ、アックンの好きなひよこ饅頭。
まあ決まっているので店の所在地を確認して、明日帰る前に買うことにした。

 夜は博多１番街のシジャンで夕食。
せっかく地方に来ても、食事はわが店舗ばかり。
たまには有名店でも行ってみようかな。

 昨年まで破竹の勢いだったこの韓国料理の業態が今や不振のどん底。
この店も雰囲気は悪くなかったが、やはり最も大切な料理の味のコクがないように思った。
まだオープンして間もないこの店も、数字はまったくついてきていない。
 危機意識を強く持たないと、状況は絶対変わらない。
お客様が来ないのは、韓流ブームが過ぎたからだとか、竹島問題だと思っているようではどうしようもない。

 翌日も博多の店長との面談。
 朝のうちに業務を完了し、午後の飛行機で帰阪。
 伊丹から自宅に直行し、荷物を置いた後、会社へ。
 １８時頃にデスクに向かい、留守中のメールを確認。
 明日も忙しのかな。



2012.11.13　ついにラムも

１１月１２日（月）

 今週は月曜日から東京支社へ出張。
この月曜日の朝4：30起床というのはつらい。
 ９時に研修の開校式の訓示というお定まりのコースから、
 少し休憩して店長ヒアリング。
ひとり欠席ということで３人。
これは楽だ。
 早い目に業務が終了したので、昨年度の新入社員が店長をつとめている大手町の店へ。
なかなか立派に成長している姿を見て安心しホテルへ。

 夕刻、予期せぬメールが。
 「ママの帰りを待つようにして、ラムちゃんは今、マロンとサブロウの待つ天国へ行きました。」
 今年初めからずいぶん弱っていた愛犬ラムがついに逝ってしまった。

もう１７～８年前、家内と買い物をしていたときにあるペットショップの前で立ち止まってしまった。
ショーウィンドウの端で、一匹のかわいいワンチャンが訴えるような眼でぼくたちを見つめていた。
それがマロンとの出会いだった。
 全く犬を買う目的で買い物をしていたわけでもないのに、魅せられた様に衝動買いをした。

そして翌年サブロウが増え、そして２年後ラムちゃん誕生。
 一気に村上家は娘二人に愛犬３匹、私に家内に両親の大家族になった。

それからいろいろなことがあった。
 娘二人の高校・大学受験、そして就職。
 私の長年勤めていた会社の倒産、そして会社設立。
そして両親の死。
 私の会社の経営不振、つらいつらい不遇時代。

どんなつらいことがあっても、妻や娘のおかげで乗り越えることができてきた。
そしてなにより、この愛犬３匹がわたしをいやし続けてくれた。

 夜寝るときも、シングルベッドを二つ並べた寝室に、わたしと家内とこの愛犬３匹が複雑な形で寝ていることが
多かった。 私が会社から帰ってくると、みんな階段でお出迎え。
 食事のあと、隠れて私が間食をしていると、みんな寄ってきて「わたしにも～、僕にも～！」という感じで欲しがる。
 ３匹とも私の食べるものはなんでも欲しがり、また好きだった。

 家族以上の存在だった３匹の存在。

 昨年１月にマロンが、続いて３月にサブロウが。
そしてついにはラムが。

 今頃天国で３匹が再会し、シッポをふりながら仲良くじゃれあっていることだろう。
みんな本当にありがとう。
 今私があるのも、妻や娘たちと同様、この３匹の愛犬のおかげだ。

ラムちゃん、やすらかに。

 合掌



2012.11.19　練習を観戦しての思い 

11月１8日（日）
 朝から小学校グランドで練習があった。
 Ａチームは午後から東淀川大会の決勝に参加するため、１０時半頃出発。

 Ａチームの練習は５･６年生に中橋・工藤を加えた１９人。
 守備練習では、来期新チームを視野に入れた守備体制での練習を本格的にやりだした。

 ６年生は、本当にみんな上手くなったと思う。
 昨年のメンバーに比べ、どちらかというとかなりレベルが劣るという感じでスタートした。
 基本的なキャッチボールが下手で、ボール回しを見ていても長く続かない。
おまけに昨年はスーパージュンスケがいたので、内外野ともボールがほとんど飛んでこない。
サードの守備などは、５試合で２・３度の守備機会ということも多かった。
 内野守備がそこそこ上手である上に、守備機会が少ない。
エラーも目立つことがなかったわけだ。

 今年も春先は宮本が好調な立ち上がりで、昨年に負けず劣らずの状態だった。
しかし、夏前からコンデションを崩し、エースを柳本に譲ってからは、アパッチのソフトボールも変わらざるを得なくなった。
もちろん、エースヤナも５年生にしては超Ａ級のピッチャーだ。
 普通の６年生のレギュラー陣には打てないと思う。
しかし、強豪チームのクリーンアップとなると、体格・選球眼・すべてにおいて１学年の差は大きい。
そんな強豪チームを抑えることは並大抵なことではない。
ましてこれから３月まで、いろいろな大会では強豪チームでも連合を組んでくる。
 ２・３点の失点なら上出来のつもりでぶちあたり、打線がそれを援護してやるという方向でないとダメだと思う。

 先日のＵ５大会。
 並みいる強敵を撃破し、優勝することができた。
ここは柳本のピッチング、そして中軸打線の破壊力・選手層といった点で他のチームに先んじていた。
そういったもろもろの要素が優勝へと導いたと思う。

そして今日、あらためてこの５年生以下の練習を見た。
まだまだそのポジションのスペシャリストが養成できていない。
これは至極当然のことで、みんながさまざまなポジションの可能性があり、
これからそのポジションの適正を見ながら決めていけばいいことだ。
しかし選手個々にも、やりたいポジションがあるはずで、それをアピールできていない。
もっともっとここがやりたいというのを前面に出せるくらいの力をつけて欲しい。

 私自身、さまざまな思いをめぐらしながら、練習を眺めていた。

 午後からの大会は、決勝２回戦で東小橋に勝利するも、
 準々決勝で、実力ＮＯ１とも言われる池島連合に完膚までにたたかれてしまった。
 上位打線の破壊力に、５年生エース柳本の力及ばずというところであった。
しかしそこはチームワーク。
 ６年生の盛り上げがイマイチ。
いくら相手の打撃が素晴らしいといっても、アパッチ打線もひけをとっているとは思わない。
いくら打たれても、守備陣がしっかり守ってやり、失点を最小限に抑えなければいけない。
そういったポイントが残念ながらまだできていない。

 残された４ヶ月。
どこまで理想に近づけるか。
 悔いの残らない追い出し会を迎えることができるか。
 楽しみだ。



2012.11.28　岸和田市長杯

１１月２８日（水）
 今週も月曜・火曜と東京出張で、なかなかＨＰやブログの更新ができていない。
アクセス数だけは増えているところを見ると、皆さん期待してＨＰを開けていただいているのだろう。
しかし残念ながらブログも先週のままで、がっかりして閉められているのだろう。
 申し訳ありません。

 先週は２３日がまがたま杯、２５日が岸和田市長杯という二つのイベントがあった。
まがたま杯は参加が９チームというミニ大会だったが、予選が１勝１敗でかろうじて勝ちあがったものの、
 決勝１回戦であっさりと敗退。
 昨年優勝のディフェンディングチャンピオンとしてはふがいなかった。
 投手柳本のできもよくなかったし、６年生の守備・打撃とも物足りなかった。

 初参加の岸和田市長杯はどうか。
 泉州・泉南地区から４８チームの参加で、地区外のアパッチにとって、初めて聞くチーム名のところも多かった。

 １回戦は八木北。
この大会を紹介していただき、お世話になったチームであるが、運命のいたずらか１回戦であたることになった。
 春先に対戦したときには、チームの仕上がりが遅れ、失礼ながらまだまだこれからという感じがした。
しかし今、ＨＰで見る限り、夏前ころから実力を発揮しだし、随分チーム力も充実しているように思う。
なにしろ伝統ある名門の強豪チームだ。
 確かに試合前のサウスポーエース君のピッチングを見ても、球も走り、攻略するのは簡単ではないと思った。

しかし初回、立ち上がりの制球難につけこみ、２つの四球で１死１・２塁のビッグチャンス。
ここで４番北野がチェンジアップに上手くタイミングをあわし、右中間への大ホームランで３点先制。
これで随分優位に立ち、初回の柳本のできから言っても、問題ないと思われた。
ところが２回裏、エースヤナ ストライクが入らない。
 四球は二つだがとにかくボールが多く、逆にストライクを無理やりとりにいったところを狙い打たれる。
あれよあれよという間に４点を奪われ逆転を許す。

