
2014.3.20  近畿大会１次予選 

追い出し会もおわり、いよいよ本格的に新チームの始動だ。
 練習試合を何度か消化し、近畿大会の新人戦に臨むことになった。
まあことを焦ることなく、大阪夏の陣に照準を合わせていくわけだが、
できれば出る大会には、それなりの実績を残したいという気持ちはもちろんある。

ここ数年のアパッチの成績からして、主催者での決定による対戦というのは、かなり厳しいものがある。
 今回も１次予選から津の辺と山室山という組み合わせ。
 津の辺は、２年前からジュニアの大会でもかなり注目されていた好投手を擁し、
しょっぱなからあたるチームとしては非常にやっかい。
 山室山は初めて対戦するが、三重県でもトップに位置し、全日本大会にもたびたび出場しているようだ。
まあ、あたってくだけろ精神で行こう。
 （本音は勝つぞという気持ちであるのは当然）

 初戦、VS　津の辺子ども会
そういえば、昨年もこの新人戦の１次予選の第１試合は同じ津の辺だった。
 偶然ではなく、なにかそこに主催者の意図が入っているように思えて仕方ない。

スーパースター柳本から、エースとキャプテンの大きな二つの重責を引き継いだ中橋佑斗。
 素質という面では遜色ない。
あとは気持ち次第だと思う。
 弟の奎侑との兄弟バッテリーは、呼吸もぴったりで本当に頼もしい。

 立ち上がり、先頭打者に死球を与え、WP２つで三進を許し、
3番の内野ゴロで簡単に先制されてしまう。
しかしこのアップアップの状態を弟奎侑が救う。
まず盗塁を刺し、四球で出た4番も素晴らしい牽制で見事アウト。
これで落ち着いたアパッチがすぐさま反撃に出る。

 四球で出塁の佑斗を置いて、3番工藤が左中間への1発で逆転。
あっと言う間の出来事だった。

その後、３回に追いつかれるが、またまたその裏、村上・工藤・細川・森の４連打で3点を勝ち越す。

 最終回に勝利を意識しすぎたアパッチが、内野のエラーもあり１点差まで追いすがられるが、
さすがエース、4番5番を打ち取り、リードを許さなかった。
 苦しみながらも見事初戦に勝利した。

2戦目は山室山戦。
 初回のアパッチの攻撃。
 相手投手の立ち上がり、制球の乱れをつき、3四球から２死満塁のチャンスを掴んだが無得点。

 ２回を終わって0-0。
 ３回に内野安打とエラーから２人のランナーを許したが、得点を与えなかった。
そしてその裏アパッチ。
まさに怒涛の攻撃とはこのことだと言わんばかりの12人攻撃。
 佑斗のホームランを含む７安打を浴びせての９得点。
 最終回には工藤のピッチングも披露し、大敵２チームに勝利しての上場の船出となった。

 ２次予選はあの母里クラブとの対戦が待っている。
 今持っている力を全てぶつけて行って欲しいところだ。



2014.3.23  近畿大会２次予選

3月21日（祝）近畿大会２次予選。横綱母里クラブとの対戦。武者震いしながらも楽しみにしていた一戦だった。
ここ何年か、いろいろな大会に出場しているが、不思議と対戦が無く、もっともアパッチが上位進出が少ないのだから
仕方ないのだが、今日は今後のアパッチの練習の方向性確認のためにも、非常に参考になる試合だと思われた。

とにかく投手が素晴らしい。 １次予選でも、氷野ブレーブ、榎本といった強豪と対戦し、わずか１失点。
今月末開催の全日本大会（会場；北九州）にもこのチーム・メンバーで出場される。おまけに２試合で１８得点！
そんなチームと試合がやれるなんてラッキー！

 初回、佑斗の立ち上がり、先頭打者を内野ゴロに抑えたが、２番・３番に四球。
そして４番の内野ゴロの間に先制される。しかし球は走っている。
 １次予選で爆発した打線のクリーンアップを抑えた。これで少しは硬さがとれたかな。

さあ、反撃だ。しかし、エースは素晴らしかった。
初回、佑斗・真基・祐才が三者三振！まだ初回、絶対チャンスは来る。

2回1死後、内野のエラーから２・３塁のピンチ。
ここで力んだ佑斗がWP、と思いきや捕手奎侑が落ち着いてボールをさばき、
３塁ランナーとホーム上のクロスプレー、間一髪アウト！事なきを得た。
 

ピンチのあとのチャンス。 ２回裏、５番森が初ヒットで出塁。
 金本のセカンドゴロでランナーがかわり、そのあと奎侑がレフト前にヒット。
そしてこのチャンスに８番小門。
 痛烈なショートゴロが内野のエラーを生み、同点に追いついた。
 記録はエラーではあるが、打った小門をほめてやりたいところ。
 上位打線が三振のオンパレードのなか、芯に捉えたあたりは見事のひとこと。
さあ、ラッキーではあるが追いついた。

 ３回も内野に乱れがあり、２・３塁のピンチもあったが、
 佑斗は落ち着いていた。
 捕手の弟奎侑との呼吸もバッチリ。
 結局豪打の母里クラブ打線に被安打１は立派なものだ。

 試合は1-1のドロー。
この時点で決勝進出は８割望み薄。
しかしこれは仕方ない。
でも次の八木北戦もしっかりした試合をしなければ、この試合のドローの意味がなくなる。

 １試合休憩のあと八木北戦。
ここ２～３年、少し低迷気味だった八木北チーム。
しかし根来監督が復帰して、またまた名門復活機運が高まっているように感じる。
さあ、負けてられない、いくぞ！

 ２・３回と八木北守備陣の乱れや、エースの制球難に助けられ４得点。
この間アパッチ打線はわずか金本の１安打のみ。
 ４回に、宮本・佑斗に連打が出てダメ押し点を奪ったが、攻撃陣はこの試合よくなかった。

エース佑斗はこの試合も3四死球。
もう少し精度を上げていかないと、試合展開が苦しくなる。
 最終回に1点を奪われたが、5-1で勝利した。

 結果は1勝1敗で決勝進出はならなかったが、価値有る大会だった。
たくさんの課題がみえたが、やはり内野守備の確実性をアップしていくというのが一番だと思う。

※蛇足ながら母里さんは決勝Tへ進出し、決勝では惜しくも敗れたが、見事準優勝に輝いた。
 母里さん、おめでとうございます。
 準優勝チームに引き分けたのだから、これはこれで素晴らしいと解釈できる。

さあ次は大東フレッシュ杯、やるぞ！



2014.3.25　SCでの講演 

先日、日本ショッピングセンター協会から講演依頼があり、熱弁(？)をふるってきた。
過去大学や企業からのものはあるが、先月のJF(日本フードサービス協会)に続いて、今回も全国的な大きな団体
からのものだった。もっとも私個人に対する依頼ではなく、会社に対するものであろうことは認識している。

もともと人前で話すことは苦にはならないが、業界も様々で、だいいち私のどぎつい大阪弁は、東京の方達には
聞きづらいはずだ。TVでもよく取り上げられている大阪のオバちゃんではないが、
 大阪のおっちゃんのノリツッコミを理解していただける雰囲気にできるかどうか。

議題は「店長の苦労。繁盛する店づくりのために」とにかく、聴衆者の関心をこちらに向けるため、最初の5分間は
小むつかしい話はせず、冗談混じりで、笑いをとること。
それで体の正面が私を向き、少しでも身を乗り出すようになれば成功。そこから30分は大丈夫、ということになる。

今回もともと外食だけでなく、ファッションを中心とした店長向けのものであったはずなのだが、ふたを開ければ
デベロッパーや、企業の人事・人材開発の方が多く、それだけ社員教育や、店づくりに関心が高いということなの
だろう。この道何十年のような顔をして喋ったが、考えてみれば私より業界経験の長い方もおられたはずだ。
 講演のあと、パネルディスカッション・質疑応答と続き、様々な質問が出てきた。
 予期していたとおり、店長と従業員との人間関係・コミュニケーションのとり方についてというのが多かった。

 終わっての反省だが、いつもの通り喋る方に力を入れているため、一応パワーポイントで資料は用意しているが、
 もう少しページ数を増やし、見た目にも分かり易い方がいいかもしれない。
ア～、まだまだ勉強不足かな。

2014.3.26　OSFL総会 

OSFLも5年目を迎える。7チームで出発したが、今年3チーム増え10チームになった。

年間を通してのリーグ戦だけではなく、他リーグとの交流戦や、ソフトボールクリニック、主催の大会なども実施して
いる。純粋に親睦や実力アップ強化が目的で、必要最小限の会費しか集めないため、リーグに余分なお金は残っ
ていない。参加費用が安いのと、内容が充実しているのでOSFL主催のイベントへの参加希望チームは多く、毎回
その整理が大変だ。50チーム参加の大会で(中には100を超えるものもある) 大会参加会費6000円とすると30万円
集まる。必要経費としてボール・ライン用粉・郵送費・メダル代・役員弁当がいるが、それでも3割は残る。
それがリーグ連盟の運営費なのだろうが・・・。

どこのチームも少子化の影響で、チームの存続が難しくなってきている。
 当然集まってくる会費も乏しくなって、活動を自粛または制限せざるを得ない。
 資金確保の大会を開催できるチームはいいが、そうでないチームがほとんど。
 何か無尽システムのように地域順繰りに実施しているところもあるように感じられる。

まあそこらあたりは、いずれ問題視せねばならないときが来るとは思うが、私一人では解決は困難だ。

3/22にその10チームが揃い、OSFL総会を開催することができた。
 年度が新しくなるこの期に、監督やコーチが入れ替わる。
子どもが卒業すると同時に、監督がチームを離れるというのが一般的ではあるが、そういうチームに強いチームは
いない。もちろん我々クラスでは、余暇善導と子どもへの健全指導が大目的ではあるが、
スポーツをやる以上、強いチームを目指すのも命題のひとつに違いない。
トップの方針が毎年コロコロ変わると、上手く行くはずはない。
そいう観点から見ると、OSFL加盟チームは、全てトップが大きく変わらないため、
 軸がぶれず、成績も安定している。

 今年は、春秋に興国高校さんのソフトボールクリニックを2回。
 八尾の交流戦以外にも、大東市・堺市・忠岡地区とも検討中。
 金原杯や合同リーグ戦などさまざまなイベントも実施をしたいと思っている。

 仕事もますます忙しくなって、なかなかアパッチの活動に顔を出すのが難しくなってはいるが、
こういうプロデュースだけはしてあげようと思っている。



2014.3.28　注意の仕方 

先日とある大会に参加した時、アパッチスタッフが帰り際、大会関係者の方から呼び止められた。
 駐車の仕方が悪くて、きつく叱られたうえ、また同じようなことがあれば、除名処分にすると言われたらしい。
 注意を受けるくらいだから、こちらに非があるのは間違いないだろう。
そのことを棚に上げて物申すつもりは全くない。

 私が講演する時に、たびたび話題にすることのひとつに、
 他人を注意する時のよくない方法7つというのがある。
その最も悪い方法の2番目が、罰則を与えるということだ。

 当事者の報告では、遅れて会場に到着した折に、駐車スペースが全くなく、
 入口を少し塞ぐような感じで停めたことことは事実で、
それは充分に反省に値することだと認めている。
しかしそのことが、小学生のチームの除名にどう結びつくのかは大いに疑問だ。
 迷惑駐車を現認した段階でチーム関係者を呼び、十分注意をうながすのは正しい。
それでも聞かず反発してくる場合は、連盟で協議せねばならないこともあるとは思う。
それをはなから伝家の宝刀を抜き、上から目線で今度やったら除名やぞなんて、奢りもはなはだしい。
そこまで言うなら、駐車スペースをもっと考え(ちゃんとしてくれている会場もたくさんあるが)、
 組み合わせももっと公平にし、楽しい大会運営を心がけるのが必要なのではないのだろうか。

 我々の店舗でもそうなのだが、ほんのひとにぎりの従業員の行動が、店の品位を下げることがよくある。
 今回もたった1人の方の言動で、後味を悪く感じた大会になってしまった。
もちろん悪い原因はこちらにあるのは間違いなく、その点は認めている。

いずれにしても、こちらにも非がある限り、、何度も注意を受けることのないよう身を引き締めなければいけない。

2014.4.10　大東フレッシュ杯 

4/6 大東フレッシュ杯大会参加
 毎年お誘いを受けるこの大会、ここ2年ほどは全国大会大阪市予選と重なり、参加できなかった。
 今年はチーム方針で3年ぶりに大東に行くことになった。
 思えば4年前、水野監督率いる10期生が見事に優勝し、初めて大きな大会を制覇し歓喜に沸いたものだった。
さあ14期生はいかがなものであろう。

 初戦天小カイザース戦。
 強烈な印象はないが、毎年しっかりとしたチームというイメージがある。

ウワーッ、超スローボール。
アパッチの苦手なタイプの投手である。
 初回佑斗、制球が定まらず、1死から3四球で満塁。
5番打者にセンター前に運ばれ早くも1失点。
なおも1死満塁。
しかしここは、次打者をショートゴロに打ち取り、本塁封殺し、切り抜けた。
ところがアパッチ打線、1・2回とヒットは出るが、ここぞという時タイミングが合わず、得点できない。
オイオイこのまま0ー1で終わるのか？

3回センター前ヒットの佑斗が2盗3盗を決め、祐才のレフトへの犠牲フライでやっと追いついた。

 初回の失点以後、佑斗は相手打線をノーヒットに抑える。
 迎えた最終回、内野安打の宮本が俊足(？)を活かし3塁まで進み、
 奎侑のセカンドゴロの間に本塁を陥れ、決勝点を上げることができた。
 勝つには勝ったが、危なかったね。

2回戦は木津キッズ。 京都の古豪チームである。
 相手投手の制球難で初回2点。
2回は佑斗のホームランを含め、祐才・細川の連打などで2点を追加し優位に進めた。
6番打者に左中間を破られる1発を浴びたが、それ以外は完璧、佑斗・祐才のリレーで完勝だった。

2次予選は、本部の発表でサンボーイズとあたることになった。
 昨年の王者との対戦は非常に楽しみだ。
どれくらいアパッチがやれるのか、ワクワクしてきた。



2014.4.13　大東フレッシュ２次予選 

4月13日
 １次予選をかろうじて突破し、今日の２次予選に進んだ。
 初戦は大敵サンボーイズ。
 昨年のチームに比べると落ちるという噂は聞いていたが、
それでも１次で、宝箱・西船橋という実力のあるチームを倒している。
 噂通りを期待したのだが・・・。

いやいや単なる噂だった。
エースは半端なくすごい。
 投手力だけなら昨年以上？
こりゃ、１点とるのはむつかしい。

アパッチは1・2回で5三振を奪われる。
 対してサンボーイズには、1・2回にヒットのランナーを許すが、今日のアパッチはカタい。
 ３回佑斗の制球が定まらず、3四球にヒットを絡まされついに先制されてしまった。
しかし満塁の走者を残し、最小失点に抑えたのが大きかった。

その裏、7番奎佑が内野安打で出塁（これが初安打）。
 ８・９番が三振で2アウトをとられたが、ここでトップに戻り佑斗が打席に。
このチャンスにさすがキャプテン、左中間を破る３塁打で追いついた！
このあとは両エースの投げ合いで譲らず、そのまま引き分けた。

アパッチは2安打を放つも12三振を奪われた。
 対する佑斗も被安打は3、奪三振はわずか2だが、外野へ飛ばされることはなかった。
 正直勝ちたかったが、引き分けは最低ラインで良しとしよう。
 次の試合は完封勝利が条件。
さあさあどうなる。

 相手は田井ブレイクス。
3年ほど前に対戦したことがあると思うが、まったく予備知識がない。
 試合開始と同時にアパッチ打線が大爆発。
 佑斗の先頭打者ホームランを皮切りに14安打で17点を奪った。
 肝心の失点だが、エース佑斗は大量点にも油断せず、内野安打1本に抑え、無失点で勝利することができた。
 近畿大会や１次予選で少し不安だった守備も、今日は無失策だった。
このあたり最近の守備練習の成果であろう。

 思惑通り失点０で勝利したが、サンボーイズも2回戦はやはり無失点で勝利し、アパッチと並んだ。
 全試合終了後、規定通り両監督による抽選が行われた。
そして結果は・・・・・・・・。

 岡橋監督勝利！！
やるな～。
 決勝進出決定。

アパッチ新チームは近畿大会３勝１分、大東フレッシュここまで３勝１分。
ということで公式戦まだ負けがない。
まあいつかは負けるのだろうが、立派なものである。
4年ぶりの大東フレッシュ杯の栄冠を勝ち取ることができるか。



2014.4.21　大東フレッシュ杯 決勝 

大東フレッシュ杯決勝。
 週間予報では雨ということだった。
 順延は嫌だなと思っていたが、曇りではあったが無事開催。
 私自身も久しぶりに大会参加ができた。
あ～、よかった。

 会場は氷野小学校。
4年前に優勝した縁起の良いグランド 。
 朝の抽選の結果、初戦は氷野ブレイブと決まった。
 私と同じ立場の総監督は荒本さん。
アパッチがヒヨッコの頃から(今も似たようなものだが)お世話になっている。

 先行はアパッチ。
 佑斗の先頭打者ホームランを皮切りに、
 初回に3点を取った。
 今のチーム状態なら、これで何とか行けると思っていた。
しかしその裏、氷野打線が火を吹いた。
 佑斗が打たれている。
スピードはまあまあだが、ボールがそろい過ぎ、しかもワンテンポ。
 投球練習を見ていた百戦錬磨の荒本さん。
 好球必打、タイミングを計り打っていけ。
そういうような指示だったのだろう。
とにかくエラーもあったが、3点を取られ、追いつかれた。

 今大会では最多失点で、内外野のミスも精神的に大きく、ベンチに戻った選手たちは、茫然自失の状態。
しかしながら今年のチームはここからタフであった。
2回に祐才、3回には何と弓菜にホームランが飛び出し大量得点。
 氷野は上位打線がしっかりバットを振ってくるし、怖い打線であるが、残念ながら人数が少なく、外野が低学年
ということでの大量失点であった。
それでなければ競った試合になっていただろう。

いよいよ準決勝。
ここをクリアーすれば4年ぶりの優勝が見えてくる。
 相手は築港子ども会。
 港区のチームであるが、どうも連合チームらしい。
 田中子ども会を除く有力チームの、池島・港晴との連合で、これは油断ならない。
 確かに守備練習を見ていても、内外野に全く穴が見えない。
 投手はジュニア時代からよく見る、巨漢エース君。

 築港先攻、プレーボールと思いきや、アパッチがひとり足りない。
エ～！？
シンイチロー！
 「お腹が痛いと言って、トイレに行きました」
ウワー！
 「すみません。
センター交代します。」



2014.4.21　大東フレッシュ杯 決勝 (2) 

佑斗の投球練習が終わったけれど、シンイチローが戻らない。
 審判の要請で、センター交代でセイマが入った。

そしてそのセイマにボールが早速飛ぶから、ソフトボールは面白い。
 築港の先頭打者は、ショート祐才の華麗なフットワークとボール捌きでアウトにし、観客を唸らす。
そして問題の2番打者の打球がセンター右へ。
 必死に走ってツーバウンドで打球に追いつくが、勢いで少しよろける。
 体制を立て直してセカンドへ投げれば何の問題もなかったのだが、
 早く投げようという意識が強く、腰砕けのまま投げたためボールが横にそれた。
ランナーはそれを確認し3塁まで進むことになった。
たった一つの進塁。
それがこの試合を大きく左右することになるとは夢にも思わなかった。

 一死3塁。
ここで痛恨のワイルドピッチ。
 初回に早くも失点。
しかしエース佑斗はこれで吹っ切れたか、3番4番を内野ゴロにうちとる。
さあ、反撃だ。
3回に追加点を奪われ2点差になったが、その裏奎侑・佑斗兄弟のヒットでようやく1点を返した。
4回から6回まで、9人を完璧に抑え、エースの維持を見せるも、
アパッチ打線も巨漢エースから、毎回の7安打を放ち期待を持たせるのだが、ファインプレーの連続で得点できない。
そしてそのまま、1-2で終了し、優勝の夢は潰えた。
 接戦にめっぽう強いアパッチも、この試合に限り1点が重かった。

3位決定戦は、やはりモチベーションが下がり、気合不足の感があったが、
 何とかタイブレークの勝利で3位入賞を果たした。
 守備とバントに問題が見え、今後の練習方法に課題が残った大会だった。
とにかく何はともあれ、3位おめでとう！

2014.4.25　ナイススタート

新年度に入り、公私とも予想以上に順調に進んでいる。
アパッチは昨年に比べ選手層が薄く、少し小粒という感は歪めない。
しかしキャプテンでエースの佑斗を中心として、抜群のチームワークで今のところ好成績を残している。
もちろんこのままずっと好調を維持できるとは思っていないし、課題もたくさん見えている。
しかし、投手が4人いて、内外野とも完璧ではないにしろ、一応穴なく駒が揃っている。
 様々な課題において精度を上げて行くことに徹して行けばいい。