まあしかし、今日はそのままズルズルいかないところが良かった。
 ３回は宮本のタイムリーで同点。
その裏またまた同点に追いつかれたが、４回藤原のヒットを足がかりに、２死２・３塁のチャンス。
ここでキャプテン久保山が、しぶとくショートへの内野安打をはなち、２塁走者柳本も判断良くホームを踏み、見事逆転。
なんとかこのゲームをものにすることが出来た。
しんどい試合だったな、でも本当に勝ったのか？そんな感じの試合内容だった。

 決勝進出をかけての２回戦は修斉チーム。
エースは小柄ながら小気味良く投げ込んでくる。
びっくりするようなスピードボールではないけれど、運動神経のよさがはっきりわかるエース君のピッチングだった。
 初回アパッチの攻撃は、死球の柳本を塁において、３番宮本の気持ちのよいレフト線へのホームランで２点先制。
 ２回も宮本・北野のタイムリーなどで３点を追加した。
 １回戦でどうなることかと思われた柳本ではあったが、この試合では見事に立ち直り、被安打１の無四球完封。
 ２連勝で決勝トーナメント進出を果たした。
 久し振りの大会参加であるわたしにとって、勝利はなにより嬉しい。
この調子で決勝トーナメントも勝ち残り、優勝の二文字を勝ち取って欲しい。



2012.12.3　OSFL納会 

12月1日（土）
 Ａチームは大阪東ジャガーズカップに参加、4年生以下は学校にて、いきいき活動での練習というスケジュール。
 Ａチームは予選を突破し、見事決勝進出したのだが、決勝で大敗を喫し、喜びも半減かと思いきや、
 選手たちは銀メダルを獲得して喜んでいたということで、まあ５年生バッテリーがよく頑張ったと気持ちを切り替える。

 私といえば、朝学校に少しだけ顔を出し、そして出勤。12月の中旬は13日間で10日間の出張がある。
 医者に少し過労気味といわれたのだが、とにかくここを乗り越えないといけない。

 夜、ＯＳＦＬの納会兼忘年会があった。
アパッチからは、私・岡田事務局長・宮本監督・酒井次期監督が参加。
 全員で５チーム１３人が集った。
 ＯＳＦＬも結成4年が経過し、当初の目的であったチーム同士の交流と、お互いの切磋琢磨の努力によるチーム力
向上を図ってきた。たしかにどのチームも各区の代表またはそれに準ずる成績を残してきている。
ここでもう一度意思疎通をはかり、新年度の意気込みのようなものを確認しあいたかった。

 場所は天王寺のあべのルシアスそじ坊。 女性店長Ｓ嬢の店だ。
 梅田や難波には行くけれど、天王寺には来ることがない、という人が多かった。
わたしは高校がこちらにあったので、どちらかというと難波より親近感がある。
カモなべにそば焼酎のそば湯割りをみんなに勧め、期待通りの大絶賛をいただいた。

 ＯＳＦＬにとって今年は大変残念な年であった。
わたしにとってかけがえのない、右腕というより両腕として私を支えてくれていた金原氏がご逝去された。
 本来は今年度から私に代わり、ＯＳＦＬの会長をしていただく予定であった。

 引き続き会長はわたしが、副会長にＳ子ども会のＳ氏と新しくＴ子ども会のＮ氏にご就任いただいた。
 来年度の会の運営方法など打ち合わせをし、そこから懇親会。
2時間45分（本来はのみ放題は1時間30分なのだが）しっかり飲み、交友を深め合った。

やはり定期的にこういう集まりは必要だというのを実感した。

2012.12.4　めまい 

 ２ヶ月ほど前に少し頭がふらふらするので、また血圧があがっているのかと医者にいった。
 血圧の薬は毎日かかさず服用しているので、ひょっとしたら効き過ぎて低血圧かなとも思っていた。
 医者の診断は「自律神経失調症」ということだった。
 何のことか分からずいろいろ調べたら、とにかく頭を休めることと言われた。
たしかに私は絶えずなにかを考えていることが多い。
ボーッと何も考えずジッとしていることが少ない。

そういえば、今期の経費や事業計画の見直し、新年度の人事異動、
 店長ヒアリングのまとめといったことが頭の中を駆け巡っていた。
 同時に、アパッチの八大交流・Ｕ５大会の開催に向けての準備。
そして清青会の韓国旅行の下調べなど、さまざまなことが集中しすぎていた。
おそらく歳と共に老化している私の頭では、さばききれなくなっているのだろう。
 若い頃なら、この３倍くらい屁とも思わなかったのになあ。

 薬をもらい、少しは落ち着いていたのだが、また２・３日前からめまいがする。
またまた医者に行った。

 今回の診断は過労。
さほど仕事をしすぎているという意識はないが、
 今思えば、１１月は出張が延べ日数１２日。
 本社出勤のうち会議が７回。
 平均睡眠時間は５時間で、会社・自宅でＰＣとにらめっこしている時間は１０時間以上。
やっぱり思考回路がショートし、悲鳴をあげるのは当然なのか。

 １２月も延べ１１日の出張が待っている。
 年末年始も１２月３１日から１月２日の３日間に休めるかなという状況。
 身体を壊したら元も子もないというけれど、今やらなくてやるときがない私にとって、最後の勝負のときなのだ。
これからの６年が、今まで６０年生きてきた最後の集大成となって表れる。



2012.12.5　寺子屋の意義 

 １０月から寺子屋が復活し（約１０年ぶり）、第２・４金曜日に英語を教えている。
 前回は自宅で長机を利用し、男女１３～４人に英語と数学を教えていた。
アパッチの男子とキックベースの女子だ。
 土曜日の午前中にソフトやキックの活動をし、午後から約３時間みんな楽しく（？）勉強した。
 彼らが中学生になってもそのまま教えて欲しいと言う要望があり、中学生になっても継続。
その上中３生も受験勉強をみてほしいということで、金曜日の19時すぎから22時頃（23時までのときもあった）まで。
もちろん完全ボランティで、資料も手作り。
 仕事が順調なときでもあったので、苦にはならなかったが、不況の波が押し寄せてきてそれどころではなくなり消滅。

それから私の人生でもっともつらい時代がやって来る。弱音をはくのがいやで、今くどくどと恨み辛みを言いたくない。
でもその苦労があって今の自分がある。
そしてその感謝の気持ちを家族に表し、同時に社会に貢献できる手段が、今の寺子屋だと思っている。

 現在、会社でも新入社員向けの研修の中で、英語や漢字検定・数学の講義も受け持っている。
しかし中学生のほうが面白いし、吸収する姿を見るのは非常に興味深い。

  ６年生７人と５年生１０人。今回は時間の関係で英語のみ。 地域の会館を使わせていただき（有料）、
 ２時間のレッスン。ＡＢＣをからスタートし、小学生にはチト難しい発音を教え、１１月からやっとbe動詞に入った。
 今はみんな楽しく、ワキアイアイ。 来年は中３も復活させようと思っている。

それでなくても体調も芳しくないし,仕事も忙しい、「大丈夫？」と家内からも言われている。
しかしジッとしているのがいやで、たえずなにかをしていないと逆に落ち着かない私にとって、
この寺子屋は、老化防止にもなるいちばん良い手段なのだ。
 英語と数学に関しては、８ヶ月あれば、どんな高校へも合格できる実力をつける自信はある。
 「スキこそものの上手なれ」
 英語と数学がすきで、それ以上に教えることが好きな私にとって、この寺子屋が楽しく面白い。

2012.12.6　メンテ 

 １５年以上も前のこと。
 会社を立ち上げて、さまざまな人との交流を図る中で、車と時計と靴に神経をつかうことが多かった。
 名刺交換し、相手が会社の大小関係なく代表取締役という肩書きがあると、自分との比較をしたがる方も多かった。
 会社がもうかっているかどうかはなかなか分からず、スーツのメーカーがバーバーリーやアルマーニ。
 時計はロレックスやカルチェ、車はベンツかＢＭＷ。そういったもので判断している人も少なくなかった。

意外と気づかない人が多いが、靴というのは重要ポイントで、いくら高級スーツを着ていても、足もとの醜い人は
おしゃれに無頓着で、およそセレブとは言い難い。 僕など高い靴は履いていないが、靴磨きだけは意識的によくした。

しばらくしてロレックスを買った。
 知り合いが高島屋に勤務していたので、１５％引きになったが、それでも７０万ほど支払った。
しかし大変なのはここから。５年に一度はメンテナンスをしなくてはならない。
だいたい５万円ほどかかる。 景気のいいときは５万円は大したことがないと感じるときもあったが、

それからの不遇時代の５万円はきつかった。 真剣に売ろうと思った時期もあったな。

 先日高島屋に５年ぶりのメンテの依頼に行った。
 ３年前にメンテの基本料があがったそうで、私の時計で最低６万９千円。
 針が変色しているので交換すればさらに１万２千円。
ガラス交換するとさらに１万２千円。
ベルトが緩んでいるので、もし交換するとしたら、さらにさらに３０万円！

キャー！
とりあえずメンテするが、７万円以上かかるようなら返して欲しいと言い残し、高島屋を出た。
その後、連絡がないので、最初の見積もりでＧＯしているのだろう。
そして出来上がりが２月のはじめということだ。
メンテに２ヶ月もかかるというのも大名商売でうらやましい。

しかし、年齢や時計の痛み方からいっても、私のロレックスのメンテもこれが最後になりそうだ。
 寂しいけれど仕方ない。
 時計がまだまだ必要と感じる仕事ができていれば、たとえ１０万円でも惜しくないのだが。。



2012.12.9　さあ、今年最後の長期ロード 

 本当に早いもので、今年もあと２０日あまり。 今年１年を振り返ってみると、
新年の１月から、北は北海道・南は九州福岡長崎と旅役者さながらに日本を縦断した。

 学生時代からあまり旅行に行った経験も少なく、高校入学前の春休みに、山口県の秋吉台・秋芳洞に行った
くらいで、勤めだしてからも、出張で新潟・宮崎・群馬くらいだろうか。

そんな私にとって、今年は本当に忙しかった。
 初めて訪れた地方もたくさんあった。
 仙台・盛岡・石川・金沢・七尾・山口・長崎・・・。
しかし、せっかく札幌や博多といった名物のたくさんあるところに行っても、夕食は我が店ばかり。
おまけにゆっくり観光などする時間もない。
ホテルにいるか、ヒアリング・研修会場でしゃべっているかのどちらかで、地方に来ているという意識はほとん
どなかった。

でもパートナーさんとのヒアリングはとても楽しい。
 彼女たちも本社から私のようなものが来ると聞くと、手ぐすねを引いて待っている。
 「ちょっと聞いてください。実は～」
そういった言葉からはじまり、日ごろのうっぷんをぶつけるかのように私に速射砲のようにぶつかってくる。

 私の仕事としては、それを素直な気持ちで聞いてあげることと、それを１００％納得するのではなく、
やんわりと受け止めながらも、疑問に答えてあげつつ、こちらの意向に沿っていただく。
パートナーさんひとりひとりの考え方が違うのは当然だが、お店で働いていただいている以上は、
われわれ社員の考え方も理解していただき、仲間皆さんと同じ方向で仕事をしていただく。
そういった趣旨のもと、３０分～４５分のトークになるわけだ。
 終了間際にみなさん同じ事をおっしゃる。
 　　「こういうヒアリングを定期的にやってください。
 　　お店の従業員全員にできるようにお願いします。」

しかし日本全国には４５０店舗・８０００人以上のかたがおられる。
わたしひとりではとてもとても。

やらないうちから出来ませんでは前に進まないので、
それでは来期は、１００店舗　３００人を目標にしよう。
 目指せ、３年で全店舗　主要パートナーさん全員クリアー！

ということで火曜日から２週間、今年最後の長期ロードに出る。
 週末少し家に帰る程度で、ほとんど家にいない。
 東京・横浜・島根・岡山・広島・石川・金沢・そして東京。
 今年最後の大移動だ。
しばらくはＨＰもブログも更新できそうにない。
 頑張って行って参ります。

※　書き終わったところでうれしい知らせが。
 中央区のジュニア大会（４年生以下）でアパッチが優勝したという。
 今年前評判は高いものの、ジュニア大会ではここまであまり良くなかった。
 最後の大会で優勝できたというのは本当に喜ばしい。
そしてこれから有志だけで打ち上げをするという。
これはわたしも行かねばなるまい。
ということで、堺東のそじ坊へ自転車でGO！
 
   



2012.12.15　ちょっとひと休み

 久し振りに大阪に戻ってきた。
 １２日に東京のビッグサイトで経営報告会がおこなわれ、わたしは内定者・大学の対応ということで出席。
 急遽前日の11日に店長ヒアリングをすることになり、支社にて２名。
 血圧の針が振り切れるほどの大声をだしてしまい、もうフラフラ。

 翌日の報告会も適当に切り上げ、羽田から出雲空港へ。
 島根という地域は大阪からは不便で、いったん岡山まで行き、そこからＪＲにて北進。
 ４時間かかる。
 島根へは３５年ほど前、友人の結婚式のために訪れてことがある。
 出雲着が１８時前でそこから空港バスにて松江に移動。
その間、宍道湖のそばを走っているのだろうが、真っ暗闇で何も見えない。
どこか名物の出雲さばを食べさせてくれるお店をさがしたが、駅近くでは見つけることが出来なかった。

 翌日店長ヒアリングを終え、そこから広島へ移動。
 松江から３時間半のバス移動も可能らしいが、かなり疲れるということで、特急「やくも」にて岡山まで行き、
そこから新幹線で広島へ行くことにした。
 今回はリーガロイヤル広島で宿泊。
 会場がヒアリング会場に近いということと、ネットで格安に泊まれると言う事でこのホテルになったらしい。

やっぱり違う。
いつものＴＫインや他のビジネスホテルとはくらべものにならない。
フロントでの接客、部屋の美しさ、窓からの眺め、朝食の質。
 通常料金では倍ほども違うのは当たり前かな。
すっかり偉くなったような気分で過ごし、最終日を迎えた。

 ４人の店長とのヒアリング。
 今回の４人はそれなりに優秀な人材のようだ。
 業背も悪くないし、人物も真面目なタイプが多い。
しかし癖がない分、個性がなく、リーダーシップに欠ける。
もう少し上のレベルの目標をもち、実現のための戦略・戦術を持たなければ、
 全く成長もないし、働く上でのバイタリティというか、活力が生まれてこない。

 昼過ぎには広島をたち、自宅には夕刻に帰ることができた。
 少し疲れたかな？
 自宅ＰＣのメールを確認し、ＨＰも少し更新。
やっとゆっくり出来るかと思ったが、今日は寺子屋の日。
この２ヶ月の成果確認のための試験をする日だった。
すでに問題は作ってあるので、再度見直しをし、授業にそなえた。

そして今日土曜日は朝から出張のまとめと、月曜日の会議の資料作り。
 　
 明日日曜日はリーグチャンピオンシップ大会で、各リーグのチャンピオンチームが集合する。

 月曜日は終日会議。

そして火曜日からは家内との旅行が待っている。
 二人だけの旅行というのは、３年前の韓国旅行以来だ。
 自律神経失調症をかかえ、ゆっくりのんびりできる旅行にしたい。
すごく楽しみである。



2012.12.17  リーグチャンピオンシップ大会

 １２月１６日（日）泉州リーグが中心となって開かれているリーグチャンピオンシップ大会に参加。
大阪各地にあるさまざまなリーグで、その年の１・２位チームが集まり、ＮＯ１を決めるという趣旨の大会。
わがアパッチは今年で３回連続の出場である。 主催しているＯＳＦＬと加盟しているＭＯＳＬの両方から権利が
あるわけだが、この２年ともＭＯＳＬからの参加で、いずれも予選を突破し、上位進出を果たしている。
ＯＳＦＬからは城北ユニオンズと田中子ども会という誇れる２チームが出場。ＭＯＳＬからは金塚子ども会とアパッチ。

抽選の結果天神山ボーイズとの対戦が決まった。これはラッキー。
名も力も知らないチームと対戦するより、夏の交流戦で一度相交え、優勝候補にもあがっているチームのほうが
緊張感が増しよい。エースは９０Ｋｇもあろうかという巨漢。サウスポーから投げ下ろす速球は威力満点。
アパッチ打線がどう攻略するのか、またエース柳本がこの巨漢君にどう対処するのか興味は尽きない。

しかし初回、チャンスがあったが無得点に終わった守り。 先頭打者に死球を与える。

 「どんまい、どんまい」２番打者にも死球。「これから、これから」 ３番打者にも死球！ 「・・・・・・・・」
４番・５番・６番、四球。 宮本にチェンジしても状況は代わらなかった。 瞬く間に５失点。
５失点が大きくのしかっかって来る。この巨漢エースから５点を奪えるのか。