 仕事に関しては、昨年8月に還暦を迎え、本来は定年という立場であるのだが、
 特別の計らいで、従来通りの職責・職務を頂戴した。
そして新年度を迎えたわけであるが、部下が若返りそして方針も若干変更した。
 業績も順調過ぎるほど素晴らしいスタートを切った。
これもずっとこのまま続くとは思わないが、方向性さえ間違わなければ、大丈夫だと思う。

 先週は富山・金沢への出張。
 今週は月・火と東京都内。
そして昨日は宮崎、今日熊本と出張が続いている。
 宮崎はかれこれ25年前、旭化成の工場見学で延岡に来て以来。
 熊本は生まれて始めてである。
このブログも、宮崎から熊本への3時間の高速バスの中で綴っている。
 日本中あちらこちら行けるからいいな、という人もいるのだが、本音はとてもキツイ。
 時間に追われ観光する暇もなく、有名料理店で名産品に舌鼓を打つわけもなく、
 行く先々で待ち構えている社員やパートさんとの個人面談や講演。
 心身とも疲弊する。
でも楽しくも有り、やりがいもある。
 社長の仰っていただいている70歳までできるかどうかはわからないが、頑張って行きたい。

4月25日(金)11:20 熊本行 高速バス車中にて



2014.4.28　第22回忠岡グリーンカップ大会 

４月２７日（日）
 第２２回忠岡グリーンカップ大会参加。
 早くも新チームになって大会参加は３回目。
 過去近畿新人戦、大東フレッシュ杯と望外の結果が出ている。
 公式戦８勝１敗２分。
やや出来過ぎではある。

 今回の大会は今年で４回目になるのか。
 残念ながら、予選を突破したことが無い。
 大敗はないのだが、引き分けであったり、０－１の惜敗であったり、とにかく勝てないのだ。
 日ごろからこの南地区との交流が少なく、なんとなくアウェイ感があり、
 雰囲気に呑まれたようなところもある。
しかし、最近は泉州リーグとの交流戦や、Ｕ５の会場としてこの新浜緑地を使わせていただいていることもあり、
大会役員や他のチームから声をかけていただくことなって、孤独感というか四面楚歌を感じることがなくなった。

 今年は今のところ順調で、初の決勝進出を目指したいところだ。

 初戦は白さぎ子ども会。
 白さぎ先行でトップは１０番キャプテン君。
ソフトボールでは一番良く打つ選手がトップとしているチームが多い。
できる限りたくさん打席にたてるからだ。
だが佑斗の調子もよさそう。
 簡単に追い込む。
 勝負球が少し高めに入る。
 「カキーン」
 快音を残し左中間へ。
シンイチローが必死で追いかけるが間にあわず外野を転々。
 早くも先制された。
 佑斗はベンチを見ながらニコッと笑った。
この試合勝った！
 私にはこのときの佑斗の心情は１００％は理解できていない。
しかしこの表情にゆとりというか、次は打ち取るという意気込みのようなものを感じた。
 予想通りこの後、外野に全く飛ばされることなく、ヒットを許すことは無かった。

 打線は１回裏、お返しとばかり佑斗が左中間への３塁打で出塁し、細川がタイムリー、
 森が右中間へのホームランと３倍返しの３得点。 
 ２回は小門・弓菜の下位打線の活躍で追加点を奪い、精神的にも優位に立った。 
 難を言えば、３回以降にダメ押しができなかったのが少し不満ではあるが、
とにかく大事な初戦に勝利できた。 

 ２回戦は１回戦を２２－０の脅威的な大差で勝ちあがってきた大芝ファイターズ。 
 先行アパッチ。 
 佑斗・眞基の連打でつかんだチャンスに３・４番が倒れ、ベンチから長嘆息。 
しかし５番森が左中間へのタイムリーで先制。 
このままチェンジになっておれば、かなりヤバイ雰囲気だったが、１点取れてよかった感があった。 

 ３回無死満塁の大チャンスをダブルプレーでものにできず、イヤ～な気がしたが、 
それでもこの試合、エース佑斗は全く崩れをみせず、散発の２安打に抑え見事に完封勝利を収めた。 
 反省点としては、アパッチは７安打を放ちながらも最小得点の１点どまり。 
 得点に対する貪欲さをもっと見せて欲しいところだ。 

しかし内容はともかく、予選を突破できた。 
 決勝の抽選の結果、大本命の黒鳥ドリームスと初戦に対戦することが決まった。 
いいね、この時期に対戦するのに一番の相手だ。 
 楽しみ～！
 



2014.4.30　ゴールデンウイーク

4月30日（水） 世間ではゴールデンウイーク真っ只中。
しかし今日は平日、おまけに月末ということで、慌ただしさを感じながら仕事をしている。

 昨日の雨で、忠岡グリーンカップの2次予選が順延で、決勝が5月4日になった。
おまけにMOSLのリーグ戦も中止になるし、本当についてない。これからのスケジュール調整も大変だ。

 昨日は新入社員が諏訪湖へ移動ということで、6時45分難波の集合に立ち会い、見送って来た。
 休みの日の5時半起きは、ソフトボールの大会以外は少ししんどい。
 私も、この期間中行くつもりであったが、少し疲れ気味だし、デスクワークも残っているため取り止めに。
ゴールデンウイークと言っても結局休めるのは、5月4日と5日だけ。

4日は忠岡グリーンカップの決勝がある。 抽選の結果、初戦は黒鳥ドリームス。
 南大阪地区では、今年度最強の実力を持ったチームと言われている。アパッチにとっては願ってもない相手。
 今の力でどれくらい出来るのか、とにかく楽しみではある。

そして翌5日は5・5こどもソフトボール大会。アパッチにとっては3連覇がかかっている。
今年はスタッフの都合でAチームのみの参加。世間では、優勝するために力を結集するためと言われているらしいが、
そんなつもりはなく、単純に選手も少なくなり、Ｂチームを組んでもまともに戦えそうになかったということもある。
 優勝はともかく、予選だけは突破したいものだ。

2014.5.6　忠岡グリーンカップ決勝

5月4日 忠岡グリーンカップ決勝。予選を勝ち抜き意気揚々と臨むつもりではあったが、 雨のため少しスケジュール
が変わり、ジュニアのミニ大会と重なってしまった。そのため、5・６年生だけで挑むことになった。
全体的に見ても、戦力が大きく落ちるということではないが、選手層が薄くなるのと、やはり外野に少し不安が残る。

 初戦、楽しみにしていた黒鳥戦だったが、棄権ということで板原町子ども会との対戦になった。
 初対戦だが予選で天神山ボーイズを降しているとのことで警戒警報。

先攻は板原町で、先頭打者にセンター前に運ばれ、その後死球などでピンチを迎えたが、1ー5ー3のダブルプレー
で切り抜けた。その裏、２死から祐才の3号ソロで先制。2回は下位打線がうまくつながり、3点を追加し優位にたった。
3回に1点を返されるも、態勢に影響なく初戦を突破した。

 準々決勝は八木北ソフトボール。
 監督の根来さんにはいろいろとお世話になっている。
アパッチがどうしようもなく弱い頃から、練習試合の相手をしてくださり、嫌な顔一つせず、可愛がってくださった。
 一時期監督を退かれ、名門八木北にも低迷期があったように思ったが、2・3年前復帰され、
チーム状態も以前の感じに戻りつつあるように思う。
 私ごときが失礼な言い方だが、やはり監督でチームは変わるのだ。

 練習試合ではアパッチの勝利。選手も勝てると思っていただろう。
しかし私は予選を拝見した限りではこれは難敵。
 投手をいかに攻略出来るのか、この1点がポイントだと思った。

 初回、最も警戒しなければならないそのエース君に、見事な当たりを打たれ先制を許す。
これは、佑斗の失投ではなく、低めの素晴らしい球。
この球をセンターへライナーで弾き飛ばされたのは、バッターを褒めるしかない。
この1発で試合は決まった。
エース君はそのホームランで気をよくしたのか、いつも少し乱れを見せることがあるのだが、
この試合は完璧。
わずか1安打ではなす術もなく、完敗だった。

そしてその八木北さんが優勝されるのだから、アパッチにとってもわたしにとっても喜ばしいことだった。

 教訓；好投手相手には1球をおろそかにせず、1打席を大事に、1点に執着しなければ勝利はない。



2014.5.7　５・５こどもソフトボール大会 

第36回5・5こどもソフトボール大会
この大会に参加するようになって何年目になるのだろう。
 当初はこの45学年制に慣れず、メンバー編成をうまく組めなかった。
もともと大人数のアパッチにとって、この45学年制はありがたいルールだが、
 出来る限りたくさんの選手を出してやりたいという思いがあり、
 勝ち負けより参加することに重きを置いていた。
しかし最近はチームのレベルの向上とともに、下級生が非常に仕上がりが早くなった。
で、学年合わせの低学年であるはずが、アパッチに関しては学年の差があまり感じられず、他のチームと差が
ついてしまった。そんな結果、昨年まで2年連続優勝、今年も優勝最右翼と言われるようになったわけだ。
 今年もここまで出来すぎの成績。
そしてこの5・5大会もレフトに3年生が入るくらいでほぼレギュラー編成と変わらない。
そしてその3年生が酒井だから、他のチームの5年生と遜色ない。
しかし勝負は水物、油断大敵だ。

 初戦は、枚方西船橋子ども会。
 昨年は好投手を擁し、いろいろな大会でも絶えず上位に顔を出していた。
 今年はいかに。
エースはやや変則モーションではあるが、スピードはそこそこ。
 初回、先攻のアパッチ。
 佑斗が倒れたが、2番眞基が絶妙のバントヒット。
そしてチャンスの場面で3番祐才。
 期待に応えてレフトオーバーのホームランで早くも2点を先制。
2回には打者10人、奎侑の1号ホームランなど5安打で大量7点を奪い、
 試合を決めた。
 今日の佑斗は制球は良くなく、また球もあまり走っていない。
ただ要所は締め、また好守備にも助けられ失点はしなかった。
3回にも1点を加え、10ー0のコールド勝ちで初戦無難にクリアーした。

2回戦は生野区の中川ドリームス。
 昨年新星のごとく現れ、区子連を制覇し、市子連大会でも榎本子ども会を破り、
 見事ベスト8に輝いた。
さあ、今年はどんなチームなのか。

 初回中川の攻撃を3人で締め、上々の立ち上がり。
その裏、アパッチは相手のミスにも助けられ、1安打で3点をいただいた。
その後も毎回の得点で6点をとり、投げてもエース佑斗は被安打1・1四球で完封勝利。
 幸先良く予選を突破することが出来た。



2014.5.12　MOSLリーグ４試合

５月１１日（日）ゴールデンウイークが終わり、区子連大会を２週間後に控えて、調子を上げていかねばならない。
 今日は生魂グランドにてのMOSLリーグ戦。A・Bとも２試合ずつ組まれた。

 早朝の８時に第１試合が行われ、そして８試合目の開始時間が１５時ということで随分長丁場だ。
ちょっとしんどいけれど、大切な試合が組まれているため、頑張らなければならない。

 午前中はB対戦で、長居カブトとあたった。
 今年長居カブトはAチームの６年生エースがよく、久々にチームもまとまっている。
Aがいいときは、Cもいいことが多く、楽しみな戦いであった。

アパッチは森・中橋奎のバッテリー。初回に５安打を集中し４点を先制。
３回も６安打５四死球で８点をとり、試合を決めた。
投げては森が１０人の打者に、１四球のみの無安打に抑えた。

 ２試合目は田辺ジュニアゴールド。
なかなか元気いっぱいの選手たちで、しっかり声が出ていてよい雰囲気をかもし出していた。
しかし投手がまったく仕上がっていなかった。
初回に１０人連続出塁（４安打６四死球）で８点を奪取。 投手宮本は、今日はスピードを抑え、制球中心の投球。
 ２回７人の打者に５奪三振、投手ゴロ２つ（うち一つはエラー）。
アパッチの攻撃は、２回にも２点をいただいた時点でタイムオーバー。
これでBリーグは４連勝の成績。
 教育リーグということで、勉強の位置づけにあるこのリーグだが、勝つことに越したことはない。
 今日じっくり見た限りでは、外野手のスキルの底上げ。捕手貫太の経験値。
そういったところが課題のようだが、４年生シンイチローとアツがいる限り、まあ楽しめるのは間違いない学年だ。

 Ａチームは初戦に生魂と対戦することになった。
 今期のMOSLでは、アパッチと生魂が頭一つ抜けている。
 ６年生がひとりということであるが、５年生が素晴らしく、特にバッティングには目を見張る。
 全員が鋭い振りから、その爆発力は群を抜いている。
 昨年のＵ５大会でも、４年生選手中心の破壊力満点の攻撃陣は、印象深い。

今日の佑斗は素晴らしい。
スピード・制球とも文句のつけようがない。
トップバッターの背番号１選手には、２打席ともいい当たりをされたが、ともに野手の正面。
そしてショート祐才の、安定感のある華麗な守備。
 同時に、ファースト眞基の抜群のグラブさばき。
 結局５回まで一人の走者も許さないパーフェクトゲーム。

しかし対するアパッチ打線も、生魂エースの前に沈黙。
わずかに森のセカンドエラー（ヒットでもよかったかな？）によるランナーだけ。
 ５回終了（０－０引き分け）で４５分経過という投手戦だった。

 蛇足ながらこの試合、主審のコースの判定が甘く（特に外角）、ボール４分の３はずれたものもストライクの判定。
これは両投手同じ条件で、この試合に関しては直接の影響はなかった。
しかし最後の試合で生魂ｖｓ北田辺で、同じコースをことごとくボールの判定で（実際にボールが正解）
エースはかなり苦労していた。そのせいだけではないが、逆にストライクをとりにいって甘く入った球を打ち返され、
北田辺に逆転負けを喫してしまった。
仲のよい中川代表に、対戦の後こういったことが懸念されると言っていたのだが、いみじくも当たってしまった。

 次戦の五条パレスでは、同じように好投手ではあったが、やや１本調子でおまけにコースもやや甘かったため、
 生魂エースに比べると、アパッチにとっては打ちやすかったようだ。
 初戦が薬になったアパッチと、全く逆の生魂にちょっとツキの差を感じた。
この試合では、佑斗が３安打。
そして９番に入ったセイマが、素晴らしいあたりの２安打をはなちアピールした。

この日は１勝１分。
 Ａリーグ戦は今年は群雄割拠。
アパッチ・生魂が頭ひとつリードといっても、その差は紙一重。
 気を引き締めて戦っていかねばならない。



2014.5.20　ＭＯＳＬ Ａリーグ３戦 

5月18日MOSLリーグ戦。
 先週に引き続きリーグ戦に参加した。
 初戦の生魂戦は引き分けに終わったが、投手を含めた守りは問題ない。
 打撃は試合により好不調の波が激しいが、審判との相性もあったりで、
 仕方ない部分もある。
 今日は3試合、確実にものにして行きたいところだ。

 初戦(通算3試合目)は北田辺子ども会。
 先週全員野球で、生魂に逆転勝利。
 勢いがある。
さあさあ。
・・・・・.
先発に細川の名前がない。
 試合前に準備ができていず、いろいろあって岡橋監督は怒りの先発はずし。
4番サードが外れると痛い。
それ以上に雰囲気が悪い。
しかしそんなことより、妥協を許さない監督の方針は正しい。
 今、目先の勝利より、もし万一負けても、あとあとのことを考えるとこれが正解。

どうも今日の佑斗はイマイチ。
 制球が悪すぎる。
 細川が外れた一件が気になっているのかどうかわからないが、こんな悪い状態はひさしぶりだ。
 初回に2四死球。
 無失点に抑えているが、何かやばい予感。
 打線もヒットは出るが、走塁のマズさもあり、2回まで1点どまり。
そして3回。
3つの四球(うち押し出しが2)で、逆転を許してしまった。
MOSLでは久しぶりの失点であった。
その裏のアパッチは1番からの絶好の打順。
しかし三者凡退。
このままズルズル・・・。

 最終回、4番の森が倒れ、ワンアウト。
5番奎侑四球。
6番小門センターオーバーで1点を返すが、小門が2塁でアウト？
2死となったが、ここからがアパッチの野球。
7・8番の連続四球の後、ようやくお許しが出た細川がサヨナラの左中間への一発。どうにか勝利したが、危なかった。

2戦目は真田山戦、祐才・細川のバッテリー
打撃好調の祐才もピッチングはいまひとつ。
 暑い大阪夏の陣を想定した場合、佑斗・祐才・勇太の３枚は欲しい。
そして捕手も疲労を考えた場合、奎侑一人に頼ってはいけない。
そんなこんなの考えからのバッテリーだった。

 打線好調のアパッチは、１番から９番までまんべんなく打ち９得点。
そして問題の祐才のピッチングは、２四球をだしたもののノーヒットに抑えた。
ピッチャーゴロ３、セカンドゴロ２、ファーストアウト２と、ほぼ完ぺきな内容だった。
やればできる！

 ３戦目は金塚子ども会。
 今度は佑斗が初戦の北田辺戦での制球を修正し、被安打１で完封。
 打線も、迫力ある金塚エースを打ち崩し６点を奪った。

そういえば初戦北田辺のエースはかわいい女の子。
どうもアパッチは昔から、女の子の投手には弱い。
フェミニストが多いのかな。

これでＭＯＳＬは４勝１分。
トップに立ったが、まだ油断できない。
 東小橋や今シーズン好調の桃陽や長居との対戦が残っている。
 気を引き締めて。
 



2014.5.25　住吉区子連大会 

５月２４日（土）、いよいよ明日は、前半の最大目標である大阪夏の陣への区予選。
わがアパッチは昨年まで７連覇し、住吉区では敵なしの状態ではある。
しかし勝負は何が起こるかわからないし、油断がいちばんの大敵である。

 前日土曜日の練習ということで、出勤前に学校へ様子をうかがいに行ってみた。佑斗が骨折！！！
キャプテンであり、トップバッターであり、もちろん大エースである。ことばが出なかった。

 考えても仕方がないわけで、いるメンバーで戦わなければいけない。
 Ａ・Ｂ２チーム出場している関係で、Ａチームは５・６年生１１人でエントリーしているが、
 ３人の投手がおり、区予選クラスではだれが投げてもいいと思っていた。
しかし骨折で出場できないとなると話は別。打順も守備位置も、精神的にも問題は残る。
さあ、どうクリアーしていくのか。

 ５月２５日（日）アパッチＡチームは１回戦シードで２回戦から。
アパッチＢチームは１回戦、南住吉Ａチームとの対戦である。
 今年の南住吉は６年生が１５人いて、そのうち９人でＡチームを編成している。
 Ｂチームはエース４年生の宮本の奮闘で、１－１のまま終盤にはいったが、 痛恨のＷＰで決勝点を奪われ、
 涙をのんだ。Ａチームは２回戦で南住吉Ｂチームと対戦した。Ｂといっても６年生が５人と、残りが５年生で身体は
 結構大きい選手もいる。先発森の調子もスピードはもうひとつだったが、制球よく打者９人をパーフェクト。
 打線は岡橋・工藤・小門にホームランが出ての大勝だった。

いよいよ決勝。南住吉Ａチームは全員が６年生。エース君はそこそこ球は速い。
 内野陣も運動神経のいい選手が多いようで、動きもいい。そして伝統の声が相変わらず素晴らしくいい。
みんなでしっかり声を出している。この連帯感が南住吉の伝統の力だ。

 初回、トップの工藤が内野安打で出塁。（サードの悪送球もあり２塁に進む）２番村上のナイス送りバントで１死３塁。
そして３番細川がセンター前タイムリーで先制。完全なアパッチペースに持ち込んだ。
よしよし、これでいけるかな。４番小門三振、捕手が１塁へ送球、細川タッチアウト！！！
え～っ！ちょっとここで流れが変わるのがいやだった。

 １回裏１死から２番バッターにセンターオーバーを打たれ、早くも同点に追いつかれてしまう。
そして３番にはセンター右へのヒット、すぐさま盗塁。どうもいけない。
そういえば、先発森の球にはスピードもキレも感じられない。「負ける？！」
脳裏にいやな２文字が浮かんだ。雰囲気が悪すぎる。
ここでもし逆転を許していれば、ひょっとしたかもしれない。
しかし後続を打ち取り、ベンチへ帰ってきた森の顔色は芳しくなかった。

２回のアパッチの攻撃。先頭の森がよく粘り四球で出塁。中橋の送りバントが投手のエラーを誘った。
このあたりが試合経験の少ない相手チームの弱点なのだろう。無死１・２塁で打席は弓菜。
 前の試合でホームランを打っているとはいえ、ここは送りバントが定石。
しかしながら父親でもある岡橋監督の読みは違った。バントがうまくない。
そして今の娘の調子なら、うまく転がしてくれるだろう。ここら辺りはさすが親子。
 弓菜は父親の意図を十分くみ取り、たたきつけるバッティングで３塁まえへ、
そしてそれが内野安打となり、無死満塁という願ってもないチャンス。
ここで登場の西埜は、同じような理想的なたたきつけるバッティングで３塁ランナーをかえす。
ここらあたりから、南住吉バッテリーの歯車が狂いだし、ＷＰなどで計４点をいただいた。

 ３回にもこの試合のラッキーガール弓菜のタイムリー内野安打が出てだめを押した。
 森は最後まで本来のピッチングができず、毎回の６安打を許したが、守備陣が助け、
ホームラン以外の失点を許さなかった。