しかしアパッチ打線は頑張った。
 ３回、センターにはいり、ひとり涙をぬぐっていた柳本が会心のライト線へのホームランでまず１点。
そして最終回、一丸となった打線はしつこく攻め、２点をとり、なおも２死１・２塁で再び柳本。
 一打同点・逆転の大チャンス！
ここは内野ゴロで追いつくことはできなかったが、初回の雰囲気からすると、よくここまで来ることが出来たと思う。
ヒット数も相手には１本も打たれておらず、逆にアパッチは４安打！
 初回になんとか３失点くらいでおさえておれば、展開も変わっていただろう。
いつも言っている通り、５失点以上のビッグイニングをつくられるのは、わたしを含めたベンチワークの責任。
 今回のこの初回の悪夢は、エース柳本やマスクをかぶった藤原にもいい勉強になったと思う。
 絶対この経験は来年につながるはずだ。

2012.12.24  妻との二人旅 

結婚して毎年必ず旅行に行っていた。 ３月に結婚し、すぐに妊娠したときも、８月に高野山に登った。
長女４歳、次女２歳のときハワイへ。これは大変だった。出発の２日前まで、風邪と過労で点滴生活だった。
キャンセルもできず、しんどい身体にムチ打って出国。着いて２日ほどはのども痛く食事もロクにできなかった。
それ以降夏休みになると海近くの観光地に行っていた。

 １８年前に犬を飼いだしてからは、旅行には行けなくなった。
 家族同然の愛犬を放って行くのは、とてもじゃないができなかったのだ。

 先日たった一匹残っていたラムが死に、その傷心を癒すためにも、
また少し疲れ気味のわたしにとって、医者の勧めもあり今回の久し振りの旅行が実現した。

 石川県の和倉温泉から輪島の朝市、加賀温泉というコースなのだが、
 少し変更し、ハナから輪島でとまり、朝市を見た後、タクシーをチャーターして兼六園へまでいき、
 辰口温泉で宿泊し、帰阪というルート。
もちろん、大阪からはサンダーバード特急。

 加賀屋などの旅館の選択もあったが、私はこじんまりとしたものを選んだ。
 輪島の「海遊能登の庄」・辰口温泉「萬葉」の２つの旅館はともに知る人ぞ知る高級旅館。
 １泊ひとり３００００円弱、食事・器・窓から見える景色どれをとっても文句がない。

そして旅行社の勧めもあり、タクシーでの専用車にての移動。
 少し高くついたけれど、身体は楽だし、ロスはない。
おまけに今回、ずっと雪がおまけとしてついてくる中、おおきな荷物を持っての電車・バスはきつい。
 家族との旅行は贅沢でなけりゃというのが私の考えだ。

 妻との二人旅は４年前の韓国旅行以来。
 楽しい思い出がいっぱい出来た。
 輪島朝市・キリコ会館・千里浜なぎさドライブウエー・金箔屋・魯山人の寓居・兼六園。
なにより妻の楽しそうな顔を見ているだけで、来て良かったと実感できた。
 来年ふたりとも還暦を迎えるわけだが、これからも仲良く楽しく、頑張っていければいいなと思う。



20121.12.27　素晴らしいリーダーシップ

先日の出来事だった。難波駅の改札を出て（３Ｆ）、エスカレーターで１階まで降りていたとき、
長いエスカレーターの下のほうが何か騒がしかった。
のぞいて見ると、数人の人だかりがあった。ロングドレスの女性のすそが、エスカレーターに挟まり身動き取れて
いない様子。そのまま引きずられることがなかったのが不幸中の幸いだったが、女性も半泣きの異常事態だった。

大体こういう有事の場面では私の出番である。別にスタンドプレーを見せびらかすのではなく、こういう突拍子も
ない状態で、私は動物的な感覚で最善の手段をとることが出来る。
自分自身そういう意識をしているわけではなく、いろいろな人からそういう指摘を受けることが多い。

速攻でエスカレーターを走って降りようとした刹那、 「すみません、事故が起こりました、エスカレーターを緊急
停止します。手すりを持って注意してください。では、止めます。」

３５歳くらいの少し背の高い女性が、大きく両手を上げながら、大声を出していた。
数秒後、エスカレーターは停止し（彼女が緊急停止ボタンを押していた。）そしてこれまた当事者の近くの男性が、
挟まったロングドレスを引っ張っていた。残念ながら高級そうなそのドレスのすそは破けてしまったが、見事に取り
出すことに成功していた。件の女性はすぐさま、「ご協力ありがとうございました。エスカレーターを動かします。」
そしてエスカレーターーは再び動き出した。誰彼ともなく、歓喜の表情や拍手が沸いた。

あっという間の出来事だったが、この女性、別にこの駅の職員でもなければ、普通の一般人である。
しかし、凡人にはできない行為である。
もし彼女がなにもいわずエスカレーターを止めていたらどうなっていただろう？
あわてて駅員を呼びに行っていたら、こんなに早く解決できていたのだろうか？

もし私が１０秒はやくこのエスカレーターに乗っていたらどうしただろう。
これらの行為は瞬間瞬間で起こす反射神経のようなもので、考えておこなう行為ではない。

私はエスカレーターを降りてからも、この女性の表情を見ていた。
彼女はロングドレスの女性に一声かけてその場を立ち去った。もちろん、何事もなかったように。

わたしのリーダーシップはすごいとよく言われる。単に声が大きいとか、指示がしっかりしているとかではない。
自分で自分の長所を言うのは恥ずかしいのでくどくど書かない。

でも今日の一件に関しては、この素晴らしい女性に脱帽。
こんなリーダーシップを持った女性がいるなんて、まだまだ日本いや大阪も捨てたものじゃないな。

2012.1.4　年頭所感 

新年を迎え、早くも４日たった。大晦日も元旦もＰＣとにらめっこ。
孫のアックンやシュウチャンのご機嫌をとりながらのひとときもあったが、ほとんど気持ちは仕事のこと。

来期研修の内容及び予算・新卒採用・ＰＮ研修・・・。
なにか、ＴＶを見ていても、気持ちは上の空で、心底笑うことが少なくなった。

さすがに元日は、妹夫婦や娘夫婦との年始の挨拶をし、住吉大社にもお参りに行った。
久し振りに見た獅子舞に、すこしだけ感動をおぼえたりした。
２日は朝から家内の実家である法隆寺を訪れ、てっちり鍋を囲む楽しいひとときもあったが、
食事が終わると落ち着かない。早々にひとり退散し、会社へ向かう。

 別にこれといって、今絶対やらなければならないということなどない。
しかしＰＣに向かい、キーボードをたたき、マウスを動かしていなければ不安なのだ。

今日４日は、社長から年頭の所信演説があった。 会社にとっても自分自身にとっても大切な年。
そうわたしにとっては、還暦を向かえ、本来なら定年という節目なのだ。
しかしありがたい事に、すでに現状のままでの６５歳までの延長を内示いただいている。
 当然甘えは許されないし、向上心を持って臨まなければ意味がない。
 私の場合、常に十歩前を見ながら、確実に一歩一歩前進していかねばならない。
 同時に後進の指導も絶対に忘れてはならない。

今の私の目標はひとつしかない。その可能性は極めて低い。
しかし、その目標達成にむけて努力し続けることが、ひとつの目標でもある。
なんだか禅問答みたいだが、常々言っている目標・夢・希望がなければ前進はないということなのだ。
もう一発頑張っていくぞ！



2013.1.8　「アベノミクス」と「安倍リスク」 

1月8日（火）
早いもので年明けから1週間過ぎた。

昨年暮れに自民党が政権を奪還し、
安倍総裁が大胆な金融緩和を提唱し、そのことに反応して株高と円安が進行している。
この安倍総裁のデフレ脱却、マイルドなインフレ環境をつくる政策をアベノミクスと言うそうだ。

その反面で、韓国でウオン高による国内経済の悪化が懸念されている。
そしてその最大の原因を「安倍リスク」と呼んでいるそうだ。

大きくとらえると経済、小さく視点を落とすと商売というのは儲かっているところがあると、
損をしているところが必ずある。
全てのひとが利益を得て万々歳ということはありえない。

われわれはいつも勝ち組でいたいと考える。
なにも努力せず、自分は他人より良い立場に居たいと思っている。
でもそんなことは不可能で、自分が努力している以上に他人も努力しているに違いない。

学生時代にこんなに勉強したのだから、きっと成績は上がっているだろう。
次の試験は必ず合格しているだろう。
いつもそう思っていた。
ところがどっこい、そうは問屋がおろさない。

この年になって、結果だけを求めて行動をおこすことがいかに愚かなことかわかってきた。
もちろん、いい結果を生みたい、そのために行動しているわけだが、それで結果がついてこなかったときの落胆
に耐えられない。

ソフトボール、今期の6年生の活動もあと2ヶ月とわずか。
思った結果がでていないと感じるか、いや、精一杯やって満足だと感じるかは個人の価値観で違う。
われわれ指導者としては、子どもたちにソフトボールをやって楽しかった、そう思えるような終わり方をさせたい。
だれもが思うことだが、ではそう思えるような終わり方とはなんだろう。

最後の最後まで、監督・コーチ・保護者と選手たちが一緒に汗を流し、
喜びや悔しさを共有しあい、涙を流すことだと思う。

わたしの使命は、それが出来る環境を作ってあげることにほかならない



2013.1.14　エース宮本復活！ 

１月１２日（土）第４回ＭＯＳＬカップ予選１日目

本来はアパッチは1/14の予定だったのだが、希望チームが多く、1/12に変更になった。
いずれにしてもコート責任はしなければならない。会場は平野区の川辺小学校の西のグランド。
なかなかいいグランドだ。会場に７時１０分到着。
グランド設営、参加チームの受付など忙しい。開会式も無事すませ、いよいよ大会が始まった。

アパッチの６年生にとっては新たなるスタート。７月からほとんど投手として投げれなかった宮本が復活。
というより、このあと２か月、やはりエース宮本が投げないと意味がない。
スタッフ全員の意見が一致し、調子のいかんにかかわらず宮本で勝負することに決めた。

組み合わせの結果、安中連合・ジュニアゴールド・今川連合とのブロック。
相手は関係ない。平常心で戦うことができるか、それが問題。

初戦安中連合。八尾市でも常に上位に位置するすばらしいチーム。
左腕エースをいかに攻略できるか。体格の良いクリーンアップをいかに封じ込めるか。
いずれにしてもエース宮本の出来が大きなカギであることには変わらない。

初回に２四球をあたえたが、どうにか無失点で切り抜ける。
アパッチ打線もランナーをだすが、今一歩安中エースを打ちあぐんでいる。
３回、中田がファーストエラーで出塁。記録はエラーになっているが、必死にくらいついた打球がファーストへとび、
あきらめず懸命に走った結果が１塁手のミスを呼んだ。ここは中田の必死さが生んだ賜物だ。（ヒット以上の
価値がある）久保山が投手強襲で続き、２死２・３塁で４番北野登場。
このチャンスに頼りになる北野は渋い技ありの右中間へのヒットで２点を取る。
こういった場面で期待に応え、打ってくれるのが４番。

しかし安中も簡単には終わらせてくれない。その裏、１死後１番バッターが右中間３塁打。
アパッチは１点を覚悟しての守り。しかし２番に四球。（これが最悪）
そして３番にレフト前タイムリーで１点差、なおも１死１・３塁。続いて初球を盗塁で１死２・３塁の大ピンチ。
ここで迎えるは、大きな４番バッター。カウントも３ボールまでいった。
かたずをのむ、アパッチベンチ、保護者応援団。

今までなら簡単に四球をあたえていたのだが、この日は違った。
宮本渾身のストレートで空振りの三振！よ～し！２死２・３塁。
まだまだピンチは続く。ワイルドピッチやパスボールも許されない。

続くはこれまた長身の５番の捕手君。力のない打球がセンターへ。
当然アパッチセンターは、最も信頼のおける柳本。 上がった瞬間勝利を確信。

ヨーシ！やった！あたりかまわず握手。
なみだのでるのを必死におさえながら喜びをかみしめていた。

 待ちに待ったこの瞬間。
 完全復活とは言えないかもしれないが、ここまでくれば卒業記念大会は大丈夫。
 選手のチームワークというか雰囲気も抜群。

このあと、ジュニアゴールド、今川戦が残っているが、今の状態で負ける要素はない。
 今日なら、ここに来ているどのチームと当たっても問題ない。
 私はそう確信した。

そして見事３連勝で決勝トーナメント進出を果たす。
1/26決勝へは新たな強敵が待っている。

 思えばこのチームでの優勝は住吉大会以外にない。
 優勝メダル獲得を目指し頑張ろう。



2013.1.15　新たなライバル 

１月１３日（日）
鶴山台フレストきっずさんとの練習試合

２年前、エース黒川・キャプテン水野を擁し、あの大阪城を制覇した年、１２月にリーグチャンピオンシップ大会に
出場した。アパッチと同様優勝候補に挙がっていたのがこのチームだった。
あまりこちらの大会に参加されていなかったため、その名を聞くこともあまりなかった。
しかしＨＰを探し出し、その年の成績を見て納得した。
大阪府の南地区では敵なしで、その実績は光り輝いていた。
予選を勝ち抜いたアパッチは準決勝で対戦し、善戦したもののやはり力の差を感じたものだった。

今期も泉州リーグとの交流戦でご挨拶し、暮れのチャンピオンシップ大会でもお会いすることができた。
そしてヘッドコーチの妻鹿（めが）さんとは、メールでのやりとりもさせていただいている。
そんな関係で今回念願叶い、練習試合をさせていただくことになった。

ホームの鶴山台北小学校は和泉市にある。
わが地からは車で３０分ほど。
思っていた以上に近く、これなら大阪市内の旭区や淀川区に行くほうが時間がかかりそうだ。

やはりグランドは広く、十分２面とれるし、駐車スペースも問題なかった。
いいなあ！
９時前到着したが、すでにグランド設営もでき、選手もアップが完了している様子。
ひとりひとりの目がこちらの一挙手一投足に注がれている。
う～ん、こりゃ気合い負けしないようにしないといかん。
 事前の連絡では、お昼に豚汁のご用意もしていただいているそうだ。

お互いの監督・コーチの紹介をし、挨拶を交わした。
妻鹿コーチとも再度の交友を深め、情報交換をしあった。
実業団のミキハウスでも活躍されていた那須コーチは、
女性ながらこの強豪チームのピッチングコーチをされているそうだ。
ということで、アパッチの投手育成コーチ（？）の工藤氏が、那須さんにいろいろご指導を受けていた。
決して、那須さんがお美しいということでの新手のナンパではないという説明もあったが。

Ａチーム対戦２試合、新チーム２試合、４年生以下１試合の計５試合。
ほんとうに楽しく勉強させていただいた。

アパッチとしては、前日復活を遂げたエース宮本が、試合巧者の鶴山台打線に２試合で１失点ということで、
今後の見通しがたったという結果に満足できるものだった。
新チームもエース柳本が悪いなりに試合をつくり、打線は少し下位に不満が残るが、
チャンスをいかした得点が見れた。

チームの雰囲気、保護者・コーチ陣のサポート体制など、アパッチが見習わないといけないところが多々あり、
今後の目標とするチームがひとつ増えたことは本当に喜ばしい。

鶴山台フレストきっずのみなさん、本当にありがとうございました。
妻鹿さん、またいろいろ教えてください。



2013.1.18　ささやかな楽しみ 

今のわたしの楽しみのひとつにyou tubeがある。 一つは懐かしい歌が無料で聴けるということ。
二つ目はわたしが他人に誇れる種目のビリヤードの試合観戦。もう一つは麻雀の対局。

今の歌手のまずテンポが合わない。むかしグループサウンズの最盛期、両親も同じようなことを言っていたな。
６０年代から７０年代の歌謡曲は90％が３番まで歌えると思う。 歌詞も良かったし、メロディも美しかった。（と思う）
当時の歌手はみんな歌が上手かった。（と思う）今よく聞くのは、前川清・バーブ佐竹・フランク永井・勝彩也・
城卓也などなど。どちらかというともうお亡くなりになった方も多い。
部屋を閉め切って一緒に歌っているが、外を歩いている人にも聞こえているに違いない。

ビリヤード。何年かのサイクルでブームがやってくる。今は小康状態だが、わたしが２０歳ころ、かなりのブームであった。
そのころの私は、１年３６５日のうち、ビリヤードのキューを握らない日はなかったといっても大げさでない。
大学に行こうが、アルバイトをしようが、大晦日も元旦もビリヤードに明け暮れた。
英国に行く前、持っていたキューも全て弟子（そんな大げさな存在ではないが）にあげた。
英国から帰国しても少しは遊んだが、もう以前のような熱は冷めていた。結婚して新居を構えるとき、真剣に地下に
ビリヤードテーブルをおきたいと思っていたのも事実、家を改装するときに家内に言ったら、馬鹿にされたが。
エフレンレイズ・ブスタマンテのプレーは今見ても興奮する。