 ８連覇達戦！！！
おめでとうと言いたいところだったが、試合終了後も、選手・コーチ・応援団に優勝の喜びも歓声もなかった。
 相手チームにはもうしわけないが、ここで負けるわけにはいかず、
また私は試合前１点を取られたら負けと思えと言っていた。
エース佑斗が投げていたら、まったく違う展開になっていたと思うが、
それにしてもこんなに打てなかったらどうしようもない。

それより、Ａチームが苦戦した相手に、４年生以下のＢチームが１点差の惜敗。
そちらをほめてやりたいところだった。

それにしてもしんどかったな。



2014.6.9　狭山ラッキー大会（１） 

6月8日（日）狭山ラッキー大会に参加 
 昨年始めてご招待お受け、A・C２チーム出場させていただいた。 
Aは予選２勝したが、失点差で３位決定戦にまわり、モチベーションを上げてやりことができず敗戦。 
Cチームはユウト・ケイスケのバッテリーが他チームを寄せ付けず圧勝。 
 今年もいい試合をと臨むのだが、２週間前の佑斗の骨折。 
ピッチングも十分練習できないままぶっつけ本番。 
さあ、吉とでるか凶とでるか。 

 抽選の結果緒戦は河合キッズ。 
ほとんど対戦したことがないが、大きな大会に顔をだし、 
いつも上位に名前を連ねる松原市のチームだ。 

やはり佑斗がよくない。 
 意識して腕を振っているため、球威はそこそこある。 
しかし制球は・・・。 
ボールの握りの感覚が取り戻せていないため、シックリいっていないのか。 
 初回から２四球。 
どうにか無失点で切り抜けたものの不安感いっぱい。 
 ２回下位打線を迎えるにあたり、佑斗の意識のなかには、下位に四球を出したくないというのが大きかった。 
その気持ちが強すぎ、甘いところに球がいき、７・８番に長打を許し、２点を先行された。 
その後もピリッとせず、３回に死球を与えたところで無念の降板。 
 ３回終了時点でスコアーは0-3、打線は森の内野安打１本。 
いかにアパッチといえども、これはどうしようもない。 

 ４回、先頭打者が倒れワンアウト。 
ベンチの雰囲気も悪く、あきらめかけたが次打者祐才がレフトオーバーで出塁。 
よっしゃ、なんとか１点でも。 
 ４番細川が痛烈なショート内野安打がエラーを誘い１点。 
まだまだ２点差。 
 ５番森がライト前に運び、細川ホームイン、１点差。 
 ６番奎侑が死球。 
このあたりエース君の動揺がみられる。 
 ７番小門がセンター前に運び１死満塁。 
いけいけ！ 
そして８番弓菜が見事期待に応え、セカンドへの痛烈なあたり、野手が処理できず外野を転々とするホームラン
（記録は単打）の間に２者が還りサヨナラ勝利。 
 九死に一生を得るとは、この試合のことで、反省点はたくさんあるが、とにかく勝利したことは素晴らしいことだ。 

Cの初戦は亀新ファイターズ。 
 初回先頭のシンイチローがレフト前にクリーンヒット。 
そこから相手投手の制球に乱れが出て４得点（４点打ち止めルール） 
その裏、エース宮本もわずかに制球が狂い、２四球にWPで１失点。 
しかしその後は９人の打者から６三振を奪い、スキを見せなかった。 
 ３回にも２点を追加したアパッチCチームは、初戦を完勝しすばらしいスタートをきった。 



2014.6.9　狭山ラッキー大会（２） 

A２回戦は優勝候補のくみの木チーム。 
エースの球も速いし、しっかりしたソフトボールはやはり伝統の力だろう。 
 先日の大会で加島と0-0で引き分けたということで、アパッチとしては願ってもない相手だ。 

 初回アパッチの攻撃は満塁まで攻めたが、あと１本が出ず無得点。 
エース佑斗は１回戦とは打って変わって見違えんばかりのピッチング。 
この短時間で修正してくるあたりは、さすが大黒柱である。 
 ２回にライト前へ２本打たれはしたが、それ以外は文句なし。 
 結局この試合は無四球で締めた。 

 打線は４回、森のセンター前ヒットから盗塁、WPで３塁まで進み、 
 小門の値千金の内野安打で均衡を破った。 
この試合はこのまま1-0で勝利するのだが、１回戦に続き無失策。 
ようやくキャッチボールを中心とした基本練習が実ってきたようだ。 

C２戦目は狭山東ﾌｧｲﾔｰｽﾞ 
Å同様にこの試合が決勝戦のようなものだった。 
 昨年も対戦があり、かろうじて勝利し優勝の栄冠を勝ち取った。 
 相手もリベンジのつもりでぶつかってくるだろうし、アパッチCにとっても今一番の相手だろう。 
 初回にシンイチローのヒットを足場に幸先よく先制できた。 
しかしさすがに狭山東、その裏制球定まらない宮本から２安打２四球で逆転を許してしまった。 

 ３回にシンイチロー・宮本の連打酒井四球、湯田の内野安打とWPで４点をとり（４点交代）、これで勝負あったと
思っていたら、 やはり狭山東もあきらめない。 
 ２四球に内野エラーもあり、同点に追いつかれてしまう。 
いつものとおりタイムリーヒットを打たれたわけでなく、四球・盗塁・ＷＰの失点。 
これからの課題は明白で、じっくり修正していけばいい。 
なんとか勝ち越しは許さなかったものの、決勝進出への失点差は微妙なところ。 
 （あとの試合で狭山東は亀新に３点を奪われ、アパッチが決勝に進むことになった。よかった。） 

A決勝の相手は榎グレート。 
 昨年・一昨年と左のビッグエースを擁し、大きな大会を総なめしてきた。 
さあ、多数のレギュラーが卒業しての今年のチームの仕上がりはどうか。 
でもやっぱり強豪を撃破して決勝に進んできたということは、今年もやはりいいチームということは間違いない。 

 昨年４年生以下大会で幾度か対戦してきた女の子が投げている。 
 一段と大きくなり、スピードもある。 
 １・２回とお互い一人ずつのランナーを出すが0-0のまま。 
 ３回に大きなチャンスがアパッチに訪れた。 
 １死から西埜が内野安打で出塁。 
そしてそこから怒涛の４連打で４点を奪った。 
アパッチチームは波にのると、この怒涛の攻撃が多い。 
いったん乗せると怖いくらいに弾みがつく。 

エース佑斗は５回を被安打１、与四球２で完封勝利。 
みごと今期初のタイトル（区大会以外）を勝ち取った。 
みんなよくがんばったぞ。 

こうなりゃアベック優勝をと、Ｃチームも決勝戦に臨む。 
 相手は東野ソフト。 
 結果は望外の9-0という大差がついたが、先発投手の出来の差で、 
 ９安打・６四球のアパッチに対し、被安打０・２四球の東野では負ける要素はなかった。 
ということでＣは２連覇。 
 Ａ・Ｃで同日アベック優勝という快挙を達成した。 

 昔のデータを調べてもアベック優勝というのは過去にもなく、まさにここまでのアパッチ好調を象徴する結果だと思う。 

しかしこれがゴールではない。 
 来週は５・５大会の決勝。 
そして新平野・泉州大会・白鷺大会・大阪夏の陣へと続いていく。 
これからは更なる体力つくりと、モチベーションの維持向上。 
やるべき課題もたくさんある。 
みんな優勝に浮かれることなく精進しようぜ。



2014.6.18　5.5こどもソフトボール大会決勝 

6月15日 5・5こどもソフトボール大会の決勝。
 少し間隔が空いてしまった感があるが、いよいよ3連覇をかけた決勝である。
 残念ながら、午後から札幌へ出張しなければならず、私自身は午前中でその場を離れることになるので、
結果は機中での報告を待つことになる。

 初戦は榎グレートB。
Bチームとはいえ、選手層の厚い榎チーム。予選も2連勝して上がってきた。
 決して侮ってはいけない。
 決勝まで4試合ということを踏まえて、4年生宮本が先発し、細川に捕手を任せた。
 最近の宮本のピッチングを見ていても、スピードはあるし、安定している。
まずは問題はないだろう。

だが初回、先頭打者に四球、WPで進塁を許し、内野ごろの間に先制を許すという悪いパターン。
簡単に点をやってはいかんな、と思いながら、その裏の反撃に期待した。
その裏の攻撃・・・21点!
10安打10四球。
 次の試合においておけよ、と言いたくなるほどの猛打爆発。
 相手守備陣の乱れもあったが、みんなよく振れていた。

でもひとつ感じたことがあった。
この長い長いアパッチの攻撃でも、榎の選手は誰一人投げやりなプレーはなく、一つでもアウトを取ろうという

真摯な態度が目立った。2年後、この低学年のチームが主力となってレギュラーになった時に、今日の敗戦が
教訓となり、大きく成長し、アパッチに立ち向かってくるのは間違いない。アパッチの低学年もこの大勝に浮かれる
ことなく、相手の気持ちになって試合を見つめることが大切だと思った。(低学年にとっては少しむつかしいかも
しれないが。)いずれにしても初戦は突破できた。

2回戦、豊里連合Bチーム。
このチームも豊富な選手層を活かし、予選Aチーム相手に連勝し、今日の第1試合も私市に勝利し上がってきた。
ここからはベストメンバーで行かねばならない。

1回アパッチの攻撃、簡単に三者凡退。
エ～ッ、大丈夫かな。
 少し雰囲気が悪くなりそうだったが、それを払拭させるプレーがあった。
 豊里の先頭打者にうまくライト前に運ばれる。
そして2番打者がすぐさま送りバント。
 悪くないが、少し強かった。
でも普通のチームなら2塁アウトは微妙なところ。
しかしピッチャー佑斗はダッシュ良く、取るなり矢のような送球を2塁へ(アウト！)
そしてショート祐才は続いて矢のような送球で1塁眞基へ(アウト！)
見事なダブルプレー成立。
 審判を担当していた私市のコーチも思わず顔を見合わせ、感心したような素振りをされていた。
ベンチ、観衆全ての人が「格好いい」そう感じたビッグプレーだったと思う。
 私はこのプレーでこの試合の勝敗が決まったように感じた。
 佑斗・祐才・眞基とアパッチが誇る内野陣。
 練習の賜物だ。

2回、下位打線でつかんだチャンスに、相手の守備の乱れもあり、4点をいただいた。その後はエース佑斗の
ピッチングも安定し、逆に最終回ダメ押しの3点を奪い、準決勝進出を決めたのだった。

 制限時間一杯。
 後ろ髪を引かれる思いで福万寺を後にし、関西空港へ向かった。



2014.6.20　5.5こどもソフトボール大会決勝 2

第1試合が終わって、他のコートを偵察してまわった。A面は生魂・長居が勝ち上がっていた。
投手を中心とした安定感では生魂 が上だが、久々の長身速球派エース登場で長居は注目。やや打撃面が弱い
感じがするが、こういう大会は波に乗ったチームが一気に頂点に駆け上がることが多い。
反対側のブロックでは、榎と豊里のA級対決があった。どちらが勝っても、決勝戦に進んでくると思っていた。

結局タイブレークの末、豊里が1回戦を突破してきた。
次の試合に私の目が止まった。 鷹合 VS 桃陽。
 両投手とも素晴らしいピッチングをしていた。
そしてどちらも、ベンチを含めた応援の盛り上がりがよく、選手をうまく鼓舞している。結果は接戦を制した桃陽が
勝利するが、これは要注意。そして大方の予想を裏切り(桃陽には失礼だが),桃陽が勝ち上がる。

さあ、アパッチの対戦相手・・・・・準々決勝で長居が生魂を破り上がってきた。う～ん、そうか。
とにかく先制パンチあるのみ。何とか隙間を見つけて、そしてこじ開け先制する。
これが勝利の方程式。ここ数年、長居には大舞台の経験がない。
アパッチにはこの点だけが有利。それ以外は五分と五分。

先攻の長居にランナーを許したが、後続を断ち無失点。
そして大切なアパッチの初回の攻撃。 先頭の佑斗が死球、眞基が送り1死2塁。
ここまでは表の長居と全く同じ。しかしアパッチには頼りになるクリーンアップがいる。
3番祐才・4番細川の連打・5番森の内野安打で3点を奪うことができた。
エース佑斗はヒットを2本許したが、本日2回目のダブルプレーを奪うなど、完璧な守備内容で、長居を
 寄せつけなかった。結局、3ー0で決勝進出を決めたのだった。

2014.6.21　5・5こどもソフトボール大会決勝(3)

そして決勝戦。やはり桃陽が上がってきた。

 一昨年までの桃陽とは違う。
 昨年から野々村監督が熱心に指導し、OSFL主催のU5大会にも積極的に参加してきた。
意気込みが違うという印象だった。残念ながら区子連はあと一歩足らなかったようだが、選手、指導者、応援団の
一体感に、目を見張るような物があった。この試合も先制点がポイント。
先制できればおそらくアパッチがそのまま勝利できると思う。しかし逆になっても、じっくり攻めれば
ひっくり返すチャンスは何処かで来るはず。問題は一体感！

2回、桃陽の攻撃、先頭打者に内野エラーで出塁を許す。
しかしこの場面で、本日3度目1ー6ー3のダブルプレーが成立。なかなか練習の成果を試合で発揮することは
むつかしいのだが、内野の連携プレーに熱心な岡橋イズムが浸透してきた証拠だ。でもでも、好事魔多し。
6番バッターにドンピシャの右中間を破られる一発が飛び出し、先制を許してしまった。ホッとした後に一発をくらう
のはこれはベンチの責任かな。「相手に流れが向きかけた時にこちらに引き寄せる。そしてその流れがまた相手に
行かないようにする。」これが勝負の鉄則。油断するのがいちばんこわい。ではこの場面どうしたら良かったのか。
 今、何を言っても結果論になるのだが、こういう場面を経験することは、大きな成長につながると思う。

それ以降、両投手の投げ合いで1安打ずつ。
 結局、粘りのアパッチも、その重い重い1点を跳ね返すことができず惜敗。
3連覇を逸し準優勝。
しかし素晴らしい準優勝。
いい経験をし、また一段成長できたのかなと思う。

 遠い遠い札幌の地で結果を聞き、さまざまな思いをめぐらした。
 
   



2014.6.27　防犯協会功労表彰 

２週間ほど前、会社から帰宅するなり、自宅の電話が鳴った。 
 自宅に電話がかかるのは、ほとんどが宣伝でそれ以外はＦＡＸだ。 

 警察からだった。 
 「今回村上さんを表彰させていただくことになりましたので、6/26にお越しください」 そういう内容だった。
 ２３・２４と東京出張で、２５日は株主総会。 そういう状況で会社を抜けるのはつらい。 
 「どうしても行ったほうがいいでしょうか？」 むちゃくちゃ失礼な質問をしてみた。 
 「お忙しいところ申し訳ありませんが、ぜひご臨席賜りたいのです」  「そうですか、わかりました。」 

テーブルの上に、それらしき案内状が届いていた。 
 他人から叱られることや、陰口をたたかれることがあっても、めったに褒められることはない。 
 今回の表彰にしたって、順番にいただいているだけだろう。 
かってにそんな悪態をつきながら、物思いにふけっていた。 

そういえば、結婚して長女がすぐに生まれ、１歳になるかならないかの時に子ども会に入会を誘われた。 
それから３５年。 
 子ども会・青少年指導員・ＰＴＡ・公安委員会の補導員（指導委員）など、ずっと続けてきた。 
それぞれの代表（会長）という立場でリーダーを務めてきたことが、今の仕事に大いに活かされているように思う。 
そういう意味では、感謝されるより、私自身が感謝したいと思っている。 

そして２６日、表彰式に出席してきた。 私以外はかなりの年配の方ばかりだった。 
 厳かな雰囲気のなか、来賓挨拶などのあと、ひとりひとりが名前を呼ば表彰を受けた。 
あまり自慢たらしく、ブログやＦＢにのせるのは恥ずかしいが、 
 年甲斐もなく喧嘩早いわたしにも、こういう１面があることを表現しておこうと思ったわけである。 

 表彰状・記念盾もわが家には本当にたくさんあるが、この菊の御紋は光り輝くことでしょう。 
あ～、やっぱりちょっと恥ずかしい。

2014.6.30　第２４回新平野グリーンカップ 

6月28日（土）  新平野グリーンカップに参加 
この大会も24回目を迎えるということで、非常に歴史があり、世間でも認知された大会でもある。 
 残念ながらアパッチは、この大会は相性が悪く（単に実力がないだけなのだが）、好成績をおさめたことがない。 
 今年は上位進出を狙っての意気込みで臨んだ。 

 初戦は中宮連合。 激戦区の鶴見区で活発に活動しているチームと聞いている。 
 今年は5年生主体ということらしい。 しかし、勝つこともそうだが、やはり内容も問われる試合になる。 
 初回に森のヒットから細川のタイムリーで先制。 
そして２・3回と1点ずつを加え、4回には佑斗の３ランホームランでダメを押した。 
 今日の佑斗はどちらかというと制球重視。  朝一の試合ということもあり、スピードはいまいち。 
しかし１３人の打者に１エラーのみの無安打試合。 どうにか面目を保つことができた。 
 打線はそつなく得点しているが、序盤あと１本でていれば、もう少し楽な展開になっていたかもしれない。 
いずれにしても初戦完勝。 幸先よいスタートができた。 

２戦目は新庄連合。  昨年のこの大会、大エースヤナを擁してのぞんだが、１点差でこのチームに敗れた。 
さあ、雪辱戦だ。 

ところが初回に、３つの四球と外野の緩慢なプレーで３失点。 
岡橋監督はこのプレーですぐさま野手を交代。ここらあたりは状況に機敏な監督らしい。  
 罰則ではなく、意識させるということでは、当の選手だけでなく、チーム全体に与える影響は大きい。 

そしてそこからアパッチの大反撃が始まる。 初回６点、２回８点。 
 相手投手がストライクが入らず、置きにきたところを待ち構えていたアパッチ打線の猛打炸裂。 
 一方的になってしまった。 
 気の緩みからか、佑斗も制球を乱し、少し大味な試合になってしまった。 

大会は勝利優先、勝たなければ意味がないといえばそれまでで、われらが目標としているのはほかにあるわけで、 
その点からいえば、この試合はよくない。 
 １次予選は突破できたが、決勝進出のためにも、２次予選はしっかり戦わなければならない。



2014.7.1　OSFL vs 大東市

6/29(日) 今日はOSFLと大東市との交流戦を開催した。
OSFLの年間行事の中で、他のリーグと何度か交流戦を図っている。
しかし残念ながら、今回は大東市の足並みが揃わず、東大阪や八尾からの応援をいただくことになった。
 雨が続く毎日で、前夜もかなり降り、グランドコンディションが心配されたが、皆さんの協力で無事開催できた。
ありがとうございました。

アパッチ1試合目、津の辺子ども会。
 当日急遽参加が決まった強豪チーム。
 岡橋監督の評価でも、今年度対戦チームの中でも、エースは５指に入る。
しかし外野が低学年らしく、少し守備力がおち、打線も下位が弱い。
その辺りは、ほとんどのチームが同じ条件なのだが、トップを狙うためには、その点を克服しないと苦しい。

 先行アパッチ、トップの佑斗が痛烈な内野安打で出塁。
すぐさま盗塁、そして2・3番の連続内野ゴロの間に先制というそつの無い攻撃。
 今年のチームはここが違う。
エース佑斗は朝イチの試合ということもあるが、立ち上がりがよくない。
この試合も制球・スピードともイマイチ。
どうにかテクニックで抑えているが、もうすこしストライク先行型でないとだめだ。
 結局5回を被安打3,与四球2,奪三振4だったが、安定した守備陣が目立った。
 終盤に森の一発、最終回にも1点を奪い勝利できた。

2戦目は池田から参加の細河レイダーズとのB対戦。
といってもアパッチは宮本・湯田の4年生バッテリー。
 野手も藤原以外は3・4年生で、いわば2年後のチーム。
C対戦ではほとんど負けのないアパッチCチームも、
B相手ではどうか、まあ全てが勉強。

 初回、相手3番に痛烈な一発を喰らう。
 左中間へのどでかい当たり。
もっとも今日の宮本は制球が最悪。
1番打者に3ボールナッシングからどうにか打ち取ったものの、2番に四球。
そしてこの3番にも3ボール。
 苦し紛れに置きにいったボールがど真ん中。
これを大柄なエースナンバーをつけた選手が見逃すはずもなく、素晴らしいあたり！
2点を先行されたアパッチではあったが、細河の先発はかのエースナンバー君ではなかった。
3年生か4年生なのだろう。
アパッチ打線は制球の乱れにも助けられ毎回得点。
 最終回にまたまたエース君に右中間を破られ、 追いつかれたが、
そのエース君から1点を奪いサヨナラとなった。