麻雀。なくなった母が好きだった。ということで小学生の２年生ごろに覚えさせられた。
両親とわたしと、父の友人の４人で月２回程度卓を囲んだ。古本屋で麻雀の本を買ってきて読んだ。
難しい漢字がいっぱいで、小学生のわたしにはとても理解するのが大変だった。
そんなことだから、高校生になって友人たちと卓を囲んでも負けることはなかった。
基本的に麻雀というゲームが好きで、あまりお金をかけるということは好きではなかった。
お金を持っていなかったというのが最大の原因だったのだが。神様阿佐田哲也がなくなり、雀鬼桜井章一やかつての
無冠の帝王小島武夫（今は数々のタイトルホルダーで先生とよばれているが）ももう７０歳を過ぎたらしい。

 懐かしきよき時代のことだ。

2013.1.21　ＶＳ　榎本子ども会

１月１９日（土）毎年この早い時期にお誘いを受ける榎本子ども会さん。
今回は昨年１２月に予定が決まった。指導者の方の、熱意と計画性のようなものを強く感じる。

昨年は圧倒的にアパッチが負けていた。
春先の対戦では、ちょっとしたミスが勝敗をわけ、秋以降は宮本が投げれず、柳本では負担が重かったようだ。

 新年度はどういうチームなのか。
 大阪城制覇を目指すアパッチにとっては、ひとつの試金石になる一戦と位置づけていた。
 対戦してみて感じたのは、打線では全員スウィングがしっかりできている。
 中途半端なバッティングはしていないので、下位バッターといえど、一度調子にのると手がつけられないだろう。

 内野守備も非常にいい。
まだまだ穴の多いアパッチ内野陣は大いに見習いたいところ。

 試合結果はアパッチが２勝したが、エース柳本がよかったのと、打線もたまたま振れていただけのこと。
バッティングは水物というが、本当にそうで、その日の気分・感覚でぜんぜん違う。
たまたまの結果だけで一喜一憂していると、とんでもないしっぺ返しがくる。

スタート段階ではバッテリーは他のチームに先行していると思う。
 打撃も細かいテクニックはこれからだが、並以上ではある。
 問題の守備
 内野陣のスタッフは揃った。
しかし基本は７０点。
チームプレーは５０点。
まだまだなのだ。
 外野陣
 全く持ってこれから。
ピッチングスタッフ
頭数はいるが、エースとの差が大きすぎる。

これから春先は、おそらく目標とされることも多く、大会でも厳しい組み合わせが待っているだろう。
あせらずじっくり、目先の勝利にあまりこだわることなく、区大会の優勝・大阪城制覇を目標としていきたい。



2013.1.23　今週末の予定 

１月23日（水）
 １月もあと１週間で終わり、天候状態がよくなく、業績も芳しくない。
ここは一鞭打って頑張ってもらわないと、今期苦しいことになる。

 今週末は予定がびっしり。
 金曜日の夜は寺子屋。
 土曜日は、高学年がＭＯＳＬカップの決勝トーナメント、下級生が練習。
 ＭＯＳＬカップは大会運営をせねばならず、コート作りから審判、記録、おまけにキッチンカーも呼んであるので、
そちらの手伝いもしてやらねばならない。
これはちょっと忙しい。
アパッチの目標はもちろん優勝。
 宮本の復活と、打線が今好調ということもあり、大いに期待できる。
まずは抽選次第ということもあるが、ベスト４はクリアーしたいところ。

 大会のあと夜は１９時からスタッフ・保護者とのミーティング。
 ５・６年生の保護者と、コーチングスタッフが集まる。
 今日の議題は卒業記念大会の運営打ち合わせ。
 予算組みの最終チェックと、これからの役割分担の確認。
 １１回目を迎えるにあたり、ますます大規模な大会に変貌しているこの大会。
 今後の運営についてもみんなの意見を聞いてみたい。

そして２０時から清青会の集まりがある。
どう考えてもスタッフミーティングが１時間で終わるわけなく、２０時の集合には間に合わない。
 昨年念願の韓国旅行が実現し、新たな計画を立てたい。
このメンバーはこれから死ぬまでお付き合いする仲間。
 今の私にとってはかけがえのない友人たちである。
 （他のメンバーの意識はそれぞれだろうが）

 明けて日曜日は蓮池さよなら大会。
 昨年ブロックで準優勝したこの大会。
 今年も１次予選ではコート責任を任せられた。
なんとかこの予選はクリアーし、卒業記念大会に弾みをつけたいところ。

 週末のことをあれこれ考える前に、今日はこれから会議。
 明日午前中は新入社員の擬似面接、午後からＯＲＡ新年名詞交換会。
 ２５日には大学生の今年度最終面接。
とまあ、仕事は山とある。
またまた自律神経失調症がでないよう、考え込むことなしに遂行していかねばならない。



2013.1.28　ＭＯＳＬカップ決勝

１月２６日（土）
 ＭＯＳＬカップ決勝トーナメント
非常に寒い朝を迎えた。
しかしとにかく期待いっぱいの１日になりそうで、テンション高く会場に赴いた。

エース宮本の復活と、打線が最近好調で優勝の狙えるチーム状態の手ごたえもあった。
しかし打線は水もので、昨日打ったからといって今日完封されることもよくある話。
さあ、どうなることやら。

 朝の抽選の結果、第１試合は南百済ファイターズ。
 仲の良い佐々木氏の息子さんがエースで、最近絶好調。
 予選３試合で失点0で決勝に残ってきた。
これは僅差の勝負になるのは間違いない。

 先攻はアパッチ。
 寒い！公式練習をしたが、そんなことでは身体はあたたまらない。
そんな状態だから、ピッチャーは指も悴み、思い通りのピッチングができないのも当たり前。
 佐々木君もスピードも乗らないし、なかなかピッチングにさえが見られない。
そこをうまくついたアパッチ攻撃陣。
 先頭の柳本がライトへ好打。
 久保山の送りバンドの間に３塁まで陥れ、内野のミスに乗じ一気にホームへ。
このあたり柳本の俊足が生きた。
そして北野の内野安打、難波のレフト線へのホームランと続き望外の３点をいただいた。
その裏先頭打者のショートへの強烈な打球を処理できず、おまけにレフトの緩慢なプレーで一気にホームまで還られ、
さすがの宮本監督も即外野手を交代。
ここらあたりは、宮本監督のこの大会にかける決意のようなものを感じた。
しかしこの初回の得点が大きく、大勢は揺るがず初戦を勝利。

 ２回戦は晴明通子ども会。
エース君は夏ごろから急速に伸びて、素晴らしいピッチングをする。
 球速もいいが、それ以上にモーションがテンポよく、とてもタイミングがとりづらい。
そのあたりは監督や選手に注意をしていたのだが、試合が始まっても快音が聞かれない。
エース宮本は１回戦でも、守備陣の乱れから３点をとられたが、ほとんどヒットは打たれていない。
しかしやはりコントロールに問題あり、ボールも多い。
 追い込めばボール球にも手を出してもらえるが、カウントが打者に有利だと少ししんどい。
この試合も３回を終わって６三振を奪い（相手打者の悪球打ちにも助けられていた）、１四球と内野エラーによる
ランナーのみ。
しかしアパッチ打線も全くバットに当たらず、１四球のランナーだけ。
どうもいやな予感があたりそうな感じがしてきた。

 ４回晴明の攻撃、１死後ショート内野安打、５番は三振で二死。
 六番も２ストライクと追い込み三振と思ったが、捕手がとれずおまけに一塁へ低投。
 一塁手も大きくはじき、その間に一塁ランナーに三塁まで進まれる。
そして続く７番打者の１・２塁間へのゴロ。
 １塁手・２塁手・投手、だれが取るのか、だれがファーストへはいるのか。
わけのわからないプレーの内野安打の間に決勝点。

 結局、工夫のないバッティングで点を奪えず、ピッチャー好投も守れずで無念の敗退。
 反省点ばかりだが、明日の大会のこともあり、私からは注意はなし。
ここは晴明エースが素晴らしかったということで相手をほめたたえたい。

 明日の蓮池大会の相手はＨＰで調べた限りでは問題ないと思う（？）
 唯一の心配は水ものの打線だけ。
ボールの多さに不安は残るが、今の宮本なら２点は取られることはないだろう。
 明日こそ頑張ろう！・・・・・・？（この・・・・・・・が実は・・・・・）



2013.1.30　蓮池さよなら大会

1月２７日（日）一夜明けて蓮池さよなら大会１次予選

昨年は1次・２次（強烈な港晴・錦浦戦）と勝ち抜き、決勝日は死のブロック（加島・石切・大道南・西すずらん）に
入るも見事連勝し、最後決勝戦は敗れたものの準優勝という立派な成績を挙げた。

対戦相手は妙見ウィングスと天小カイザース。ともにあまり対戦した経験もなく、不安と期待半々の状態で臨んだ。

初戦にこの両チームのぶつかり合いがあり、じっくり研究できた分ちょっとラッキーだった。
アパッチの選手は、ガッツさんのホームグランドで練習をさせていただいていた関係で、
この試合は見ていない。しかしアパッチの普段の力をだせば、なんとかなるというように思った。
アパッの初戦は妙見ウィングス。昨日の晴明戦の後遺症（貧打病）が少し心配だが、
妙見の投手もいいが、晴明の投手に比べれば劣る。ここで苦戦しているようでは、優勝など夢のまた夢の話。

試合開始相手投手はスピードはそこそこだが、なかなか制球がよい。
コースは外角一辺倒。
10球に1球内角に投げてくるが、徹底して外ばかり。
わかっているのに、アパッチ打線はベース寄りに立つこともなく、勝手にボールと判断し見逃す。
 い込まれて手をだすも届かず、または引っかけての凡打の山。
もう少し工夫がないものか。ベンチの指示も徹底できていない。
エース宮本も相手打線から三振の山を築き上げる。しかしボールが多く、たびたび３ボールをカウントする。
このあたりのカウントのとりかたがあとあと大きくひびく。

 ４回３番を迎える。
 力はありそうだが、攻め方さえ間違わなければ問題ない。
そう思っていたが、やはりボールが先行する。
 ３－１のカウントでイチニイサンのタイミングでドンピシャ合された。
ライトオーバーのホームラン。
やっちゃった。
 追い込まれてからでは絶対できないバッティング。
カウントに余裕があるため、バッターは思い切り振ってくる。
クリーンアップに不用意なボールはやはり禁物。
この時は真ん中少しインコース寄りの絶好球。

これで終わるはずがないと信じ応援した甲斐あり、最終回２死２塁バッター柳本という最高の場面。
 追い込まれるもさすがに柳本、渾身のバッティングでセンター前にはじきかえす。
 「やった、同点」
だれもがそう信じた。
しかし２塁ランナー一瞬目で打球を追い、スタートが遅れる。
 ２死でなにを見る必要があるのだろう。
なにがなんでもホームに還ってやる。
そういう気迫の感じられない走塁ではセーフになるはずがない。
またまたこのとき返球もいい球が返ってきた。
タイミングは微妙。
しかしキャッチャーのタッチがベースの真上であり、すこし甘く見えて、わたしにはセーフと感じた。
 主審の判定はアウト。
 終わった。
 昨日・今日と打線がさっぱり。
そりゃ、負けた相手はどちらも投手は悪くない。
しかしもっとすごい投手と対戦し、なんども勝利してきている。
 勝ちたいという気迫の欠如（どうすれば打てるのか、どうしたら勝てるのか）勝利への工夫、
そういったことが全く見られず、来た球を打つだけ、飛んできた球をうけて投げるだけ。
それでは勝てない。

 今の時期、技術ではない。
 勝利への執着心、勝ちたいという気持ち。
これがなくして強豪チームに対し互角以上の戦いをすることはできない。

あと１か月。
 気持ちを高め、みんなで力をあわせ、頑張るしかない！



2013.2.4　城北杯

２月２日（土）城北杯。毎年１２月に、その年良い成績をあげている１６チームに召集がかかり、
大阪ＮＯ１を決める、そういう趣旨の大会を城北さんが主催している。今期は１２月に雨が降り、この日に
順延となった。今年に関しては、城北さんの選ぶ１６チームに入れていただくのは少し心苦しい。
さほどの実績もないし、もっと好成績をあげているチームもある。
しかし呼んでいただいている以上頑張って上を目指したい。

抽選の結果、１回戦は龍華ＳＣ．今期は残念ながら一度も対戦がなく、やっとこの時期に顔を合わす
ことが出来た。先週は重症の貧打病で、まだまだ直る兆しがなく、どこが相手であろうと苦しい。
おまけに三遊間の守備に不安がある上、外野の両翼の動きが問題。
宮本がなんとか頑張っているが、最近はイチニノサンの出会いがしらの一発に泣くことが多い。
そのためにも外野のしっかりした動きが欲しいところ。

先攻は龍華。１死から内野エラーで出塁を許し、次打者の内野ゴロで３塁封殺。
ここまではよかった。（１死１塁）そして４番のライトオーバー。これなど、反応のよい外野手なら楽に
さばける打球。少し目測をあやまり、２点ホームランに。 ２点先制され、これで勝負が決まってしまう。

アパッチ打線は初回の久保山のレフトへの１安打のみ。とにかくバットにあたらないのだからどうしよう
もない。今年に入って調子の良かった打線は、1/26のＭＯＳＬカップを境に急降下。
ＭＯＳＬカップ決勝２回戦の晴明通戦以降、得点は０、０、４、０　ヒットも２安打放つのがやっと。
内野守備もノーエラーの試合は皆無。そしてエラーしたイニングはたいてい失点している。

卒業記念大会まで１ヶ月を切った。さあ、どうする、アパッチのメンバー諸君。
このままでは悔いが残るぞ。自分で考えろ！なにをしたらいいのか。
   

2013.2.8　寺子屋残り２回

２月８日（金）
１０月から始まった寺子屋も今日を含めあと３回。
当初の予定通り、基本のＡＢＣからはじめ、ｂe動詞・一般動詞まで来た。
月２回の授業で、まあまあの成果がでているように思う。
単語もきつく覚えさすことをしていないが、軽く１００単語くらいはマスターしているのではないだろうか。

前回と今回は英語の授業だけでなく、なぜ勉強しなくてはいけないのか。
これから中学生・高校生になってやらねばならないことは何なのか。
そういったことも講義した。

子どもたちはなぜということを大切にしている。
理屈抜きでやらねばならないことがあることも知っている。
しかし、やはりなぜという部分を教えてやると、よりはっきり理解もするし、覚えも早い。

無死でランナー１塁の場面。なぜ送りバントなのか。
甲子園での高校野球は十中八・九は犠牲バントが常識。でもなぜ？

次打者の内野ゴロでダブルプレーになるのを防ぐ。２塁にランナーを送ったほうが、次打者のヒットで

ホームへ還って来やすい。２塁にランナーがいると、捕手のサインを盗み見やすく、バッテリーが攻めにくい。
バンド処理のときにフィルダーチョイス等、守り側にミスが生じやすい。そういったもろもろの理由が
理解できると、自分がアウトになっても意味があるとわかってモチベーションがあがる。

国際化した日本社会のなかで、これからは英語は不可欠。しかしそんな単純な理由だけではない。
真理を追究するために数学は必要。物事の道理・法を学ぶためには規則にのっとった言語が必要。
なぜ世界共通の言語として英語なのか。それは規則（文法）が明解なこと。
単純とは言わないが、あきらかに日本語の文法の方が難解だ。
私は中学から国文法が好きだったが、他人が嫌いだから、自分が好きになってよい成績をとってやろう
という打算的な理由だった。でもやっぱり助詞・助動詞なんて何の意味があるのか今だにわからない。

今回の寺子屋で、６年生諸君全員が、少なくとも中1の３学期くらいまでは悩むことはないと確信する。
あとは自分でやってもらわないと。

 ６年生のアパッチもあと１か月。
ラストスパート、頑張れ！！



2013.2.19  いよいよ今週末

2月に入り、過密スケジュールでなかなか時間がとれない。
この時期、今年度のまとめと、来期の事業予算に頭を悩まし、外部講師の方との調整などに追われ続ける。
おまけに、今期の新入社員の成績結果から昇格・降格を決定しなければならない。
彼らにとっては1年間の評価を受けるわけだが、安易な温情では後々彼らをより一層窮地に追いやりかねない。
ここは心を鬼にし、正当な評価をつけなければならない。

先週はバレンタインというイベントがあった。このバレンタインは国によってとらえかたが違うらしい。
女性から告白というところが多いらしいが、まったく逆のところもあるそうだ。
1970年代の終わりごろから日本でも盛んになってきたということで、わたしがし社会人になりたての頃だ。
そういえば、私がいたファッション業界は派手だった。
ファッション業界といっても、仕事は生地の企画・販売だったが、いろいろなアパレルのデザイナーと交流があった。
30歳過ぎの頃、40個ちかくいただいた年があった。このときはお返しが大変だった。
今でもそうだが、見栄張りのわたしは２倍から10倍返し（女性により）をしていた。
その年10万円ではきかなかった。
今年も全部で16個頂戴している。甘いものが大好きなわたしだが、今は制限があるためほとんど食べれない。
娘や孫が喜んでいる。