おもしろい試合だったと思ったら、８－７のルーズベルトゲームだった。
どうりで！？



2014.7.2　OSFL vs 大東市 交流戦 (2)

Aの2試合目は久宝寺ソフトボールチーム。春先から優勝を続け、今年度八尾市ナンバーワンチームと噂される。
 岡橋監督・コーチ・選手全員気合が入っていた。

 初回、2死から久宝寺3番にセンター前に運ばれたが、4番を落ち着いてセカンドゴロに打ち取る。
 佑斗はなかなか良さそうだ。その裏アパッチの攻撃。

エース君は球も速く、バランス良く投げ込み、コントロールもいい。
ちょっとまとまりすぎているかな、という感じがしたが、要はその速球に合わすことができるかが問題。
しかしその心配も何処へやら。
 先頭の佑斗が左中間を破るホームラン。(レフトが目測を誤った感はあったが)
続く森が素晴らしいあたりのセンター前、そして3番祐才が会心のレフトオーバーの2ラン。
 瞬く間の3点先取！相手が強い。
 
 負けられない、そういう気持ちがこの速攻を産んだ。
しかしこのあと、目が覚めた久宝寺エース君の前に西埜の1安打に抑えられた。
この西埜のあたりも素晴らしかった。来年の4番候補らしい。

2回、セカンドの右を襲う痛烈なあたり、弓菜は動けず右中間を抜けていき1点を返される。
 監督からも檄があったが、取れずとも触る、触らずとも飛び込む。そういった気迫が欲しかった。
それが単なるホームランを打たれたときより、その後のチームの士気に関係してくる。(弓菜、分かるかな)
3回にも2四球から1点を返され、その差1点。
しかし相手の走塁ミス(アパッチの好守備？いや、やっぱり相手のミス)で難を逃れた。
 最終回3人で締め、大敵を撃破した。
 交流戦とはいえ、嬉しい勝利だった。

 最終試合は来年度新チームで臨んだ。相手は東大阪の雄、弥刀連合。
 激戦区の東大阪で絶えず上位に君臨する強豪だ。当たって砕けろ！

 初回に相手投手の制球が定まらず、2四球でいただいたチャンスに、さきほどA対戦で見事なバッティングを見せた
西埜が、レフトオーバーの3ラン。いよいよ本物になってきた。その裏1点を取られたものの、森は制球よく無四球で
 完投。打線も宮本の左中間オーバーの3塁打など、毎回得点で6点を上げた。

 今日のアパッチは、相手はかなりキツイチームばかりであったが、4連勝という成績で、基本に忠実にプレーできて
いるという印象が強かった。なんとか無事に一日が終わった。
 最初はどうなるかと心配したが、さすがOSFL加盟チームの組織力・団結力はすごい。
みんな自主的に動き、何をすればいいのか分かってくれる。 素晴らしい仲間達に拍手を贈りたい。
お疲れ様でした。

2014.7.4　ウェディング イン ハワイ

７月４日（金）  今週もあわただしく１週間が過ぎようとしている。 
 ＢＧＷ研修・工場見学と続き、今日は４つの研修を開催することになった。 
 一度に４つというのはかなりきついが、非常にタイトな日程の中仕方がなかった。 

それぞれが受講者対象が違うが、講師の先生は私の好きな方ばかり。 
すべての講師と世間話ではじまり経過報告、そして今後の見通しのお話をさせていただく。 

休むまもなく、午後からは会議。 だが、週末のソフトの段取りのことで、頭の中はさまざまな思いが駆け巡っている。

しかし、もっと大きなイベントが待っている。  明日の夕刻からのハワイ旅行だ。 
といっても、次女の結婚式なのだが。 
まあ、久しぶりのハワイということもあり、少し豪勢に、モアナサーフライダーで宿泊することにした。 

 秋にフランス旅行を計画していたところ、娘から結婚式をハワイでという相談があった。 
 年に２回も海外というのはとても贅沢なのだが、まあこの年になるまでいろいろ苦労をかけた妻へのお礼も兼ねて、 
神様も許してくださるだろう。 
 ２週間前、妻と旅行用のおきなキャリーバッグを買った。  同じもので色違い（ここまでペアールックにする必要ある
のかな？）。 そして昨晩、妻の部屋にあるこのバッグには、すでに着替えなどが詰めてあった。 
 顔には出さないが、やはり楽しみにしているのだろうな。 

 留守中の段取りをすべて終えることが今日午後の仕事。 もちろん、アパッチの予定も同じこと。 

 抜け落ちがないように・・・。



2014.7.8　ハワイ旅行 

7月7日(月) 23:50 (現地時間)、2日前からハワイに来ている。次女の結婚式ということで、妻と久々の旅行気分を
味わっている。日本時間とは19時間の差があるので、日本では8日の19時ごろだろう。

私にとってはハワイは4回目になるが、最後に来たのはかれこれ20年ほど前。随分変わったように感じる。
ワイキキのメインストリートは、トロリーバスがたくさん走っていて、(旅行社専用のバスで、それぞれが無料乗り
放題)とても便利。地理がわかれば何処へでも簡単に行ける。食事も割とどこで食べてもいける。
それにホテルだけでなく、みんな親切。(このことは後で出てくる。)

今回はちょっと贅沢してモアナサーフライダに泊まった。さすが伝統のあるホテルらしく、静かで荘厳な感じがいい。
ヒルトンやシェラトン、ハイアット に比べて日本人も少ない。 結婚式はヒルトンの中の教会。
先方のご両親と妹さんも一緒だった。まあ長女の経験もあるし、泣くことはないと思っていたのだが、
神父さんの語り口や賛美歌の厳かな雰囲気にまたしても不覚をとってしまった。

絆の儀式というのがあり、双方の両親からの一言言わねばならないということなので、英語でぶってやった。
 思わず新郎新婦、牧師さんまでエーっという顔つきと沈黙があったので、してやったりの気分で、鬼の目を帳消しに
したつもり。(なんのこっちゃ)

ところが式が終わり、みんなといったん別れ、妻と昼食を食べに行く途中のこと。思わずめまいが・・・。
道端に倒れこみ、植え込みで寝てしまった。と言っても意識はあるのだが、どうにも気分が悪く、普通に座ることも
出来ない。道行く人や、周りの店の人が交互に近寄り、心配そうに家内に声をかけてくれる。
 元英語の教師の妻も,昔とった杵柄の英語で応対する。
どうやら、式の後、ビーチで記念写真を1時間かけて撮ったので、軽い熱中症にかかったらしかった。
 中には、わざわざポカリスウェットを2本も買って戻って来てくれ、無理やりでも飲ませるよう、妻に指導してくれた人もいた。
ハワイも捨てたもんじゃない。(そんな物言いをすると上から目線で失礼でした)
今日はどうにか復帰し、ポリネシアショーを見てきた。 明日1日、目一杯遊べる。 何をしようかな。

2014.7.28　泉州リーグ創立15周年記念大会 

7月27日 泉州リーグ創立15周年大会、ここ3年、親しくさせていただくようになった泉州リーグ。
今日はその15周年の記念大会に参加せていただいた。この地区の大会は、あまり良い成績残せていない。
昨年の岸和田市長杯で、準優勝したのがいちばんよかったくらいで、予選突破もままならない。
今回は、頑張って上位進出をと思い臨んだ。しかし、組み合わせでは、一回戦福泉上、そこで勝っても2回戦で
黒鳥ドリームス！。まあまあなかなか大変なゾーンに入ったものだ。

朝、役員のM氏に先ずは御礼を申し上げ、世間話に花を咲かせていたのだが、アパッチ VS 黒鳥の話題が出た。
今やアパッチのチーム力も、この地区でも評判になっているようで、この一戦の注目度は高かった。
こりゃ、恥ずかしい試合は出来ないぞ！でも先ず初戦の福泉戦をしっかり勝たないと。

ところがよく聞いてみると、福泉の6年生が修学旅行でいないとのこと。少し安心。
しかし伝統ある実力チーム、侮ってはいけない。

ところが試合は一方的な展開に。守備の乱れもあり、大量点。
途中からエース中橋から、4年生の宮本にチェンジする余裕も。 大勝で黒鳥戦に臨むことに。
まあしかし、こういう一方的な試合の後は、要注意というのはよくある話。

さすが今年度大阪NO1と言われるだけあり、エースくんの球はびっくりするほど速い。3年前のエースのジュンスケと
どっこいかな。今のアパッチに対応できるのか。いずれにしてもミスすれば負け。
 僅差の勝負に持ち込み、逃げ切る。これしかない。

アパッチには、年に一度、どうしようもない負け方をする試合が必ずある。
あのジュンスケの時も、柳本の時もあった。そしてそれが今年のアパッチにも、今日訪れてしまう。

せっかく黒鳥から4点も取れたのに、記録上エラーが5個(実際には8個くらいかな)。
やることなすことが空回りで、これがアパッチかと思うようなプレーが続く。
スポーツは流れできまる。その流れにうまく乗った方が勝つ。
アパッチは流れに乗るどころか、流れにはまったまま、浮上出来なかった。

唯一の救いは、チェンジアップに必死に食らいつき、見事なヒットを放った細川、エラーにも屈せず、泣きながら
3ランホームランを打ったシンイチロウ。それぞれの打撃に、工夫が見られたアパッチ打線にも光明が見られた。

チャンピオンシップ大会ではこの借りをきっちり返そうぜ！



2014.8.13　後半戦に向けて

８月１３日（水）
 世間では今日から本格的なお盆休み。
 朝のニュースでは高速道路の渋滞が流れていた。

 私は相変わらずの状態で、休みは１７日（日）くらい。
 出勤したところで、私の部署はとりたてての業務はない。
しかし、会社のデスクに座っている時がいちばん落ち着くというこの変な気持。
どうしようもない。

さあ、いよいよ大阪夏の陣まで２週間と迫ってきた。
 雨や旅行の関係で、２週間空いてしまった。
ということで、今日１３日と、２０日に特別練習を組むことになった。
そして２０日は私が名乗り出た。

ここ３年ほどはノックもしていないばかりか、キャッチボールすらしていない。
しかし、今のチームに欠けているところはしっかり理解できているつもりだ。
 今技術的なことを細かく言ってもあまり意味がないと思う。
とにかく大会当日に心身ともにベストな状態にもっていくこと。
これが私のいちばんの仕事だと思っている。

 最近はこのブログの更新もスムーズにできていない。
さまざまな理由があるが、要は能力が年々劣化しているにもかかわらず、
やることが増えているということが最たる要因。

 昨年オープンしたにもかかわらず、まったく手つかずだったフェイスブック。
 友達申請が増えるにつれ、ソフトボール関係以外の親交を、ＦＢですることに。

おまけにラインでも、今現在３つのグループがあり、頻繁に情報が流れてくる。
それも時間に関係なく。
 楽しいっちゃ楽しいけれど。

 ９月以降の私のやるべきこと。

 仕事関係では、
①Ｈ２７年４月新卒生の採用最終スパート
②Ｈ２８年４月新卒生への採用取り組み方針
③中途採用に関する新制度
④今年度下半期教育研修の取り組み事項の精査
⑤幹部候補生への全体的な教育と個別指導
⑥Ｈ２７年度研修内容の確認

ソフトボールでは、
①アパッチレギュラーチームへのさらなるレベルアップ
②各大会に向けての取り組み姿勢
③卒業記念大会の準備
④下級生への個性の引き出しと適正把握
⑤ＯＳＦＬの今後の取り組みとＨ２７年度のスケジュール

 といったところが私の課題。
 書けば１１項目なんだけれどなあ。



2014.8.18　久しぶりの実戦(8/16) 

8/16(土)
生魂 グランドにて練習試合
8月に入り、1週目の一泊旅行から始まって週末に雨が続いている。
 今末の大阪決戦に向けて、仕上げができ無いのは、各チーム同じ条件。
しかしもともと練習時間が少ないアパッチにとっては、この空白はなんとも不安がいっぱい。ということで、
今日はどうしてもやりたかった。

 一戦目は成育子ども会。
 城東区代表のチーム。
 対戦するのは今日が始めてだが、失礼ながら、あまり今まで意識したことがなかった。とにかく久しぶりの実践で
、エース佑斗の7末頃の四球癖がどれだけよくなっているのか、そういった点検のためでもあった。

 初回、先頭打者に四球！
(やっぱりまだ治っていなかった。)
すかさず盗塁！
(こんなに簡単に走られることはあまりないが、やはり間隔が空いたことにより、ケイスケも実践の感覚がずれて
いるのだろう。)そのあと内野ゴロ2つであっさり先制を許した。
 監督の采配も的確で明瞭。
さすが区代表チーム。
よくまとまった鍛えられた好チームだ。
 対するアパッチはランナーを出すが、後が続かない。
3回にようやく佑斗の2塁打などで追いついたが、そこまで。
 守りでも、結局ヒットを与えなかったが、四球は2つながらボール球も多く、不安定だった。
1ー1のドローということで、ヨシとしておこう。

2戦目は氷野ブレイブ。
まず荒本さんと久しぶりの親交を楽しむことができた。

 立ち上がり、あれよあれよで、無死満塁のピンチ。
その後ヒットなどで2点を先制された。
 佑斗の出来ももう一つだが、氷野打線は振れていた。

 試合は3・4回に8安打で 7点を奪い、守っては好守備で追加点を与えなかったアパッチが勝利した。
 試合終了直後から雨が降り出し、中断ののち中止となったが、アパッチにとってはラッキーにも2試合も実戦でき、
明日の白鷺大会に向けて良い調整になった。
   



2014.8.19　第４１回白さぎ大会予選 

第４１回白さぎ大会、今年で４１回目を迎えるということは、かなりの歴史があるこの大会。
アパッチの参加も１０回目くらいになるのか。
 今年もＡ・Ｃ２チームの参加で、当然アベック優勝をもくろんでいる。

 Ａチームは５・６年生の編成だが、１名欠席で１０人で挑む。
 本来は宮本・金本はＡでほしいところだが仕方ない。

 Ａの初戦は湯里フェニックス。
 ６年生が１０人ということだが、日頃の活動は少なく、まあ大会参加に意義を見ているようだ。
しかし、６年生全員の結束が固く、波に乗れば予想以上の力を発揮することもある。
 住吉区予選で苦戦した南住吉チームがそうだった。

 初回、アパッチ打線に火がついた。
 昨日の氷野ブレイブ戦の状態そのままに打ちまくる。
 （やはり、昨日練習試合できてよかった）
 佑斗・勇太の連続ヒットのあと祐才がホームラン。
そして４番の来偉がレフトオーバーの会心の１発。
さすがに湯里ベンチも笑うしかなかった。
その後も緩めず計６得点。

 ３回は佑斗がドンピシャの右中間。
 結局１２点を奪った。
 守っては、エース佑斗は２四死球だが、やはり無駄球が多かった。
しかし相手打者の悪球打ちにも助けられ、無安打に抑え完封勝利。
 初戦を突破した。

 ２回戦は中大江ヤンキース。
 初回に今度は勇太に１発。
そのあとも来偉・眞基が２安打ずつと打率を稼ぎ、大量８得点。
しかし重大な反省すべき点が。

この試合アパッチの攻撃が３イニング。
アウトの数が９つ。
その内訳は　内野フライ ５！　犠牲打１ 外野フライ２　ホームタッチアウト１。
いかに打球を打ち上げているかがわかる。
 「何ペンいうてもわからん奴ばっかりや！」
と某Ｏ氏が怒るのも無理なかろう。

 ３回からリリーフの森。
 制球重視はわかるが球は全く走っていなかった。
そして４回に３番バッターにドンピシャで合わされた。
センター西埜も果敢な飛び込みを見せたが届かずホームランに。
しかし最初の１歩を早くすれば、グローブには当たっていたはず。
これが止めれるようになれば、センターはお任せなのだがな。

 前年ながら、Ｃチームは榎の軍門に下り、２連覇ならなかった。
まあ、しかしチーム力は負けて覚えるもの。
しっかり頑張って、秋以降に備えてほしい。

 Ａチームはなにはともあれ、２連勝で決勝に進出を決めた。
そして決勝の初戦は、５・５で苦汁をなめさせられた桃陽連合。
リベンジするには絶好の機会。
 大阪決戦に弾みをつけるためにも優勝あるのみ。
 頑張ろうぜ！

※　　２０日（水）何年ぶりかで私一人で練習を見ることになった。
 　　　１０００本ノックやぞ！
 　　　ついてこれるか？！
 　　　その前に私の体力が続くのだろうか。



2014.8.20　８月２０日

８月に入り雨が多く、月末の市子連大会に十分な調整ができず、練習不足による不安感が漂っていた。 
その練習不足を少しでも解消するためにと、今日２０日を練習日にあて、グランドを確保したわけだ。 
しかし当然ながら平日ということで、参加できるコーチもいなかったので、御大の私が自らその大役に名乗りを上げた。 

 前日から練習メニューを考えてはいたが、なにせ４年生以上１７・８人を一人というのは荷が重い。 
しかもここ３年ほどは、ろくにキャッチボールやノックもしていない。 どうなることかと思いながら蓋を開けてみた。 
ワオ～！なんと中学生のＯＢが４人、しかも精鋭（ジュンスケ・エイチャン・ヤナ・カンジ）が来てくれた。 
それぞれが小学生時代は名の通った選手で、（特にジュンスケ・ヤナはその年の大阪ＮＯ１投手だった）今も
中学生野球で活躍している。 アパッチのＨＰを見て、私のピンチに「いざ鎌倉」ごとく駆けつけてくれたわけだ。 
 本心、ありがたかった。 

 実は今日は私の誕生日であった。私にとって、なにものにも代えられない誕生日プレゼントになった。 
みんな本当にありがとう。頼もしくなったな。
大阪市子連大会、優勝目指して頑張るよ。君らも頑張れよ！

 
2014.8.23　大阪夏の陣抽選会　＆　座談会

さあ、いよいよ今週末、第5２回大阪夏の陣が開催されます。 抽選会も本日8/23におこなわれました。 
今年もまた、例年通り野次馬解説者のみなさんに、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。

 今年はグランドが大正区の千島グランドで行われます。
 毎年その実施にあたり出場チームからは改善点の指摘があるのですが
今年も例年通り、なんら改善されることなく実施となりました。
もう少し、子供たちのために良い方向に進んでくれれば、もっと充実した大会になると思うのですが。
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 　１番くじを引いたアパッチがいます。
 今年は昨年のような絶対的なエースはいませんが、エース中橋を中心として
打線にも守備にも大きな穴がなく、まとまったいいチームに仕上がっています。
 春先からも勝利率が８割以上というのは素晴らしい。

 Ｘ　　 相手の塩草ですが、例年好チームに仕上げ、この大会にやってくるのですが、
 浪速区が全体的に盛り上がりに欠け、そのため塩草も少し物足りないように見えます。

 Ｋ 　　かつて南の雄と言われた住之江区も最近低迷している。
 代表のたけのこ子ども会も、あまり大きな大会にも出ていないようだ。

 Ｍ 　　いずれにしても、ここは、２回戦で豊里が待ち構えているだけに苦しい。

司会 　そういえば、豊里連合は前人未到の３連覇がかかっていますね。

 Ｋ 　　今年も大きなタイトルこそないが、どの大会にも上位に名を連ねている。
 順当にいけば、準々決勝でアパッチＶＳ豊里連合の事実上の決勝戦が待っている。

 Ｘ 　　そうですね、これは面白い対戦ですね。
 １点をめぐる攻防、目が離せない。

司会 　Ｂブロックはいかがでしょう。

Ｋ 　ここも両サイドの玉造と東小橋が頭ひとつでているのかな。
ただどちらのチームも昨年ほどの絶対的な力はない。

 Ｍ 　　逆に金塚子ども会は、あの巨漢エース君が本調子なら、なかなか攻略は難しい。
 問題はこの暑い時期のスタミナだろう。



 司会 Ｃブロックに移りましょう。

 Ｘ 　　激戦の港区で、区予選１回戦で田中と引き分け、抽選で勝利し、そのまま優勝した築港子ども会が
一歩リードでしょう。

 Ｋ　　 そしてやはり、レベルの高い福島区を勝ち抜いた大開も要注意。
 昨年から名前をよく聞いた。

Ｍ 　　常連の榎本は、今年はどうなんでしょう。
 強烈なインパクトはないけれど、まとまったいいチームと聞いている。

Ｘ　　 Ｃブロックは力が拮抗しているので、どこが勝ち進んでもおかしくないね。

 司会 最後にＤブロックです。

 Ｘ 　　ここは、まさしく死のブロックになりました。
 力のあるチームがそろい過ぎましたね。

Ｍ　　 やはり実績では加島連合がＮＯ１です。
しかし、それ以外の５チームも実力的には遜色ないと思う。

 Ｘ 　　エースは５年生ながら、守備も打撃も一級品の今川。
 全国大会出場の城北にかわり、大阪ＮＯ１を目指す高殿連合。
 速球派エースを中心に、まとまりの良い成育。
 好投手を擁し、チームワークの素晴らしい生魂。
そして昨年に引き続き、上位進出をめざす東中川。
まったく予断を許さない。

司会　　 かなり皆さん方の意見も割れていますが、ズバリ優勝は？

Ｍ　　 Ａはアパッチ・豊里の一騎打ち。
 Ｂは玉造がわずかの差でリードかな。
 Ｃは築港と大開の勝ったほう。
 Ｄはやはり加島がリードしていると思うが、高殿が不気味。
 今川戦を突破すれば、大魚獲得の可能性もあるかも。