いよいよ今週末、卒業記念大会が開催される。メダル・備品関係、昼食の用意すべてととのった。
あとは晴れてくれることが第一。第二はアパッチ選手諸君が持てる力を発揮してくれること。
もちろん、優勝することに越したことはない。
しかし結果は神のみぞ知るところで、これまでの努力の積み重ねと、運を呼び込む気合で決まる。
これから5日間、体調管理も重要な仕事だ。
 夢だけを追い続けているようでは大輪の華は咲かない。

2013.2.25  卒業記念大会　その１

今年で11回目を迎える卒業記念大会。
アパッチの創設期、月２回の練習しかできなかったその頃、
 用具や道具は故迫田氏とわたしで揃え、選手からは保険代として500円を徴収していた。
 新しく入会希望の保護者のかたと面談した折、
 「お月謝はおいくらですか？」という質問をよくいただいた。
 「月謝？あっ、あの保険代として５００円いただきます」
 「えっ、５００円ですか・・・・・・・。
それでは徴収係の方が大変でしょうし、半年分で3000円お渡しします」
 「いえいえ、1年で500円です。」
 「え～っ！そんなんでいいのですか」
そんな会話もしょっちゅうだった。

もっと練習をしたくてもグランド確保ができず、またお金もなかったので、
大会参加もままならなかった。
ということで自分たちで大会を作ろうと思い立ち、出来たのがこの卒業記念大会。
日ごろグランドのないアパッチに練習試合のお相手をしてくださり、グランドを提供していただいている、
そんなチームを招待しようと９チームをセレクトした。
第１回は、近隣の住吉区から遠里小野・南住吉・東粉浜・長居、
キャプテンの伯父さんが、八尾でソフトボールの監督をされているというつながりから、
八尾市からヤンキース・リトルエス・ひなぎく・
わたしの甥っ子が住之江区でソフトをしていてそこから、敷津浦・敷津浦南。
その１０チームが参加してはじまった。

八尾も住ノ江もレベルが高く、住吉区でも下位にいたアパッチにとってはみんな格上だった。
しかし今改めてこの９チームを見ると、八尾・住ノ江の５チームはすべて連合または解散している。
住吉区のチームも存続しているとはいえ、衰退の一途だという感じがする。
わずかに後発のアパッチが、単独チームとして今なおも盛んというのは面白い。

毎年さまざまなドラマが生まれるこの大会。
６年生にとっては本当の最後、結果もこだわりたいし、また内容もこだわりたい。
選手それぞれがいろいろな思いを胸に挑む。



2013.2.26　卒業記念大会　その２

今年の大会は比較的平穏な状態で始まった。毎年雨に何らかのかたちで心配させられる。前日や当日に天気予報
が心配の種を届けてくれる。過去１０年で中止になったことはないけれど、それでもやっぱり気になってしかたない。
予備日もないし、なにより昼食の準備がまったく無為になってしまう。最初は豚汁を振舞っていたが、最近は牛丼と
きつねうどん！超豪華版を来られている全員のかたに提供している。
これができるのも、ひとつには親交の深い松原ガッツの石川さんから、最高級の肉を提供していただいているから
なのだ。きつねうどんはわたしが営業に依頼し、材料費を実費のみ払っているので安価ですむ。
そういった大変な準備も、雨ですべてオジャンになってしまうのだから、晴れてもらわないといけないのだ。

今年はＯＳＦＬから城北・晴明通・今川・田島・田中。招待は玉造・塩草・松原ガッツ・金塚。
いずれ劣らぬ強豪チームで、優勝をねらうアパッチにとっても大変だ。
 
初戦は今川連合。 例年まとまりのよいチームに仕上がって参加してくる。おもしろいことにこのチームは伝統的に
捕手がいい。４～５年前、体のしっかりした捕手がいて、打撃も半端ではなく、おまけに２塁への送球も
すわったまま矢のような送球をしてくる。当時は投手も２・３枚いて、アパッチはまったく敵わなかった。

初回、柳本がセンターオーバーの２塁打で出塁。久保山の送りバントが相手のミスを呼び、そのまま柳本が
ホームイン。このあと宮本のヒットもあり無死２・３塁の大チャンス。しかし後続が倒れ１点止まり。
この試合はなんとか勝つのだが、じつはこの１回の１点止まりが２回戦に影響を及ぼす。

エース宮本は立ち上がり２四死球でこれまた２・３塁のピンチを迎えた。ここはなんとか抑えたが、どうも不安定で
先が思いやられた。 結局この試合被安打は０だが５四死球。
打線は３回難波が会心のホームランを放ち、勝利を決定できたがどうも仕掛けが遅い。
 ２試合ののち、いよいお金塚との決戦が待っている。

2012.3.1　卒業記念大会　その3 

ということで１回戦は勝つには勝ったが、不安材料が残ったまま２回戦に臨むことになった。

金塚は今年は少し雰囲気が違う。いつもは保護者・ベンチ・選手が一体となり、チームワークで戦っていく。
今年もチームワークはもちろんだが、キャプテンの捕手君が中心のチーム。
雰囲気づくりも彼次第でがらっと変わってくる。とにかく彼を（精神面でも）封じ込めるのが勝利への１番の近道。

１回戦を終わって私が懸念していたこと、それは宮本の乱調ではない。
四死球をだすことはしょっちゅうで、アウトを重ねていくと落ち着く。
それ以上に、みんなで野球（ソフト）をしているのだという雰囲気になれるかどうか。

１回戦の初回、１点をとってなおも無死２・３塁。ここで４番北野が三振。

思い切ってふっての三振なら後に残らないのだが、初球ボールの後の２球目、真ん中低めの球を中途半端な
ハーフスウィングでストライク。「やばい」
なにか気の入っていないスウィングだった。結局そのあとファウルのあと空ぶりの三振。

この４番バッター、とにかく責任感の強い男、エース宮本が投打に不振のとき、打線の核としてチームを支えてきて
くれた。ここぞというときにいわゆる勝利打点を稼いできてくれた。今期のアパッチにとっては本当に頼りになる選手
だった。この場面であと２点入っていたら勝利は確信できた場面。そこでの三振は彼のなかで自分自身大きな
ショックだったようだ。顔に反省の色がきつく表れていた。

おまけに第１試合相手の９つのアウトのうち三振が４、投手ゴロが２つ、１塁ゴロ、セカンドフライが１つ。
 三遊間へはショートゴロがひとつしかとんでいない。
サード北野にとってはこの大会はまだ本当の意味で半分しか参加していないのだ。
 見るに見かねて休憩中かれに声をかけた。
 唇が少し紫色でほおが硬直し、目は不安を訴えていた。

そんな状況のなかでの２回戦開始。
 不安は的中してしまった。



2013.3.8　卒業記念大会　最終

いよいよ金塚との決戦。
 先攻は金塚。
 １・２番と連続四球。
 初戦の今川戦も同じパターン。
 １アウトが取れれば落ちつくのだが、という気持ちで静かに見ていた。
 ＷＰで２・３塁に進塁していていたが、
 ３番バッターから三振を奪い、これでなんとか収まるかな、と思っていた。
ひとつの心配はまだ動きだしていない内野守備陣だった。

 ４番打者は投手ゴロ。
しめた！
これで２死。
 ３塁ランナーが飛び出している。
 投手宮本が３塁へ投げる。
あっ、早い！
 ３塁ランナーは一目散にホームへ。
タイミングはアウト。
しかし本日はじめてボールに触ったサード北野はボールの感触になじめず送球がやや高めにそれる。
セーフ！！
 本来なら無死２・３塁なのだから２・３点は覚悟の上。
しかし、点の取られ方が悪かった。
うまくいけば２死１・２塁で終わるところが、１点献上しなおも１死２・３塁。
 天地ほどの差がでてしまった。
 ３塁送球のタイミングが悪かった宮本。
みすみすアウトにできたランナーをセーフにしてしまった北野。
ふたりにくっきり反省の表情が残ってしまった。
スポーツでは試合中に反省をしてろくなことはない。
それがあとにひきずり、この回５失点。
わたしにはこのプレーで全て決まってしまったように見えた。

すべて結果論なのだが、１試合目からつづくこの流れ。
 ３０年以上指導しているわたしにも、この展開を読むことは出来ても是正できない歯がゆさ。
まだまだ勉強が足りないということだろう。

いずれにしても、この１１期生はここで燃え尽きてしまう。
でもみんなよく頑張った！
その後のホームラン競争では宮本・北野ともやはりずっこけるし、
 守備競争では期待通り（？）難波が栄冠を勝ち取る。

 今年の卒業記念大会も大いにもりあがり幕を閉じた。
 参加チーム１０チーム。
 参加者選手１６０人
コーチ・応援保護者・ＯＢ　２５０人
 （うちスタッフ８０人）

みなさんありがとうございました。