 Ｋ　　 左のゾーンでは豊里ｖｓアパッチの勝者が来ると思う。
 右のゾーンは築港・大開の勝者と加島ＶＳ今川の勝者（要注意は高殿）

 Ｘ 　　異議はないが、小学生ソフトボールの祭典のこの大会。
 厳しさのなかに楽しさがあり、想像していなかったチームが勝ちあがってくることもある。

司会　 今回ベスト４の予想が出揃いました。
しかし暑さとの戦いもあり、試合がどう転ぶか分かりません。
いずれにしましても、以前のような熱中症で救急車が出動といったことがないよう、
 選手たちの健康管理をしっかり見てあげたい、そして立派な大会になるよう努めたいと思います。

なお、最初に申し上げましたように、この座談会はジョークです。
うちの名前がないとか、さまざまなご意見等あるとはおもいますが、
 広い心を持ってご寛容くださいますようお願い申し上げます。



2014.8.25　第４１回白さぎ大会決勝

8月24日（日）先週に引き続いての白さぎ大会決勝。
 今年は、あと１歩のところでなかなかタイトルがとれず、ぜひとも大阪夏の陣の前に弾みをつけたいところだった。

 組合せの結果、決勝１回戦（準々決勝）の相手は桃陽子ども会と決まっていた。
 先の５・５大会で苦汁をのまされたチーム。
 決してなめていたわけでもなく、完敗だったあの試合。
 初回に３番バッターに打たれた飛球に、野手が反応できずホームラン。
うまく守備できれば２塁に止めれたと思うが、それはあとの祭りの話。
そしてその１点が重く、あせりからアパッチ打線は沈黙し、0-1で敗れた。

 確かに桃陽チームはこの２年で大きく生まれ変わった。
 以前のような、試合をやらされている感が全くなく、勝つんだという気迫が伝わってくる。
 指導者の努力の賜物だろう。
われわれも見習わなくては。

 初回に先頭打者の内野ごろの送球をファーストがポロリ。
なぜか、ここ数試合ちょくちょく見られるこのシーン。
そのあと四球をはさみ、５番にセンターに運ばれる。
 追いついたと思ったが、これをキック！（サッカーちゃうぞ）
ボールが点々とする間に３人がホームへ返ってくる。

 重い重い３点。
ベンチも応援団も言葉なく、暗い雰囲気。
おまけに２回にもまたまた内野エラーから追加点を取られ、点差が４点に開く。
しかしまだ２回。
チャンスはあると言い聞かせていたが、内心は半分以上あきらめが・・・。

 ３回、その失点でのエラーの張本人、マサキが打席に立つ。
おそらく、気持の中では自分のせいで失点しているという意識が強いに違いない。
 絶対打ってやると、強い気持ちでバッターボックスに入っていたのだろう。
そして見事にセンターまえにクリーンヒット。
チームにとっても、マサキにとってもこのヒットは大きな意味を持っていた。
 続くケイスケが四球を選び、ユウトの内野ごろ、森の内野安打の間に２点を返すことができた。
 点のとりかたは、美しくないが、それがかえって相手にプレッシャーを与えることになる。
とにかく２点差に詰め寄った。

 期待された４回の攻撃は、４番からという絶好のチャンスだったが、残念ながら無得点。
そしてこの時点で残り時間は数分。
 投球練習も拒否し、すぐさま相手の攻撃を待つことに。
ここからユウトのピッチングも素晴らしく、簡単にスリーアウトをとり５回の攻撃につないだ。

そして迎えた最終回は８番から。
 今年のアパッチの特徴は打線に切れ目がないこと。
 ４番の細川以外は、だれがどの打順を打ってもおかしくない。
でこの試合の８番はケイスケ。
 見事にセンター前ヒット。
ユミナが倒れたが、打順はトップにかえり、ユウトが打席に。
 相手は２点リードしているという感覚は消えていたのかも。
 絶好球が・・・。
センターオーバーの同点ホームランが飛び出した。
 湧き上がるベンチ・応援団。

そしてそこから怒涛の攻撃が始まり計６得点！
アパッチの底力を見せてくれた。

 守備陣も３・５回に２度もダブルプレーを成立させるなど、中盤以降は完ぺき。
 序盤の失点にも腐らず、よく頑張ったアパッチチームに成長を見た試合だった
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85％以上負けていた試合をひっくり返したアパッチ。 
こういう逆転劇は年に何回もあるわけでなく、素直に喜んでいいのだが、 
やはり私には、初回の３点の取られ方に不満が残っている。 
こういう反省が次につながってくるという認識が大切なのだ。 

 準決勝は、金塚との接戦をものにした生魂子ども会が上がってきた。 

 昨年から死闘を繰り広げているこのチーム。
 実力は五分と五分
とにかく先手を取ること。 
 今年は春先にＭＯＳLの公式戦で引き分けている。 
さあ、この１戦はいかに。 

 ２回にライト前に運ばれたが、ユウトはそのあとは完璧に抑える１安打ピッチング。 
なかなかスキを見せなかった。 
しかし打線も毎回のようにランナーをだすが、あと１本が出ず得点には至らない。 
 結局延長に。 
 ６回裏、打順よく、トップのユウトから。 
 期待にこたえ、３塁への内野安打で出塁。 
そしてＷＰで難なく２塁へ進塁。 
ユウサイが四球で出塁。 
セイマが倒れたが、ここで登場はライ。 
こういうときにガタイの大きなライは存在感があり、相手はビビる。 
 期待にこたえ痛烈な２塁への当たり。 
ユウトがホームをおとしいれ、さよなら勝利。 
 見事に決勝戦に駒を進めることになった。 

しかし、この試合でも２回に１死３塁。 
 ５回には１死２・３塁という大チャンスがあった。 
どちらもまずい攻めで得点できなかった。 
ここらあたりがアパッチの弱点かな。 
 逆に守備ではエラーなく、堅い守備でわずかなほころびも見せなかった。 

さあ、決勝戦。 相手は東小橋。 
 今日の決勝Ｔでも、玉造・五条という強豪を接戦で破り、波に乗っている。

とにかく小さな選手もいるこのチームの売りは、抜群のチームワークだ。 
アパッチとは今年はまだ対戦がないが、とにかくミスをしないことが大切だ。 

 初回にユウサイのヒットのあと、ただ今売り出し中のセイマが右中間を破る３塁打を放つ。 
このセイマは、ここ数試合抜群の打撃で、５年生でありながら、今や３番を打つまでに成長した。 
いやはや、たいしたものだ。 
そのあと、ライの内野ゴロの間にセイマもホームインし、２点を先取。 

３回にはユミナの火の出るようなあたりが右中間へ。久々の５号ホームランで破顔一笑。  
この追加点で、私は勝利を確信した。 

エースユウトは初回にライトオーバーの２塁打を打たれたが、その後は丁寧な投球でヒットを許さない。 
 ４回にはこの日３度目のダブルプレーを成立させた。 
 最終回にユウトのホームランで気が緩んだか、内野にミスがあり、ピンチを招く。 
しかしこのピンチにも冷静に対応し、得点を与えず完封勝利。見事にアパッチが優勝を勝ち取った。  

おめでとう！ よくできました。 
とにかく１試合目の逆転勝利が全てであったと思う。 
どんなピンチにもあきらめず必死に取り組めば、必ず勝利の女神が一度はチャンスをくださる。 
その数少ないチャンスを、どう得点に結びつけるか、それがポイントだ。 
 今日は本当にいい勉強になった。 
 　 
 次週はいよいよ大本番の夏の陣。 
 今日の教訓をしっかり胸に刻み、頑張っていこう！



2014.9.1　第５２回　大阪市各区子供会対抗親善ソフトボール大会　（１） 

８月３１日（日）
 第５２回大阪市各区子ども会対抗親善ソフトボール大会
さあ、上期最大のイベント｢大阪夏の陣」
 出たくても出れない。
 参加するだけでモチベーションがあがり、そしてそれだけでチームのステイタスがアップする。
そんな大会はない。
だから大阪市のすべてのチームがこの大会を目指すわけだ。
 ４年前に頂上に上り詰め、翌年が３位。
その後は大会に出場するも、ベスト８が精一杯のアパッチ。
 今年は優勝候補の一角に数えられ、やるぞという気持ちで臨むことができた。

 前日の久宝寺との練習試合も、望外の出来でこの難敵を下し、
 前週の白さぎ大会優勝からいい雰囲気を保てている。
やれるかな。
 私自身も、大いに期待し会場にやってきた。

 今回、この千島グランドは初めてだが、やや狭いものの、グランドを囲む遊歩道や観客席がよく、
 試合観戦にはもってこいだ。
その遊歩道をじっくり一周歩いてみた。
この大会前の緊張感を味わいたいという気持ちと、各チームの様子を探るためでもあった。

 私が歩いていると、皆さん歩み寄り、声をかけてくださる。
 今や私もこの大会の中では長老のような存在になり、
 私を見かけると、遠くから駆け寄ってくださるかたもいる。
 今回の参加２２チームでも、対戦したことがないのは５チームほど。
そしてその５チームのなかでも、「つれづれ」見ていますよ、という監督さんも多い。

 ８年前、はじめてこの大会に参加した当時、アパッチという名前を知っている人はほとんどいなかった。
 私も借りてきた猫のように（？）、大会を静かに見ていたものだ。
それが今や、押しも押されもしない、大阪市を代表するチームのひとつになっている。
みんなの努力の賜物なのだ。

 今大会は１番クジを引き当て、わが中橋主将が立派な選手宣誓を見せてくれた。
 素晴らしかった！
 歳とともに涙線が甘くなるのは仕方ない。

アパッチは１回戦はシードで２回戦から。
その相手は浪速区の塩草フルスウィングス。
アパッチとは交流の多い、仲の良いチーム。
 監督のＨ氏ともよくやりとりをしていた。
だがこの２・３年ほどは低迷していて、一度引退したＨ氏が復帰したのだが、
チームの立て直しの最中ということで、今回はまだチームが出来上がっていないということだった。

しかし気を緩めてはいけない。
 所詮、小学生のスポーツ。
どんなふうに試合が展開するかは、やってみないとわからない。
 試合が始まった。
 塩草エースは長身だが５年生君。
まだ粗削りで、制球がまだまだだが、しかししなるようなピッチングフォームから来る速球はいい。
 今年の対戦した右投手でも、速球だけでは八木北のエースに並び、素材としては長居カブトと同格だと思う。
あとは指導者の指導力と本人のやる気だろう。

 試合は6-0で勝利したが、どうにも勝ち方に満足感がない。
 勝負は勝てばいいという人は、よい指導者には絶対なれない。
 長い目で見た場合、最終目的を達成するためには、そのプロセスがとても大切なのだ。



第５２回　大阪市各区子供会対抗親善ソフトボール大会　（２）

アパッチにとってのこの１戦では、ほとんどクリーンヒットらしきあたりはなく、
 得点は相手ミスよるものばかりだった。
 相手チームを甘く見たわけではないが、なにかいまいち気迫のようなものも感じられず、
いい意味での緊張感のかけらもなかった。
 　
また、会場をグルッと１周してみた。
 予想通りのチームが勝ち上がっている。
やはり日頃の練習の成果がでているのかな。
 勝つべきチームが勝つ。
 番狂わせなどあまりない。

 同じＡコートでは、やはり豊里連合が勝ち上がってきた。
 予想はしていたが、やはり豊里連合は強い。
アパッチにとっても、豊里連合にとっても、この１戦は天下分け目の戦いなのだ。

 準々決勝が始まった。
 序盤３回までは全くの五分と五分。
わずかに、ヒットの多いアパッチが少し押している。
おまけに内野が好守備を連発し、観客を魅了。
いいぞ、ユウサイ、やるな、ライ。
ナイス、マサキ、うまいぞ、ユミナ、。
ユウト、ナイスピッチング。
 雰囲気もメチャメチャいい。

 先制すればアパッチがそのまま行く。
しかし逆になればヤバイ。
こんなときこそ、ワンプレーが勝負を分ける。

そしてそのヤバイことが現実に。
 先頭打者にカウントを悪くし、そしてヒットを許す。
その打球を外野がファンブルし、やらずもがなの２塁打に。
 次打者の内野ゴロをうまくさばき、いったんは２・３塁間にはさんだが、
 拙い処理でオールセーフの無死２・３塁！
そこから悪夢の５失点。
いったい何が起こっているのか。
 前の黒鳥戦の再現のようなシーンが続いた。
 序盤の３回までがウソのような雰囲気のまま、試合が続く。
で、結局0-5の敗戦！
ことしも夢破れ、砕け散った。

この大会はそこから、１点をめぐる好試合が続いたが、
 結局、４試合すべて完封で、大会を無失点で切り抜けた豊里連合が３連覇という大偉業を達成した。
 今大会にすごい意気込みを見せていた築港子ども会が見事な準優勝。
いつもながらの応援団・ベンチ一体感の玉造、常勝加島が３位というやはり強豪が上位を占めた。

アパッチ６年生にとってはこれで終わったわけではない。
まだまだ半年、さまざまなドラマが待ち構えているだろう。
 「やった、勝った」
 「負けた、次頑張ろう」ではダメだ。

ひとつひとつの大会や試合で、なにかをつかんでいってくれないとダメなんだ。
ここのところを選手が理解してくれないと、アパッチの意味・意義がない。
みんな少しだけでいいから考えてね。
 
   



2014.9.22　すでに後期がスタート

９月２２日（月） 今回も少し間隔が開いてしまった。
なんせこの時期、例年通り、いやそれ以上に課題が多くてんてこまい。
今年も大阪市子連大会後のチーム事情が芳しくない。順調に来ていたＭＯＳＬも、終盤に来て敗戦や分けの試合で、
上位２チームが切符を手にできる、チャンピオンシップの出場権も黄信号。
なんとか最終戦に東小橋との死闘（貧打線かな？）を1-0でものにし、同率ながら優勝できたが、本当に危なかった。

とにかく、これから１２月にかけてのスケジュール調整が難しい。主催する大会・イベントだけでも７つ。
それぞれが、チーム集めから準備そのほかやるべきことがたくさん。もちろん、練習試合の調整もかなりの重労働。

 青指・福祉の会（清青会）の催しも大きなものが４つ。
そのうちの２つが小旅行で、どちらもわたしが企画調整をせねばならない。

そしてもうひとつ、最大のイベントが１０月２０日からの妻とのフランス・イタリア旧婚旅行。
１０日間という私にとっては初めての長期休暇をいただいた。
往復がエミレーツ航空のビジネスクラスという豪華版！（往復の飛行機代だけでも２人で△十万円！！）
ホテルもインターコンチネンタル。テンションが上がるのも当たり前。準備も大変だ。

そして肝心の仕事。９月から１２月までに研修がのべ回数５５回。
ひどい日は１日に４つの研修が重なっている。
おまけにもう一つの採用課も、今年は新卒採用が苦戦しているため、年内は暇がない。

そしてついでに言えば、またまた日本縦断の旅が、先ほどのフランス旅行から帰ってすぐ、１１月から再開する。
 今回は、問題ありの店舗をまわるということで、気合いを入れなおして臨まなければならない。

正直、頭が今パニック状態。 先日の健康診断でも糖尿が少し心配という結果が出ていた。
これからは身体のケアーが最重要課題。無理せず（それがいちばん問題かな）頑張っていこう！

※　ＨＰ更新もやるにはやったが、試合内容そのほかも全くできていない。
このつれづれにしても、主要な試合のコメントを期待している方も多いと聞いている。
ちょっと時間をとって、思いつくまま書き綴ってみよう。（続く）

2014.9.22　勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし 

９月１５日（祝）ドリームカップ予選
 今季のＭＯＳＬでは、生魂戦で引き分けたものの、あとは順調に白星を重ね、
まあ２位以内は確保し、年末のチャンピオンシップ大会は間違いないだろうと高を括っていた。
 残り試合３戦というところで、なかなか日程が合わず、また雨にもたたられズルズルきてしまった。

そしてあの大阪夏の陣。準々決勝での魔の４回。あれよあれよの５失点で、今年も夢破れてしまったわけだ。

そして迎えた再起初戦が、ドリームカップでの大敵の城北ユニオンズ。今年大阪代表として全国大会に出場し、
ベスト16に進んだ強豪だ。今年は日程の関係もあり、まだ１度しか顔をあわせていない。
その一戦もあえてベストで臨まず、手の内を隠しての対戦だった。今回はベストで胸を借りるつもりでぶつかった。
 胸を借りるという表現は、別にへりくだったわけでもなく、今季は実力に差があると思っている。
そんななか、ドリームカップの初戦で対戦ということで、モチベーションは最高潮に達していた。

そして・・・見事に３－０で勝利。 会場で見学していた他のチームも、何が起こったんだという驚きの声が上がっていた。
そのまま、２戦目も勝利し、２次予選に進出する、これも誰もが思っていた。

しかし２戦目、東中川ドリームスに９－１０の大乱打戦で敗戦！
それも序盤の大量失点で敗戦濃厚のなか、一度は奇跡の逆転したにもかかわらず、再度の逆転サヨナラ負け。
 これはこたえた。

この日の２戦はまさしく「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」その通りの展開だった。

これらの戦いから、今後のアパッチに暗雲が漂っているのは明白だった。
そして明確な処置もできず、迎えたＭＯＳLの二戦（長居カブト・桃陽子ども会） 想像通り、桃陽には４－５での敗戦。
 長居にはどうにかこうにかの 1－1 のドロー。同日午後からのＯＳＦＬでは田中子ども会に２－３での敗戦。

やはりといえば、やはり。
 結果が出た後の結果論という御仁もいるかもしれないが、すべてデータが物語っている。
さあどうするか。



2014.9.23　ドリームカップ　Ｃ決勝 

Ａの苦戦に比して、四年生を中心としたＣチームはのびのびと頑張っている。
 投打の大黒柱宮本と、主将で守りの要でもある切り込み隊長の金本。
この二枚看板を前面に、強豪を次々と打ち破り、各大会でも常に上位をキープしている。

 今回のドリーム大会でも、加島・城北との対戦が組まれ、本当に予選？という疑問が湧いてきたものだ。
それでも城北とは分けたものの、加島には勝利し、見事予選を突破した。

 続いて決勝一回戦（準々決勝）、再度の城北戦。
エース宮本の独壇場！
 投げては被安打１、９三振を奪い、課題の制球も与四球１という立派なものだった。
そして打っても、ヒットの金本を２塁におき、値千金のライトオーバーのホームラン。
まさに獅子奮迅の働きだった。

そして迎えた決勝日、４チームが残り 準決勝・決勝と戦う。
 抽選の結果 阪本サンダース　ｖｓ　長池カイザース　、清水丘アパッチ　ｖｓ　大道南連合となった。
ここまで３試合を勝ち抜いてきたいずれ劣らぬ強豪。
ここまでくれば、勝ちたいという気迫の勝ったチームが絶対勝つ。

 準決勝の相手は大道南連合。
 ３年前に、２年連続で大阪夏の陣で対戦した相手。
それからしばらく低迷の時期があったようだが、さすがに伝統のあるチーム。
やはり低学年を育て、チーム力もあげてきたようだ。

 初回にまず３番湯田にタイムリーが出て、その後も相手投手の制球難につけ込み３点を先制。
 ２・４回と金本・宮本の黄金コンビの連打で追加点。
エース宮本はこの試合絶好調。
 ３つの四死球を許したが、６三振を奪い、外野へはボールが飛ぶことはなく、ノーヒットに抑えた。

さあ、決勝！
やはり長池カイザースが出てきた。
 毎年素晴らしいチームを作ってくるこのチーム。
ところが今年は５・６年生が一人ずつしかいなく、なかなか大会でも上位に進むことができず、苦労されていた。
しかし６人いる４年生が、当然Ａチームのレギュラーをこなしているわけだから、その４年生が中心のこのＣチームが
手ごわいのは先刻承知。

 先攻のアパッチ、宮本に先制ホームランがでてまず１点。
 ３番湯田がヒットのあと、５番酒井にもタイムリーヒットが出て、幸先よく２点をいただいた。
このままいけるかと思っていたら、２回に突然エース宮本の制球が狂いだした。
 ５番にライト戦への２塁打を打たれ、力みからボールがそれ（記録はパスボール）、そして死球・四球で満塁。
そのあと、Ｆｃやエラーがあり逆転を許した。
この大会で初めてリードを許す展開になった・

２・３回とランナーをだすが、長池も必死の防御で点を取れない。
そして４回、８・９番と簡単に２死となったが、ここで迎えるはアパッチが誇るゴールデンコンビ。
まずは金本が投手強襲ヒットで出塁。
 ２盗のあと、千両役者の宮本が見事センター前に運び、同点に追いついた。
そしてそのまま５回を終了した。

タイブレークの６回の表、またまた金本がセンターへのヒットで１死１・３塁（３塁はタイブレーカーのランナー）。
ここでまたまた宮本が右中間へのスリーランホームラン！
さすがと大向うをうならす一打。
その裏、長池の攻撃を３人で退け、見事ビックタイトルを獲得した。

 大会を通して、大黒柱の宮本が４本のホームランを放ち、投げても強豪チームに大量点を与えなかった。
しかしショートを守ったキャプテン金本の守備、宮本の速球になんとかくらいつき、必死でホームを死守した湯田。
 ４年生が２年生３年生をしっかりフォローし、見事大輪の華を咲かせたＣチーム全員に拍手を贈りたい。



2014.10.25　フランス旧婚旅行 ーエミレーツ航空ー 

妻の希望のフランス旅行。
 前々からルーブル美術館に行きたいと言っていたが、おいそれと簡単に実現できることではなかった。
しかし還暦も過ぎ、今まで苦労をかけた妻への感謝の気持ちということで、念願を叶えることになった。

ツアーは嫌で、なんでも自分で決めないと気が済まない私は、何から何までガイドブック片手で、計画を立てた。
まず、飛行機。普通はエールフランスか、JALまたはANA。
しかし友人のアドヴァイスもあり、エミレーツ航空に決めた。顧客満足度NO1というこの会社。
 我が社の子会社であるAASCも、この飛行機に機内食をご利用いただいている。
そしてそして今回、思い切ってリッチにもビジネスクラスを選択することになった。
これは社長の「絶対経験するべき」この一言が効いた。

 旅行スケジュールとして、妻の「とにかくルーブル・オルセー・オランジェリーには絶対、それ以外はお任せ」という
意見を尊重したのだが、私の中ではフランスではモンサンミッシェルと、あとは昔過ごしたイギリス ケンブリッジか
スコットランド エジンバラまたはイタリア ローマ。
 結局ローマに決定したが、あくまでもフランス中心ということで、フランス7日・イタリア2日という事になった。

出発の日。
初めてのエミレーツ、それもビジネスということで、それだけでもテンションマックス。
 関空のさくらラウンジでリッチな気分を味わい、そしていよいよ搭乗。

ドバイまでは777。
 日本人のCAもいて、不自由はなかったが、お土産のブルガリの化粧品をいただいてビックリ。
しかし驚きはまだまだ。
ドバイから乗り継いだA380という超どデカい飛行機は、飛ぶデパートと言われるくらいのスケール。
またCAも美しくそして親切。
 今から思えば、777の日本人CAは笑顔も少なく(A380に比べて)、おもてなしも少し心が感じられなかった。
 座席は素晴らしく、フルフラットにもなる。
7月に行ったハワイで、6～7時間の飛行でも足がダルかったことを思えば超快適。
 手の届く範囲にいろいろなものが用意されてある。
 座席にもたくさんの飲み物が置いてあるが、後方のラウンジにはビールやワインが盛りだくさん。
 恰幅のいい紳士達の中には、席で寝る以外はずっと飲んでいる方もいたようだ。

これから始まる10日間の旅。
 私の語学力の実践でもある。
 昔取った杵柄はいかに！
 
   
2014.10.26　フランス旧婚旅行 ー美術館 ー 

今回の目的は観光もそうだが、いちばんは美術館巡り。
凱旋門やエッフェル塔は素晴らしいと思うが、
雑誌や映像でしか見たことがない名画に会うというのが、最大の関心事。

ルーブル美術館のモナリザやミロのビーナス、サモトラケのニケは超有名ではあるが、今回オルセー美術館で
もっと驚いたことがある。
ここにはセザンヌやゴッホといった大家の作品がゴロゴロ。
あのミレの落穂拾いなんて、隅っこ(隅ではないが、他の作品に埋もれてしまっていた)に追いやられ、あまり衆人の
目には止まっていないように見えた。しかし残念ながら、オルセー美術館では写真撮影はできなかった。
 一部無視して、携帯をカチャカチャしている人もいたが、
そこはマナーをわきまえる日本人(？)、チャンとルールは守った。

 私はさほど絵画に興味があるとは言えないが、それでも名前くらいは知っている。
おそらくこの中の一枚でも、日本の美術館に展示されると、その一枚を見るために行列ができる。
そういった絵が、所狭しとを並んでいるこれらの美術館。

 大金を支払って来た今回のフランス旅行。
まだまだ旅は続くが、これだけで十分価値があったと思う。



2014.10.27　フランス旧婚旅行 ー モンサンミッシェル ー 

そしていよいよ私の念願のモンサンミッシェルへと向かう。今回はバスにての移動。
パリから約4時間という長旅である。しかしこの地は、パリの中でも人気NO1という世界遺産で、夏などは狭い
この地を人員整理しないと歩けなくなるほどだそうだ。

着いてすぐ、かの有名なオムレツをいただく。日本のオムレツとは似て非なるもので、とにかくタマゴがフワフワ。
フワフワという表現が合っているのかどうか、卵焼きをミキサーで撹拌し、どちらかというとジェラート状態。
 隣の女性は、一口入れるなり、「無理」と言ってあとは口に運ぼうとしなかった。
それほど、賛否両論があると思う。私の精神は郷に入れば郷に従え。とにかく美味しく(？)いただいた。

 修道院も見学し、宿泊先のプラールおばさんのラメールプラールでホッと一息。
 夜の幻想的な雰囲気をじっくり味わった。

 帰りのスケジュールを少し変更したことで、いろいろ大変なことが。予定通りのバスにて帰れば、パリ着21時過ぎ。
しかし、翌日のことを考えると、もう少し早くパリに着きたい。
パリへは、モンサンミッシェルからレンヌ駅までバスにて1時間。
そのレンヌ駅からパリのモンパルナスまで、鉄道でTGV(日本の新幹線)で2時間。
とこらが問題は切符。バスが混み合うので、満車になった時点で、当然乗れない。(1時間に1本)
それよりTGVは日本の新幹線以上に混み合い、切符は少なくとも2日前に予約しておかないと無理ということだった。
 前夜ネットで検索しても、希望の時間はまず2等車は満席。
1等車にしても空席わずかで、しかも時間的に予約不可能ということだった。エ～イ、出たとこ勝負、なんとかなる。
 翌日早くからバス停に並び、まず第一関門突破。
そして問題のレンヌ駅で駆け足で窓口へ行き、行先を告げ、おばさんの反応を待った。
 「today?」 今頃何を言っているのというような怪訝そうな顔つきで、私の顔を覗き込んできた。
私はすぐさま、「first class,please」、おばさんはそれならというような素振りで、調べ始めた。

しばし、沈黙・・・。ラッキー！それが最後の2席だった。
おばさんはさも自分がとってやったような、よかったやろというような顔で私に微笑みかけた。
 私も渾身の笑顔で「 Merci 」

しかしそれで終わったわけではなかった。フランスの電車事情は複雑。
 改札はないし、乗車する前に個人で、イエローマシーンで刻印しなければならない。
おまけに直前にならないと、ホームが決定されない。
そして電車の号車番号がないし、ホームの乗車位置も表示がない。
 日本のお客様第一主義の超丁寧な分かりやすさが懐かしい。

どうにかパリに帰ってきたが、ホテルに再チェックインした時は、我が家に帰ったような安堵感でいっぱいだった。
明日はベルサイユ宮殿、そしていよいよイタリア ローマへ渡る。

2014.10.28　フランス・イタリア旧婚旅行 ーイタリア ローマ ー

イタリア フェミチーノ空港からタクシーで35分、ローマ市内のボスコロ エクセドーラ ホテルに到着。
 空港からホテルまでの車窓から眺める光景は驚くばかり。
とにかく街中が遺跡・旧跡の宝庫。
 私の好きなタイムトンネルで紀元前に戻ったような錯覚に陥る。
 日程的に二泊三日という短い間、どれだけ駆け回ることができるか。

 私の年代では、あのオードリーヘップバーンとグレゴリーペック。
ローマの休日だ。
ミニバイクに二人乗りし、ジェラードを食べたスペイン広場・トレビの泉、
 二人で戯れる真実の口など映画の世界が目の前に。
トレビの泉が修復中のため残念だったが、それでも自分が映画の主人公になった気分に浸れた。

これで私と妻との旧婚旅行も終わりに近づいた。
 正直に言って、身の程を知らない超豪華な旅行だったと思う。
しかし私の人生はこれで終わったわけではない。
ますます自分を磨き、成長し、会社にも社会にも貢献し続けなければならない。

そして私の次の目標は、元気で仕事し、3年後のスペイン旅行となる



2014.11.6　第３回金原杯 

フランス・イタリア旅行から帰国し、不本意ながら現実に戻った。
とにかく日本の住みやすさ、日本人の誠実さを再認識した訳だが、ヨーロッパの歴史の重みや、美術への理解の
深さも知ることができた。しっかり頑張ってまた行くぞ～！

第3回の金原杯U5大会。週間予報ではどうしようもないくらいの雨予報。
半ば諦めて、泉州ＬのM氏にお願いして、予備日を考えていた。しかし本番当日、曇ってはいるもののなんとかできそう。
さすが金原さん。脅威の晴れ男は健在で、 天国からプレゼントしてくださった。

抽選の結果、1回戦鶴見連合、2回戦東光子供会と決まった。とにかく2勝しなければ決勝トーナメントに進めない。
過去2回の戦績は、優勝・3位と予選はクリアーしている。

初戦、宮内監督率いる鶴見連合。投手は小柄ながらまとまったいいピッチングをしている。
先行アパッチ、先頭打者の中橋奎侑のホームランで先制。幸先良いスタートをきった。
先発は森。飄々と投げ下ろす球は、スピード感はあまりないが、とにかく制球の良さが持ち味。
冷静沈着で、決して熱くならない。アパッチの中でも、珍しいタイプのエースが誕生した。

しかし今日は・・・・。いつも以上にスピードがなく、おまけに制球も安定しない。
ストライクが欲しいという気持ちが強く、その分、ボールの手離れが遅い。
 序盤はそれでもなんとか無失点で切り抜けていた。

3回に再び中橋の一発が出て、リードが3点になり、これでどうやら決まった、と誰もが思った。
4回裏鶴見の攻撃。 先頭打者に再びボールが先行し、苦しそうな投球をしている。

 四球は嫌だ、そう思ったスピードのない絶好球が真ん中に。ピッチャー森を直撃。
 反射神経の良い森は打球をはたき落したが、うまく処理できず、無死一塁。
しかし次を討ち取り、とにかくワンアウトをとればそれで終わったも同然となるはず。
しかししかし次打者に最もよくない四球！

そしてそこから悪夢のような展開が・・・。エラー・ランダウンプレーのミス・再び四球・エラー。
とうとう同点に追いつかれる。

 湧き上がる鶴見ベンチに比べ、負けたわけでもないのに、沈みきったアパッチベンチ。
 新チームの初陣はほろ苦いデビューとなった。

2014.11.11　第3回金原杯 その2 

この引き分けで、決勝トーナメント進出はかなり難しくなった。
 自力では無理で、鶴見が2回戦に大勝したため、アパッチは2回戦、 無失点でなお且つ14点以上取らなければ
ならない。しかも相手は、泉州lの東光チーム。
 半ばあきらめ気分、でも可能性が残っている以上頑張らなければならないし、
 絶対勝とうという意志で臨まないといけない。

先発は宮本。4年生の大会では、どの大会でも優勝またはそれに準ずる成績を修めている。
その立役者がこのエースであるのは間違いない。今回も5年生に混じって、本領発揮できるか注目の一戦だ。

しかしどうもチーム全体に活気がない。
 初戦の引き分けで、この試合が消化試合のような感覚になっている。
 打線に迫力が感じられない。
もともと4番の西埜や湯田が欠席で、厚みがないのはわかっていた。
おまけに宮本・森・金本にあたりが出ていない。
 終わってみれば、2E・3四死球で無安打。
 宮本も相手打線には、3四死球・無安打と同じような内容。

 結局第3回金原杯は2引き分けで終了。
またもや高級メダル獲得はならなかった。
チームとしては、まだまだ先発メンバーは決まらず、これから熾烈なレギュラー争いがはじまる。
 選手諸君は、レギュラーになれたらいいなではなく、俺がレギュラーだとなのりをあげ、
 自分自身で掴み取らなければならない。
そういう気構えの選手が欲しい。
 待っていても、ダメだよ。



2014.11.11　MOSL後期大会

MOSL後期はリーグ戦による予選と、トーナメントによる決勝大会となった。
まずBによる予選の初戦は北田辺。金原杯に引き続き、西埜・湯田おまけに藤原も欠席ということで、かなりの
戦力ダウンだが、まあそんなことは言っても仕方ない話で、いるメンバーで全力で戦うしかない。
先発宮本は春先に比べ、制球もずいぶん安定してきた。まだまだその日の出来で、いい時と悪い時の差が激しいが、
何と言ってもまだ4年生。じっくり伸びていってほしい。

初回エラーのランナーを出したが、セカンドへの盗塁を難なく刺した。捕手は中橋奎侑。
不利な左利きなどどこ吹く風。走攻守にリーダーシップも兼ね備えたアパッチの誇る選手だ。

その裏、宮本の2点タイムリーなどで5点を先制。2回も森・金本の連打や、新人高山右中間2塁打などで大量7得点。
 攻守とも圧倒したアパッチが勝利した。

 続くAの初戦も北田辺。 先攻アパッチは、中橋が四球で出塁し、2番マサキが送り、
 久々3番出場のユウサイがヒット、そして相手バッテリーミスで先制という理想の展開。
3回にヒット・四球で1死満塁のピンチを迎えたが、3・4番を抑えたのが大きかった。
その裏中橋佑のホームラン、細川のタイムリーで2点を追加。最終回に1点を返され、なおもピンチになりかけたが、
うまい連携プレーで切り抜け勝利した。

2014.11.17　第１回フレンドリー大会

３年ほど前から、八尾体育協会の浅井さんの計らいで、福万寺運動公園を使用させていただいている。
地理的にも、広さ的にも申し分なく、我々の行動範囲も広がった。
今年、たまたま１１月の日曜日（１６・３０日）の両日使えることになり、大会開催を決めた。しかしこの時期、学校での
日曜参観や、文化祭のようなものと重なり、各チームとも調整が難しかったようで、今後の課題となりそうだ。

 最近のアパッチはなかなかベストのメンバーが組めない。
ユウサイが肘の調子がおもわしくなく、先発からはずれることが多かった。
 西埜も手首の筋がはれていたり、今日は森が熱でお休み。
まあしかし、レギュラー陣が休んでいる間に、控えが成長するというのはよくある話で、
そのときに発奮して頑張っている姿を見るのも楽しい。

ところで、今日の選手はどんなようす？
エース佑斗が久しぶりにいいようだ。
 昨日の田中との練習試合ではストレートが走らなかったが、チェンジアップがまだましだったため、
 大量失点には至らなかったらしい。しかし今日はストレートが伸びている。
ちょっと楽しみ。

初戦は八尾の用和ビバリーズ。
先行アパッチ。先頭の佑斗が死球で出塁。
そこから、村上・工藤・細川の瞬く間の３連打で３得点。
相手投手もそんなに悪いできではなかったと思うが、アパッチ自慢の上位打線の振りのよさは抜群だった。
そしてその裏、エース佑斗の素晴らしいピッチング、相手打線を簡単に３者凡退に抑えた。

この１回の攻防だけで判断するのは早計かもしれないが、ベンチ裏の野次馬も唸っていた。
それほど今日のアパッチは強く映った。２回にも佑斗の３塁打、村上・細川のヒットなどで追加点。

終盤に守備のミス（エラーだが、それほど気にするようなものではなかった）から３点を奪われたが、大勢には
影響がなかった。相手用和もバッテリーがすばらしかったが、外野は低学年らしく、それが打線にも影響し、
どうしても切れ目ができてしまっていたようだ。アパッチが他のチームに優っているのは、９番までヒットが打てる
ということ。守備にも大きな不安要素がないということだ。
今日のように、エースが安定していると（大会２試合で四球は１）。
守りのリズムがいいし、またひとつやふたつエラーがあっても、大きく崩れることもない。

しかし油断は禁物。
 ２試合目も全力で！



2014.11.17  第１回フレンドリー大会　（２） 

今回の大会では、はじめてＯＳＦＬのイベントに参加していただいたチームが６～７チームある。
 来てよかったと思っていただけたら、まあ大会開催の意義にも通じる。

 ２回戦は旭区の中宮連合。
 練習を拝見していたのだが、なかなか投手はいい球を投げている。
しかし野手のフィールディングに少し甘さを感じた。
 同時に外野手が低学年で、不安がありそう。
もっともこの投手が調子が良い時は、普通のチームなら打ち崩すの難しいかもしれない。

さてさて今日のアパッチ打線は。
 初回、アパッチの誇る佑斗・マサキが簡単に三振。
やるな～。
しかしここで登場は怪我から復帰の祐才。
 １試合目も２安打の絶好調選手。
この打席も期待にこたえ、外角低めをとらえ、右中間へのうまい流し打ち。
そしてこのチャンスに細川・小門が続き２点を先制した。
この２アウトからの得点は大きかった。

その裏同じく好調のエース佑斗であったが、
 ２つのエラーから１点をうばわれた。
しかし今日は自分でも調子の良さを感じているのだろう。
 終始笑顔で、失点などどこ吹く風。
 淡々とした表情で、後続を断った。

 ３・４回と、ようやく相手投手をとらえ、５点を追加し勝負を決めた。
エース佑斗は、３回に２本のヒットを打たれたが、点を与えず初回の１失点で切り抜けた。

これで２連勝で、決勝トーナメント進出の１位通過を決めた。
 ４コートのそれぞれの１位通過チームは決勝１回戦は不戦勝。
そして２位通過チームと、ワイルドカード進出チームが１回戦であたり、
その勝者と１回戦不戦勝のシードチームによる２回戦がある。

 今回は金・銀・銅のメダルと、４位のメダルキーホルダーも用意し、
そして敗者復活戦優勝者にも賞品をプレゼントすることにした。
 文字通り、大判振る舞い。

わずか２０チームの参加で５０００円の会費でもこれだけやれる。
 少子高齢化のなか、チーム存続の危機も痛切に感じる少年ソフトボール界。
 会費集めも大変なご時世に、各大会参加費も一考していただきたいと思うのは、
 私だけではないと思うのだが。



2014.11.24  第9回まがたま杯 

第9回まがたま杯,今年で9回目をむかえるという、玉造バスターズさんが開催の大会だ。
アパッチは毎年ご招待を受け、過去2回優勝させていただいている縁起のいい大会。参加チームはそう多くはないが、
いずれも大阪市を代表する精鋭チーム。アパッチも最近チーム状態も安定し、結果が期待できるようになってきた。

初戦は今川連合。しょっぱなからＯＳＦＬ対決。 左のエース君は5年生ながら素晴らしいピッチングをする。
やや波があるところが難ではあるが、そこは小学生仕方のないところ。当然来年のアパッチの前に、大きな壁と
なって立ち向かってくることだろう。ところが今川チーム、今日は同日に地域行事に参加しなければならないという
ことで、戦力は半分にわけているとのこと。したがって、初戦も勝つには勝ったが苦戦を強いられていたようだ。

先攻アパッチ。トップの中橋佑が内野安打で出塁。2番マサキが送り、3塁が空いているのをみるや、3塁まで
おとしいれる。このあたりはさすが、キャプテン佑斗、状況判断は抜群。
そして3番ユウサイのタイムリーでランナーを還す。まあ理想的な展開で先制できた。

観戦している他のチームの指導者や選手たちからもため息が漏れる。さすがという印象なのだろう。
2回も小門の左中間への大きな当たりの2塁打。中橋奎のうまい送りバントがヒットとなり、8番金本がセンター前
タイムリーと全て順調。エース佑斗は球の走りが素晴らしい。スピードだけなら、昨年エースのスーパーヤナにも
負けない。現時点では、大阪市左のNo1と言っても過言ではない。あとは、このモチベーションが維持できるかどうか。
しかし今日の佑斗は違った。5年生がいないとはいえ、6年生主体の今川に対しすきを見せない。
3回から森にマウンドを譲ったが、今日は期待できる一日になりそうだ。

2回戦は滝川ＪＳＣ。初戦で今川連合を苦しめ、あわやというところまで追い込んだ。
エース君も顔つきがいい。おれがチームを引っ張っぱって行くんだという姿勢がありありと見える。
それがおごりなどではなく、よい意味のリーダーシップなのだろう。こういう選手は将来が楽しみ。

序盤はなかなか白熱した戦いだったが、なにせこの試合のアパッチ打線は振れていた。特に祐才は何かにとりつか
れたかのように、バットを振ればヒットで、あたりにあたっていた。そして調子乗りのアパッチは5回に10安打を集中し、
大量15得点！これなどチームとしての実力差ではなく、流れに乗ったアパッチの勝利ということだろう。
滝川チームには悪かったが、どんな状況でも精一杯戦うというアパッチの姿勢は変えることができなかった。

2014.11.25  第９回まがたま杯　決勝 

そしていよいよ準決勝。相手は準々決勝で、田中子ども会との死闘を制したホストの玉造バスターズ。
とにかく１点をめぐる攻防になるのは間違いない。

先攻玉造。２死から３番に四球。微妙な判定でもあったが、審判のクセをつかむまで仕方ない。
４番にヒットを打たれ、２死ながら１・３塁のピンチ。しかし５番打者のときに１塁ランナーが盗塁。
ランナーは当然投げてこないと思っていたのだろうが、 捕手からクイックで投手に返し、そこからショート祐才へ。
アウト！これはアパッチにとっては大きなプレーだった。玉造の監督から大きな声が飛んだ。

 ２回裏、小門・中橋奎の連続内野安打。連携プレーがまずく１点をいただく。
 続く金本の内野ゴロの間に２点目。

３回はトップの中橋佑の左中間への２塁打を、村上が送り１死３塁。そして打点王の細川が右中間への素晴らしい
あたりで３点目。アパッチにとって理想的な展開。しかし相手は玉造。このままで終わってくれるチームではない。
ところが、エース佑斗はこの試合も緩急をつけたピッチングで、玉造打線を２安打に抑えた。
 何度か失点のピンチもあったが、最後は伸びのあるストレートで得点を許さなかった。

決勝は準決勝で、波に乗る成育を破って、榎本が上がってきた。もっともエース君は４年生から注目されていた選手。
 春先はまだまだ完成されていなかったが、久しぶりに会ってみると、身長も伸び、球も素晴らしいものとなっていた。
最近は、大会でもいい成績を残されているようで、その理由が分かる。
 １・２回はアパッチノーヒットに対し、榎本２安打。ともに内野安打ではあるが、佑斗の球をうまく見極めていた。

３回、７番中橋奎がショートへうまく流し打ち出塁。下位が倒れ２死となったが、ＷＰで２塁へ進むことができた。
そしてトップに戻り、キャプテン中橋佑。このような場面では無類の勝負強さを発揮する佑斗だが、
ここでも期待に応え、見事ライト前タイムリーで先制！

 本日４試合目の佑斗、疲れもあっただろう。
 終盤の４・５・６回と毎回ランナーを許したが、最後の勝負球は渾身のストレートで抑えきった。
とにかく今日の佑斗、はランナーを出してからのピッチングが素晴らしかった。

 数少ないチャンスを確実にものにし、そしてエース佑斗を中心とした堅い守りで失点をしない。
ベンチを含めた全員野球で２連覇を果たした今のアパッチは、今シーズン最高の盛り上がりを見せ、
 ６年生最後の冬を迎える。



2014.12.1　第一回フレンドリー大会

11/30(日) 第一回フレンドリー大会 決勝、予選を2勝し、グループ一位通過を果たしたアパッチ。
第一回の記念大会の初代王座につくことが今の責務。先週のまがたま杯に優勝し、今のチーム状態は今期最高
に近い。そういえば昨年もこの時期、2週連続優勝(まがたま杯・ジャガーズカップ)を果たし、乗っていた。

 決勝1回戦はシードで、2回戦から。相手は田島フェニックス。投手はなかなかいい。
しかし、チーム全体がアンバランスで、まとまった感がない。選手の意識が変わってくると(というか、指導者が
積極的に変えさせなければならない)、もっと強いチームに生まれ変わると思う。

試合は6ー0で勝利したが、圧倒的な力の差で勝ったのではなく、田島チームの自滅で勝たせていただいたような
ものだ。はなから勝てっこないという気持ちで戦っても、実力(以上の力)が出るはずもない。
いい素材が集まりだした田島チームの復活に期待する。
(部外者の私が言うべきことでないが、亡き金原氏の基本方針を伝えるのも、私の役目だと思っている。)

準決勝は南山本ハニーボーイズ。ここがヤマ。 大型豪速球投手を擁するこのチーム。
 予選でも失点1で1位上がり。そして今日決勝1回戦でも、安定感のある東小橋を圧倒してきた。

 初回トップバッターのその大型エース君にどでかい一発を喰らう。佑斗としてもこんな大きなあたりはされたことがなく、
ちょっとビックリ。しかしこれで佑斗の負けじ魂に火がつく。いや、チーム全体に燃え上がるものができる。

2014.12.2　第一回フレンドリー大会 準決勝

南山本ハニーボーイズチームは、秋以降急速に力をつけたチームらしい。
エースは体も大きく、スピードはあるが、制球力の安定感に欠けているところがあったのだが、その問題点を克服し、
素晴らしいピッチャーに成長、もともとキャッチャーもしっかりしているし、いろいろな大会で上位に進出もしている。

今回のフレンドリー大会でも予選で海東をノーヒットノーラン。今日も準々決勝で、東小橋打線をノーヒットに抑えた。
やや変則的な投げ方ではあるが、躍動感あふれるピッチングは脅威である。

その彼に一発を浴び、2番にも出塁を許し、また三番に四球と不安な立ち上がりだった。しかし捕手ケイスケが見事な
送球で二盗を刺し、ショート祐才の華麗なﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ、最後は渾身のストレートで三振と、追加点を与えなかった。
そこからのアパッチバッテリーは、ストレート主体のピッチングでハニボー打線を翻弄し、ヒットを許さず、毎回の
 7三振を奪う。ところが打線は、初回の祐才の1安打のみ。試合は早いテンポで進み、最終回の攻撃を迎える。

この回先頭は森。ここ数試合、バッティングにさえがなく、今日も一打席目は三振。
この打席も簡単に2ストライクと追い込まれた。ワンボールの後のファウルボールも、どうにか当てるのが精一杯
という感じ。ところがその次のボールの見逃し方が良かった。 最後までしっかりボールの軌道を確認し、
うなづきながらの見逃し方。おっ、行ける！この試合珍しく２塁審を務めていた私にはそう見えた。
そして次がファウル。このファウルは先ほどの当てるだけのものとは全く違った。
そしてボール。
3ー2というカウントから投じられた球は少し甘く入り、森は見逃さず見事にとらえ、左中間への2塁打となった！
反撃開始。湧き上がるアパッチ応援団。押せ押せのアパッチ軍団は恐ろしい。
 
 続く小門の痛烈なショートゴロが内野手のミスを呼び、まず同点。
1死後、8番金本が粘りに粘り、見事にサヨナラホームラン！！
 素晴らしい幕切れを迎えることができた。

それにしてもこの金本。
4年生ながらA チームで活躍。
 夏の黒鳥戦でも、5・6年生でも打てなかったあの左の超高速ピッチャーから、
ベンチの叱咤激励で泣きながら打ったホームラン。
そして今日も、大事な場面で放った一打。
 何かを持っている選手だ。

しかしこの試合は誰がいいということではなく、全員で勝った試合だ。
 先制された後も、逆に大胆に攻めまくった佑斗・奎侑バッテリー。
しっかり守ったノーエラーの守備陣。
 繋いで逆転した下位打線。
 全員が一丸となった見事な試合だった。



2014.12.3　第一回フレンドリー大会決勝　ＶＳ 成育子ども会

そして決勝。
 対戦相手は予想通り成育子ども会。
 １６日の予選では、２枚のエースを欠きながら、２試合１失点の安定した戦いぶりだった。
そして今日の決勝でも、復活したエースを中心にスキのない試合運びはさすがだった。

 先日の東淀川大会では苦杯をなめているだけに、アパッチチームは雪辱に燃えていた。
しかし私は、準決勝の南山本ハニーボーイズ戦での勝ち方が素晴らしく、私のなかでは安心して見ることが
できるように思っていた。
そのことを岡橋監督に言うと、「プレッシャーを与えないでください。」と逃げていたが、
 内心は私と同じ思いであったはずだ。

 初回、先頭の中橋祐が先制ホームラン。
わきにわくアパッチベンチ。
しかし私は佑斗に近づき
「ナイスバッティング！
でもな、さっきのハニーボーイズと同じやで。（初回の先頭打者ホームラン）
 油断したら、あかん。
 逆の立場で考えよ」
 佑斗は大きくうなづいた。

そのあとも、村上・工藤の連打、小門のタイムリーで２点を追加し、試合を有利に導いた。
 ２回にも、佑斗の２打席連続のホームランが飛び出しその差４点。

投げても、先頭打者に内野安打を許すも、その後は伸びのあるストレートで成育打線にバッティングをさせなかった。
またこの試合も祐才を中心とした内野陣は完ぺき。
ノーエラーで締まったゲームを作り上げた。

 成育チームとの力の差は全くなかった。
しかし準決勝の勝利の形が、この決勝の勝敗を決定づけたといってもいい。
それほどベンチ一丸となったアパッチは、この日に関しては敵がなかった。
どんなチームが来ようと、負けることはなかったと思う。
成育監督をして「今日は完敗でした。」そう言わしめた。
奥城さん、今後もお互い頑張っていきましょう！！

これでこのチームの活動が終わったわけでないが、
この日のこの気分を味わいたいがために、日々の切磋琢磨があり、また我々指導者の努力がある。
もちろんわれわれには、あと３カ月余りの日があり、新たな目標もある。
この日の満足はこの日で終わる。
そして気持を切り換えなければならない。
 小学生にとって、この切り換えが最も難しい。

でも、とにかくおめでとう。
 ２週連続優勝、そんなに簡単にできることではない。
みんな、よくやったぞ！



2014.12.8  第9回ジャガーズカップ(1) 

12/6(土)ジャガーズカップ、わずか12チーム参加の大会ではあるが、そこはワンデイ大会。
大阪市内の強豪が集まっている。アパッチは昨年優勝し、ディフェンディングチャンピオン。
2連覇し、そして3週連続の優勝といきたいところ。

しかし寒い。12月なのだから、これくらいは当たり前なのだが、何せ今年は今まで暖か過ぎた。
急激に寒くなると、還暦を過ぎた私には堪える。朝のうちは投手は大変だろう。 指は悴むし、どれだけ辛抱できるか。

抽選の結果、初戦は東小橋。今年は本当によく対戦する。
対戦成績はアパッチがいいのだが、毎回接戦。とにかく先制し、波に乗った方に、女神がほほ笑んでいるようだ。

やはり寒い。初回から、野手の緩慢なプレーで先制を許した。
まあ、ここらあたりは想定内ではあるが、これ以上無駄な失点が続くとちょっとあぶない。
3回に、最近ホームランの量産傾向にある佑斗の一発が飛び出し逆転。
 最終回にも、祐才のセンターオーバーの2点タイムリーで突き放した。
その裏、早く終わらしたい佑斗が、気持ちが集中できず、2点を還されたが、まあご愛嬌。
どうにか初戦を突破した。

2回戦は八阪連合。福島区の6年生の連合チーム。実は私は、今回の最強敵と思っていたチーム。
それでなくともレベルの高い福島区。そして、その中の6年生の連合となると強いに違いない。
唯一、連合にありがちないまとまりというか、連携がどうかという点が付け入る隙かも。

初回、またまた二つのエラーから1点をサービス。大丈夫かいな。
しかし2回、4つのヒットにエラーが絡み、長い攻撃の6得点。珍しく2回の攻撃の終了を待たずして、タイムオーバー。
1回戦を完封で上がってきた八阪チームも、この試合に関しては、投手の不出来で持ち味を発揮できなかった。

2014.12.9  第9回ジャガーズカップ (2) 

今年は12チームの参加で、なお且つ厳しいチームが集まった。
 特に今日は我々のゾーンもきびしいが、隣のゾーンも大変な組み合わせになっていた。
城北・加島という全国レベルのチームに、今シーズン活躍している築港子ども会など。いずれ劣らぬチームが。

 我がアパッチの準決勝の相手は榎本子ども会。先日のまがたま杯の決勝で戦った相手。
1-0で勝ったと言え、勝負はどちらに転んでもおかしくない試合だった。

今日も1点をめぐる攻防であることは必至。ミスしたほうが負けという争点の明確な争いになることだろう。
2回内野安打で出塁した森を置き、1死ながらあえて7番中橋奎に送らせ、8番弓菜で勝負をかけるという策をとった。
ここらあたりは勝負師岡橋監督。1点の重みを十分に感じ、また、弓菜のバッティングの調子を掴んでいた。
そして見事に応えた弓菜も立派で、見事な内野安打を放ち一歩リード。

しかし終盤の4回、先頭打者に四球を出したところで歯車が狂う。
 次打者の送りバントが小飛球になり、佑斗がうまくさばいてダブルプレーとなり、ピンチを凌いだかのように思った。
しかし次の6番打者にも再度の四球を与え、そこから下位に連打を浴び、同点に追いつかれた。

 打線は、3回以降完璧に抑えられ、そのままドローゲーム。規定により、アパッチ得意の抽選勝ちに持ち込んだが、
 終盤のピッチングを見ても、佑斗にここ数週間の疲れが出てきているのがはっきり分かった。

 決勝は城北ユニオンズ。今シーズンはまだ2試合しか戦っていない。
春先の練習試合では敗れたが、秋のドリームカップでは大方の予想を覆し、3ー0で勝利した。

昨年のまがたま杯の決勝以来、久しぶりの優勝決定戦 vs城北。結果は、0-1のままでよく踏ん張っていたが、
最終回についに佑斗のスタミナが切れ、4点を奪われ万事休す。連覇はならなかった。
 
しかしこれは誰も責められない。こんな過密スケジュールのなか、毎回優勝争いできるなんて素晴らしいことだ。
このところの好調さで、勝率は8割を超えている。それも格下の相手ばかりではない。
いずれも各地区を代表するチームを相手の勝率だ。

 土日だけ、しかも本当の意味の練習は土曜日の午前中のみ。日祝は遠征しての練習試合だけ。
 平日に練習することは全くない。それでいてこの勝率はビックリだ。

いろいろなチームの監督さんから、チーム運営の秘訣をよく尋ねられる。
なぜ、こんな短い練習時間のチームが、毎年強いのはなぜ？

それは・・・・・、ひとことで言えば風土です。
それ以上のことはここでは記さない。 【 長くなるから (笑) 】



2014.12.15　第１６回中央区ジュニア大会 

１２月１４日（日）　　中央区主催のジュニア大会
 以前からご招待を受けているこの大会。
 当初は大手前高校にて、中央区が主体となり１０数チーム集まっていた。
 当時、田島フェニックスの故金原監督と一緒に参加し、
 対戦を楽しんでいたものだ。
といっても、実際は対戦するとなると意地のぶつかりあいで、火花が散っていたと思う。
 金原さん、たのしかったよね。
アパッチにとって相性の良い大会で、最近は２年前連覇していたが、昨年玉造に苦杯し、今回雪辱を期していた。
 抽選の結果、南大江・生魂とのゾーンとなった。

とにかく夏以降、この４年生以下の大会では敵なしの状態。
 白さぎ大会・ドリームカップ等、大きな大会でも快進撃を続けている。
 （この前の東淀川大会は、エース宮本の故障で涙をのんだが）
 今回、参加チームは少ないが、玉造・城北・生魂など強豪がそろっている。

 初戦、南大江アトムズ。
 朝の第１試合は難しい。
 特に冬の時期、寒いし身体がなかなか出来上がらない。
 今日も朝一のこの試合はとても重要だった。

 来季を見据えて、守備位置を再考している。
エース宮本が急成長をとげ、とにかく相手打線にバッティングをさせない。
しかし、やはり制球がまだまだ完成されていない。
ここ数試合の失点をみても、四球・ＷＰ・ＰＢからのバッテリーミスの失点以外ない。

 相手の攻撃をみても、ランナーがでるとこちらのミスを誘うしかなく、
 駄目もとで三塁への盗塁、ディレッドスチールによる本盗を狙ってくる。
 無謀な策だが、それほど打てないという認識が強いようだ。

この試合も被安打０だが、三つの四球とＷＰ・ＰＢで３失点。
やはり不安な試合だった。
そんなこんなで、金本の捕手も試している。
 湯田が悪いのではない。
とにかく宮本の球が速すぎ、おまけに荒れ球。
だれが捕手でもあんなものだ。
しかし、バッテリーには呼吸というものがあり、それがいまいちしっくりいっていないようにも見える。

そのうえ、湯田は野球センスはいい。
そしてショートというポジションも十分こなせる。
というか、レベル的にはかなり高い。
そんなこんなで、この守備ローテを試しているわけだ。

 予選２回戦の生魂、準決勝玉造、決勝城北としり上がりに調子を上げ、
この大会４試合で、失点は初戦の３点のみ。
 ４試合１３イニングで３９アウトのうち、３４三振という驚異的なもの。
 １イニング４三振（振り逃げあり）というのが２つもあった。
そして見事に優勝を飾ることができた。

もちろん、バッテリーだけでなく、
 打線も金本・宮本の１・２番はもとより、湯田・大伴・酒井のクリーンアップも十分役目を果たしていた。
 守備では、今日はほとんど左方向（ショート・サード・レフト・センター）に飛ぶことはなく、
その華麗な勇姿を見ることはできなかった。

 次は暮れの加島ジュニア大会。
 同ゾーンに強豪を組まれている。
しっかり自分のプレーをし、この大会も連覇といきたいところだ。



2014.12.18　猛特訓！新入社員調理研修 

１２月１８日（木）今年も残すところあと２週間。日本列島大寒波ということで、本当に寒い。 私は1週間前に風邪を
ひいたが、やっと治り、今は元気いっぱい。周囲の風邪を再度いただかないように気をつけなければいけない。

平成２６年度の新入社員の研修もいよいよ大詰め。今週は調理部門。
 ２６日に社長ﾌﾟﾚｾﾞﾝが控えており、そのための猛特訓。講師の横山主任や小林主幹の檄が飛ぶ。
 献立は関西風押し寿司・ゼンマイと薄揚げのつきこん煮・鮭のネギ味噌焼き・出し巻き玉子・・・。
 素人の私から見ると、こんな短期間の授業でできるの？という感想。

しかし今日の一応の完成の出来栄えを見てびっくり。いいじゃない。
 講師の教え方がいいのか、学ぶ側の集中力なのか、よくできている。

 昼食を済ませていたわたしに、１３：４０再度の検食指令。正直きつかったが、ここでは食べ残しはいけない。
 全員が私の反応を待っている。 「うまいよ。」顔で笑って、心で・・・？。

まだ最終盛り付けなどに課題は残るが、この分だと社長のＯＫも出ることだろう。みんなよくできました。
年明けと同時に、業態と役職の決定。そして店舗の検討に入る。

 １月末ごろからは、期待と不安の入りまじった感情との戦い。
ある程度なるようになるさという開き直った気持も必要だ。

2014.12.24　大きな課題 

12月24日（水）あと1週間で今年も終わろうとしている。 毎年思うことだが、年々1年の進行が速くなっていく。

ジャネーの法則というらしいが、
たとえば、50歳の人間にとって1年の長さは、人生の50分の１ほどだが、
5歳の人間にとっては、1年は人生の5分の１にあたり、長い長い時間と感じるということらしい。
それゆえ、歳をとればとるほど、1年を短く感じるというのが、彼の理論だ。
なんだか判ったような解らないようなことだが、まあ納得か。

HPを立ち上げたのが2006年の7月。
この年は6期生国分キャプテンの代で、前年の5期生坂本キャプ世代からようやくソフトボールチームらしくなって
きた頃。今のように、たくさんのチームがHPを運営していることはなかった。
オープンしたての本当に拙いものから、改良に改良を重ね、今のスタイルになった。
 （特に目を見張るほどよくなってはいないし、今も他のチームの素晴らしいものに比べればまだまだだが）

しかし更新スピードの速さと情報量の多さで、閲覧数はとても多い。
 今年で8年たち、アクセス数も４５０，０００を超えた。
 今年も今日で７０，０００を超え、1日平均で１９７という数字。
これはすごい数字だ。

ブログ（つれづれではないけれど）も2009年4月から5年たち、６４１回を数え、訪問者１２６，０００．
もっともオープン当時はすくなくとも2日に1度は更新していたのだが、
 今は週2回が精一杯。
face bookはたまに更新する程度であるが、とにかく大変な労力を費やしている。

OSFL（大阪フレンドリーリーグ）2007年の発足以来8年経とうとしている。
 来期はあらたに２チームが増え、計１２チームで構成される。
それも各区を代表する強豪がそろった。
こちらの運営も大変で、それぞれのスケジュールを考えた上でのリーグ戦。
そして年に数度の他リーグとの交流戦や、クリニック・大会などの企画調整。

 一般の勤め人と違って、土日祝が全く関係なく、仕事はいくらでもある。
 還暦を過ぎても、楽隠居といかないところが悲しいが、
じっとしているのがいやな私にとって、この忙しいというのがなによりの生きがいと感じている。

まあしかし、ぼちぼち収束というか、制限をしていかなければならない時期にきているのは確かだ。
なにから手をつけるべきか、それを沈思熟考するのが、この年末年始の最大の仕事。
 
   



2014.12.31　晴れ晴れとした大晦日

12月31日（水）21：00
あと4時間ほどで平成２６年も終わろうとしている。今年もたくさんのことがあった。
公私にわたって自分なりに、精一杯のことをしてきたつもりではある。
まだ老け込む歳ではないと思っているが、一年一年を大切に、悔いの残らないように行動しないければならない。

 私にとって今年一番の思い出は、2度の海外旅行だった。
7月のハワイ旅行は次女佳奈の結婚式よるもので、
もう一つは、妻とのフランス・イタリア旅行だった。
ツアーに頼らず、すべて自分で企画し、現地でも二人で行動した。
とにかく楽しかった。
たどたどしい英語ではあるが、どうにか通じた自分の会話力に驚きもした。
パリの街並みを二人で歩きながら、
 「今ふたりでパリを歩いているねんで。」
 「ほんまや、すごいね」
そんなたわいのないことを話しながらもパリを探索。
ルーブルやオルセー美術館での妻のうれしそうな顔を見ているだけで、
このフランス旅行に来た甲斐があったと感じた。

 帰国してすぐ、以前に経営していた会社のことでトラブルが発生した。
というのも、登記の上では、私はまだ代表取締役のままなのだ。
 今表面上はすべて順調な生活なのだが、実は爆弾を抱えた状態が続いていた。
そしてそれが、ついに爆発寸前にまで至ってしまった。
 欧州旅行の幸せの絶頂から、一転一大事。

しかし私の気力は充実していた。
 私の信条は、いつも最悪のことを予期しておく、ということだ
今回のことも、ずっと以前から考えていた。
だからあわてることなく、また逃げることもせず、ぶつかっていくことができた。
 妻と相談しつつ、2か月かけ処理してきた。
そしてやっと5日前に終結を見ることができた
大きな代償を払わなければならなかったが、長年胸につかえていたものがすべて解決。
 今日の大晦日、晴れ晴れとした気持ちで新年を迎えることができた。

 娘二人が結婚し、妻との二人の生活が始まった。
フランス旅行・トラブル解消、この二つのことで、夫婦の絆が一層深まったような気がする。

 新年早々、仕事では来期の事業計画・予算作成という大きな仕事がある。
アパッチもＭＯＳＬ大会・蓮池大会そして卒業記念大会と続く。

 公私ともまだ必要とされている立場にあるということはうれしい限りである。
とにかく健康に留意し、あせらず、着実に進んでいく。

また1年後の大晦日、この「つれづれ」に良い反省ができますように。



20153.1.1　元日の夜に

年が明けた。
 世間では正月ということで、明けましておめでとうという挨拶が取り交わされる。
 私の仕事は教育研修であるが、どちらかというと、正式なちゃんとした挨拶は苦手なほうだ。
もともと人間が品行方正ではなく、チャランポランとまでいかなくとも大雑把な性格だ。
だから、お互い向き合って挨拶を交わしているときにも、私は相手に合わせて口を動かしているだけなのだ。
おっと、これは会社の部下たちにわかってしまうとまずい。
おそらく、だれもこのブログを見ていなかったはずだが。

 年末から妻が風邪をひきダウン。
 元旦の朝は、長女一家がやってきて、一緒におせちを祝うというのが通例なのだが、
 風邪を孫たちにうつすとまずいということで、さびしく二人で元日の朝を迎えることとなった。
 雑煮を２杯食べながら、わが社のおせちに舌鼓。
そして年賀状をチェックし少し休憩。

そして、平成２７年の仕事開始。
 １月９日提出期限の事業計画・予算作成。
ほかの部署のそれに比べ、予算組みが非常に複雑だ。
ひとつの研修を決め、そして受講生の階層を決める。
それにより、それぞれの人件費・交通費が決まる。
 研修が大小合わせて約３０。
 簡単ではない。

 夕刻に妹夫婦が年始の挨拶にやってきた。
 ４人の話題は、それぞれの子供たちのことと、お互いの健康のこと。
まあ、そうなるだろう。

 彼らが帰った後、再び仕事とアパッチの終盤の予定、ＯＳＦＬの来期ｽｹｼﾞｭｰﾙ調整。
 明日は初出勤なのだから、家にいるときくらいはゆっくりしたらいいのだが、それができないのが私の性格。
 今年もこの生活は崩れそうにないな。



2015.1.13　復活！寺子屋 

平成27年がスタートしてはやくも2週間が経とうとしている。
もっともわたしは、元日の夜から仕事をし、2日目から出勤しているので、とうに正月気分は抜けている。
晦日から頑張ったおかげで、来年度の事業計画や予算は完成し（まだ承認されていないが）、
とにかくひと段落ついた。

4日の初練習の後、家庭課室で豚汁をいただいた。
その折に、これからのアパッチの課題の話、そしてやはり教育の話題が出てきた。
アパッチだけではなく、他のチームでも圧倒的に兄弟部員が多数を占める。
 今のメンバーは弟世代で、お兄ちゃんに中学・高校生が多い。
そしてそれぞれが、高校入試や大学入試を控えている。
もう少し勉強ができたらなあ。
 親ならだれもが思う気持ちである。

アパッチ創設時に、アパッチ6年生男子・キック6年生女子、受験を控えた中学3年生を対象に数学・英語の寺子屋を
していた時期があった。それから数年たち、仕事も少し落ち着き復活したのが2年前。
そして今回3度目の復活となった。

 勉強がいや、科目により嫌いというのはわからないからであり、分かってくれば好きになり、自分から学ぶようになる。
 中学生になり、初めて習う英語などは、最初が肝心で、基礎さえ理解できればあとは勝手に分かってくるわけで、
その最初をしっかり教えてあげればいい。

 数年前、O氏の娘さん（中3）を教えたことがあった。
 飛びぬけて成績優秀であったが、英語に難ありという感じだった。
それも当然で塾にいかず、独学で勉強していたけれど、学校の授業をしっかり勉強しているから、定期テストは
問題なく点が取れる。しかし本来しっかり身につけていなければならない基礎というのが理解できていないため
（中学教育で指導できていない）、いわゆる実力テストなどでは問題や出題形式により点がとれない。そのあたりを
みっちり半年かけて指導した。あとは鬼に金棒。
もともと成績優秀で、わたしが教えなくても志望のT高校に合格できていただろうが、高校に入ってからずいぶん楽
に英語の授業が受けれたとおもう。その後彼女はW医大に進学し、今や立派な女医先生。
 私の誇りでもある。

 彼女の場合は特異な例で、もともと頭がよかったから？
もちろんそうなのだが、小学生のかれらにとっては無限の可能性がある。

 私の持論では、中1の1学期を順調に過ごせれば、しばらくは大丈夫。
もちろん、それに安閑としておれば、成績も下がるだろうが。

だから最初のとっかかりをこの寺子屋でやってあげたい。
本当は30回の授業ができれば、中2の1学期くらいまでをクリアーでき、そこまでもっていきたいのだが、
時間的に無理。最低ラインということで、今回は３月まで毎週の９回ということになった。
 本当はこの９回も私にとっては少々きつい。

しかしこの寺子屋は自分にとっての自己研鑚の場でもある。
 ６０歳を過ぎて、年々老齢化する脳みそを活性化するためにもいい。
 今年の生徒たちはどのような反応をし、いかに成長してくれるのか楽しみだ。



2015.1.14  第６回MOSLカップ予選

平成１７年最初の大会第６回MOSLカップに参加
アパッチがOSFLと同時に所属しているMOSLの大会だが、
チーム集めから組み合わせまで、事実上私がひとりでやっていて、とても苦労している。
 決勝は１００％抽選だが、予選は同一リーグの対戦がないように、また実力や地域性を加味している。
 
当日５時起床。まだ真っ暗な中、ごそごそ家内を起こさず食事をとり、寒さを憂慮し思い切り厚着。
 現地には７時２０分に到着したが、すでに何チームかはコート整備に着手していた。
 （早い、素晴らしい！）

１試合目は、宝栄小学校チーム。 初めて対戦するが、生魂の中川氏から、できたばかりのチームであるが、
６年生主体でいいチームと教わっていた。経験不足はゆがめないだろうが、要はやる気があるかどうかが問題。
こういうチームは調子にのると、実力以上に力を発揮してくる。とにかく用心に越したことはない。

たしかに投手はいい球を投げている。しかし一本調子で、チェンジアップもなく、真ん中に集まってくる。
そこはアパッチ打線が見逃すはずもなく、初回から８得点。そして２回にも２点を奪い効率よくコールド勝ちした。
この宝栄チーム、朝の本部への挨拶のときも、 「宝栄小学校です。今日は一日、よろしくお願いします」
はっきりした言葉で丁寧に礼をし、非常に好感がもてた。
そういえばほとんどのチームが、 「よろ◎▲％◆＆＄＃▽シャース！」
 元気がいいが、何をいっているのかわからないチームが多い。 @
やはり同じ挨拶するなら、しっかり・きっちり・はっきりというのがいいに決まっている。

 宝栄小学校チーム頑張れ！

 ２試合目は東中川ドリームス。
 秋のドリームカップ予選。 優勝候補の筆頭と呼び声高かった城北と１回戦でぶつけられた。

もちろん、両チームとも負けられない１戦でガチンコ対戦。
 集中力を高めたアパッチが大方の予想を覆し、３－０で勝利。
 負けた城北は涙を流す選手もいて、非常に暗い雰囲気。
 勝ったアパッチはしてやったりの気分で、はやくも予選突破の浮かれた気分（？）
それほどこのライバル対戦はアパッチにとっていい試合だった。

ところが、２回戦であたったこの東中川に、大乱戦の１１－１０のサヨナラ負けを喫す。
 大阪夏の陣ではベスト８で終わったものの、その後は順調にきていたときの敗戦。
この敗戦を機に、アパッチは調子を崩してしまう。

その因縁の戦い。
アパッチチームには、その時の悪夢がトラウマになり、身体が動かなくなるかもしれない。
そのような懸念もあった。

ところが初回から相手エース君の制球難にも助けられ、大量リード。
 ３回１２得点という予想外の大差で勝利した。
しかし改めて試合を振り返ると、調子も悪くない佑斗の球をしっかりとらえている。
 被安打２ながら、アパッチの好守備に阻まれた感がありあり。
しっかりとした打撃練習ができている証拠だと思う。
やっぱり、あの悪夢は偶然の産物でなく、練習の成果が出ていたのだろう。
いずれにしても、２連勝で予選突破にあと１勝。

 ３戦目は真田山。
 今季のMOSLの成績をみても、安心できる相手ではないと思っていた。
しかしアパッチというチームに対する重圧感がありありとみられ、思った試合ができていなかった。
この試合先発の４年生宮本に対し、
 「お前ら見てみ、相手は身体は大きいけど４年生やねんど！」
それだけで、すごいな、打てないという反応が見えた。
 結局、この試合も３回コールドで勝利し、予選が終了。

 今日はアパッチが出来過ぎだった。
 昨日の東大阪遠征でも、鴻池・枚岡西・枚岡東といった強豪に、
 ２勝１分、無失点という成績だった。

これからこのMOSLの決勝・蓮池大会そして卒業記念大会へと続く。
 終わりよければすべてよし。

やるぞ、アパッチ！



2015.1.19  寺子屋初日を終えて 

さて、17日（土）に寺子屋がスタートした。今回は5・6年生合わせて10名の参加。
 初日残念ながら１名体調が悪く欠席ということで９名だった。

 最初はいつものとおり、なぜこの寺子屋をするのかという趣旨説明。
 保護者だけでなく、受講する子どもたちも理解しておいたほうがいい。
 単に勉強するということではなく、これから成長する中で、なにを目標に、
なにをし、何を学ぶのか、そしてその目的は・・・。
そういったことを少しは考えることが大切である。

 私は英語でも数学でも、まず基本を大切にする。
 英語の第１歩はABC。
こどもたちには時間をかけてABCの書き順や、正しい発音を教える。
こうすることによって、自分の発音が、他の一般の人の発音と比較した場合、
よりネイティブスピーカーに近いと認識し、自分は英語ができるかもしれないと思うようになる。
すると英語に興味をもつようになる。
 学問（勉強）って自信を持てばいくらでもできるようになる（と、私は思っている）。
 自分はダメだ、と思うようになればおしまい。
いかに子どもたちに自信をもたせ、やる気をださせるかが問題だ。

 初日の最初から書き取りをさせた。
しかしこの時点（開始から３０分）で、すでにケアレスミスが続出。
これは集中力の欠如が最大の原因。
 私の話を聞きながらも、少し他のことを考えていたことは明白だ。
ミスしたこどもだけでなく、全員にだめだし。
そこから授業終了までミスをした子供はいなかった。

そして初日が終了。
みんな楽しそうに帰って行った。

そこから保護者のかたとのライン交換。
 異口同音に、「楽しそうに帰ってきました。
そして自分から真剣に宿題や復習をしていました。
こんな姿は初めてです。」
などというメールをいただいた。

わたしにとってはびっくりするようなことではないが、どちらにしてもよかった。
でも、最後まで続けさせてくださいね。

しかし問題はこれから。
 難しく感じるようになったころから、態度や考え方に変化が生じる。
それをどこで感じ、どう指導するかが腕の見せ所。

すくなくとも６年生は、全員合格点をあげてもいいと思えるほど、頑張ってくれればいいな。

2015.2.1  樹氷の中の仕上げ研修 

2月1日(日)昨日より新入社員研修で、ここ香楠荘に来ている。
 新雪による樹氷が我々を迎えてくれた。

 昨日は研修前夜ということで、先生を囲んでの晩餐会。
ちょっと贅沢に、雪を見ながら、ふぐのてっちりと焼きガニ！うまかった～。

 今日は樹氷祭りのため、たくさんのお客様がお越しになられ、お店も超満員。
ピーク時は大行列ができ、大変な混み合いだった。

 新入社員は芦田塾による個人ヒアリング、お店での実地研修。
そして園地での豚汁のふるまいの応援とまさにフル回転。

そして明日からはいよいよBGW研修が始まる。
あと2ヶ月もたたないうちに、一本立ちして行く。
 最後の仕上げを受けて、自分自身でしっかり確認して欲しい。
 



2015.3.16  １４期生追い出し会

年度末の忙しさに感けて、ずいぶんこのブログも空いてしまった。
もっとも、忙しいと言いながら、２泊３日の九州旅行に行っているのだから、忙しさは理由にはならない。

 ３月１４日（土）に追い出し会があった。
 午前中にＯＢとの試合や、紅白戦（低学年・高学年）、そして６年生ＶＳ新チームのはずだったがあいにくの雨。
 予定変更しての、セレモニーを先に行った。

この１４期生だが、正直あまり期待していなかった。
エース佑斗は確かにまとまったいい投手ではあるが、ここ数年の森純や柳本ほどの球威もない。
 救いは６年生が６人いて、まあそこそこのレベルではあるかな、ということであった。

ところがふたを開けてみると、なかなかやりよる。
 佑斗も見違えるほどの成長で、強豪相手に堂々としたピッチングで勝ち続ける。
 打撃でも村上・工藤・細川が持ち味を発揮し高打率をキープ。
 弓菜も予想以上にホームランを連発。
 小門に至っては、やめる寸前までいっていたはずなのに、岡橋監督の叱咤激励のおかげで１８０度転換、
元気溌剌のプレーで活躍しだした。

 人間っていうのは、やる気になればなんだってできる。
 反対にもうだめだとあきらめると、何も変わらないし進歩もない。
あきらめが肝心というけれど、あきらめに未来はない。
ましてこれから大きく成長しようという小学生。
 無限の可能性を秘めた彼らに不可能はない。

ほかの強豪クラブチームに比べ、アパッチは全体練習が極端に少ない。
グランドが十分に確保できないのだから仕方ない。
しかし、毎年ある程度のレベルにはある。
よく他のチームの監督から相談を受ける。
チームを強くする策はなんですか？
アパッチさんは練習量がそう多くないのに、毎年強いのはなぜですか？
みんな楽しそうに試合できるのはなぜですか？

 以前にも書いたのだが、それは清水丘の風土としか答えようがない。
 楽しくソフトがしたい。
そして試合にも勝ちたい。
だけど、グランドがいつも使えるわけでもないので、練習ができない。
 ｛だから、強くなるのはあきらめる。｝
ではなく、与えられた環境で強くなるためには、自分で工夫して練習するしかない。
ということは、短時間でも集中し、効率よくやること。
そして自分で自主的に練習すること。
おまけに、試合で練習通りのプレーが出来るようになること。
 我々指導者がすることは、技術的な指導よりも、かれらにそういった環境を作ってあげること。
それが最も大切だと思っている。
そのあたりができているからこそ、他の練習量豊富なクラブチームにも引けを取っていないのだと思う。

まあ、文字で表すと簡単なのだが、なかなか実践するのは難しいし、理解するのは容易ではない。

いつもながら、涙涙の追い出し会だった。
コーチや保護者の一言や、
 卒団生や在校生の涙で聞き取れないスピーチ。
 毎年感動する。

なんとか雨も上がり、午後からＯＢも参加しての試合。

やっぱり、アパッチ最高！



2015.3.17  第64回近畿大会 

3月15日(日) 第64回近畿大会 毎年新チームはこの大会からスタートする。
チームによっては秋頃から切り替わり、もう出来上がった感のあるチームもある。
アパッチは毎年だいたい70%くらいの出来で臨んでいる。
 今期新チームは、捕手でもありキャプテンの中橋が攻守の柱。
そして投手は、森・宮本の二枚看板。
6年生7人と5年生7人が中心となり、それに4年生も加わってのAチームを構成する。

さて初陣の近畿大会、期待と不安で臨んだ。
 初戦は東大阪の弥刀連合。組織がしっかりできた素晴らしいチームという印象がある。
 先発は森。
4年生頃からすでに出来上がったいい投手だったが、5年生になってからはあまりピッチング練習ができて
いなかったため、スピード感はイマイチ。これからぼちぼち頑張ってもらおう。

3回に下位打線の福永・辻部の連続内野安打でチャンスをつかむ。
中橋四球で無死満塁。藤原のセンターへのあたりで2塁ランナーが3塁フォースアウトになるが、
その間に1点。そして続く新3・4番の森・西埜の連続タイムリーで計3点を先制。エース森、リリーフの宮本とも完璧に
抑え切るというピッチングではないが、要所を締め無失点。いいスタートをきることができた。

 続く2回戦は八尾の強豪上之島デビルキッズ。
 初回に打線がうまくつながり、中橋・森・ 宮本・金本の4本のヒットで3点を奪取。
これは嬉しかった。打線はその後最終の6回まで完全に抑えられたのだから、相手投手のたちあがりを攻めたのは、
意義があった。2回に内野安打からエラーがらみで1点を返される。
そして終盤の5回、リリーフ宮本の制球が微妙に狂い、WPから1点を与えその差1点に。しかし最後は森が
締めて見事2連勝。2次予選進出を決めた。やったね！

2015.3.22  第６４回近畿大会２次予選

２次予選の対戦相手は母里クラブとＫＤＥＳ
これまた厳しい組合せだ
 どうも最近組合せに恵まれていない、
というか、なにか仕組まれている感が・・・。
それだけ、注目されているのだからいいのだろうが。

 母里クラブは今度の全国大会に兵庫県の代表として出場される。
レベルの高い兵庫県での代表ということで、この近畿大会でも優勝候補の筆頭。
しかしエース君がひじの故障とかで、アパッチとの対戦は２番手。
エースでなくても、このクラスのチームの２番手は、ほかのチームのエースと変わらない。

アパッチは対戦する前から少し気おくれ気味。
どうも足が地についていないようで、ミスが続出。
それ以前に、エース森の調子がいまいち。
 自分でも思ったピッチングができていないことへの腹立ちから、どうもチーム全体の雰囲気も良くない。
 打ち取ったあたりがエラーになり、そこから悪循環・・・。
 全国クラスのチームにこれでは勝てるわけない。
 最終回になんとか一矢を報いたが、２－７の大敗。
まあ、いい勉強かな。

 ２試合目は清水フリーバーズとの合同らしいＫＤＥＳ．
いくら選手がいないといっても、こんな強いチームばかりに連合されると・・・。
アパッチも１試合目の敗戦でモチベーションもあがらず、０－２でまた敗れる。

 今度の大会では、まず課題が大きく浮ぼりになった。
 １にも２にも内野の守備。
ショート・サードレフトの左方向は確立された。
やはり右方向だろう。
とにかく、夏の陣までにじっくり作っていくしかない。



2015.3.25  Last Apaches at Tokyo Disney Land. 

3月23日
アパッチ１４期生の最後のイベント、卒業記念旅行に行ってきた。
今年は夜行バスによる、弾丸ディズニーランドツアーだ。
正確には、２２日（日）の夜２０：３０にナンバを出発し、途中新大阪を中継し、翌朝（２３日）６：３０に現地到着。
その日は思い切り遊び、夜の２２：００現地を再び出発し、翌朝（２４日）に大阪ナンバに帰ってくるという企画だ。

 会社の若手にこの話をすると、どう考えても１０代から２０代前半の遊びですよ、と言われ一笑された。
 確かに、小学生の疲れを知らない元気なこどもたちにはいいだろう。
しかし６０を超えた私には少々きつい。
まして、２４日の朝に帰ってすぐにその日は出社し仕事・・・。
ジェットコースターはやめたほうがいいと、みんなから釘をさされていた。

 往きのバスから盛り上がり、騒ぐこと騒ぐこと。
 静かになったかなと思いきや、小休憩のドライブインに立ち寄るやいなや活動しだす。
これから２４時間みんなエネルギーもつのかな。

 朝６：３０にディズニー到着。
しかしすでに列ができていてたくさんの人。
さすがに春休み。

 「今日は人が多いので、８：００に開門します」
 係りの人のその声の響きが良かった。
 「総監、ダッシュでスプラッシュマウンティン行きますよ。走れます？」と、ユウサイ。
 「あほ、本気で走ったらお前より早いぞ？」、と、私。
アキレスを伸ばし、ひそかに屈伸運動をし備えた。

ダッシュ！
 ５０メーター程であきらめた。
やっぱり無理！
 ６０歳超えにはきつい。
でもわたしにも意地が・・・。
しかしダメなものはダメ。

そこから延々１３時間。
スプラッシュマウンティンとスペースマウンティンは２回ずつ。
カート（名前は忘れた）は４回か５回。
 分からないぐらい乗るか！

 途中、はぐれたり、ＩＰｏｄ touchをなくした騒動があったり。
しかし楽しい一日を過ごすことができた。
 （楽しいと思えるということは、まだまだ私にも元気さが残っているとひとり無理やり納得する？）

 １４期生のみんな、これで本当に最後だよ。
でも中学生になっても、遊びに来いよ。
 待ってるぜ！

Last Apaches at Tokyo Disney Land.


