
 

2006.11.14<BR> 

今日も関東に出張でした。楽しみは富士山が綺麗に見えそうなときは何となくﾜｸﾜｸしてしまうことです。３列側に座

ると反対側ですので残念なんですけど、それでも今日は綺麗でした。ﾕｷを７合目くらいまでかぶっている富士山がと

てもバランスが良いと思います。ちょうどコブのあたりまである時ですね。ちょうど今日はドンピシャリでした。２列側の人

は皆じっと引き寄せられるように山を見ています。そして何事もなかったように又本や書類に目を落としたり、じっと目

をつぶったりします。見ないですぎる人は殆どいません。愛されている山なんだと感じます。<BR> 

<BR> 

2006.11.10<BR> 

今日も出張で広島から帰ってきました。やはり遠いですね。そして次第に体に応えるようになってきています。<BR> 

先日,11/3 に私の長男が結婚をしました。今ではあまりやらなくなったのでしょうか？形どおりの結婚式と披露宴でし

た。お金もかかるし、そんなことしなくても身内だけでやれば良いんじゃないのという声もありますし、それでも良いんだ

ろうとも思います。しかし、いまではやはりやった方が良かったんじゃないかな・と思っています。お金をかけてやれと言う

のではありませんよ、決してそんなことはないのです。友人に頼んでパーティ形式でも良いです。会費制でやっても良

いですし、何とでもなるでしょう。ただそういった形式をやらなくなっていることに不安と危惧をします。人の繋がりやケジ

メ、自分の心の中での決断や他人への意思表示など色んなことが込められているのがセレモニーだと思うのです。い

みじくも息子のスピーチにはそういったことが盛り込まれていました。今の子供なんでしょうか・・すでに入籍は 2 月にす

ませ生活もしています。結婚生活をしていながら、結婚式の準備を進め、企画・構成など本当に長い時間をかけて

やっていました。彼は言いました。「私の中では、結婚生活はしているのだけれども中途半端な意識であったが、今

日の式・披露宴でやっと決断ができた気がする。気持ちに区切りがついた気がする」と。<BR> 

私は、彼が人前でちゃんとしたスピーチをしたのを初めて聞きました。そして、私は自分の言葉で素直に語ることがで

きるようになった息子を初めて認めることができました。<BR> 

私にとっても、彼との本当にある意味では永別・巣立ちなのだと言うことを思い知らされた瞬間でもありました。そう思

うと、自然に涙が出ました。男側に取っては花嫁を迎えこれ以上の喜びはないと言われると思います。しかし私はそ

れ以上に、本当に子供が旅立ったのだという安堵感と同時に寂寥感を思い知らされとような気がしています。それか

ら一週間しかまだ経っていないのですけど何といえばいいのか・・とてつもなく長い時間と疲労感がやってきたようなそ

んな感じなのです。<BR> 

<BR> 

2006.11.9<BR> 

ご無沙汰をしてしまいました。次第にテニスモードから仕事モードに変わっていっているようで、ちょっと出張などが多く

なっています。師走が近づいてきたのを感じます。10 月の終わりに吹田クラブ主催のｽｰﾊﾟｰｼﾆｱｶｯﾌﾟが開催されま

した。第２回ですが、各地から集まった名ﾌﾟﾚｰﾔｰ達が素晴らしいﾌﾟﾚｰを発揮していました。どの試合も殆どがﾌｧｲ

ﾅﾙｹﾞｰﾑでどこが勝つか分からない・・本当に内容のある試合でした。ｼﾆｱ50では谷尾・杉野／安達・直原が決勝

となり、素晴らしい試合を展開されました。私も予選ﾘｰｸﾞで安達・直原組と 3-2 までﾘｰﾄﾞしながら逆転されました。

ﾌｧｲﾅﾙも 8-6 と一時は大きなﾘｰﾄﾞを 6-6 まで追いついたのですけど、やはりそこからの力が違いました。最後はｻｲﾄﾞ

を抜かれて終わりました。ﾐｽを一瞬でも期待してはいけない。強い人は決める球はﾐｽしないものだ。頭では理解し



ていたのに心の隙間が埋められていませんでした。そんなに甘いものではないよと。決勝の試合を見てそう思いました。

まだまだ安達さんには勝てない。それくらい大きな力の差があると。直さんにも昨年負けましたが、今年もやはり追い

ついていませんでした。ただﾌｧｲﾅﾙまでやっといけました。もう少しの差を何としても埋めるべく日々練習しましょう。

<BR> 

<BR> 

何かを極めるのは難しいことなんでしょうけど、自分はこれを与えられ、これがとても素晴らしい世界なのでやり遂げて

みたいと・・最近やっと思うようになりました。でも、とても欲張りなので今でもあれもしたいこれもしたいという欲求は後

を絶たないのですけど。高橋真梨子はとても好きな歌手の一人なんですけど、彼女が「まだまだ未熟なんで何とか

少しでも歌えるようになりたいと思ってやってます」と言ってました。「みんなは上手いと言ってくれる。でも、自分じゃこう

したいのにできていないというのが歯がゆくもどかしいんです。せめて、少しでも１年終わったときに上手くなったかなと

思えたら良いんだけど」と。彼女が日本で一番うまいとも思いませんし、声が誰よりも良いということもありません。でも

ね、彼女が歌うから見てしまう、聞いてしまうというのはあると思うんです。それがトータルで彼女は日本の歌手の中で

素晴らしいと言われる所以だと思うのです。僕たちは人というものがどんなに完成されていくかを楽しんでいる。ﾌﾟﾛの

世界で勝てば良いんだというスポーツマンもいます。それを支持する人もいます。世の中には、真実は一つでもありま

せんし、間違っているなんて誰にも言えないでしょう。だから、何を信じているのか、何をやり遂げることができるのかが

問題なのです。迷いの動物が人間ですし、間違うのも人間です。だからこそ面白い。そして、自己修復もするのが人

間なのです。<BR> 

<BR> 

2006.10.16<BR> 

新潟から帰ってきました。今年は自分にとっては不完全な結果となりましたが、幸いにもペアの小早川さんは藤井さ

んと組みミックスで優勝をしてくれました。ざっと見ただけでも小早川・藤井は負ける要素がなかったと思います。しっか

りしたストロークと確実なネットプレー、二人ともが守りもできれば攻撃もできる。まず負けないなと朝は思ったものでし

た。その点だけは自分の目をしっかりしているなと思ったものでした。来年はミックスも小早川・藤井に勝つという目標

を持って参加したいと思います。<BR> 

さて、本選の方はというと、１回戦は気迫負けしては行けないと向かっても行き準備もしていました。しかし、万全で

勝てたのが逆に油断になったのかも知れません。１日目は残れるだろう・・となんの根拠もない安心感に浸っていたの

では無いかと反省します。無難に返していけばいい。１球目からそんな入りでした。その時僕が言えば良かったのです。

何だ今の球は！と。自分も行かなければ！！と思う気持ちばかりで出られません。躊躇して何本目かに出ると抜か

れました。しかし流れはなかなか変えられません。何もしないままに終わったという感じです。勇気がなければコートの

真ん中にも立てず後追いになってしまいます。あの日の私は前衛として失格でした。もちろん連覇することを目標にこ

の一年やってきました。歴代のチャンピオンでそれを思わなかった人はいないでしょう。しかし、統計を見ても解るので

すけど、前年度優勝者で、その年のベスト４に入ったペアはどのクラスでも本当に数えるほどしかいないのです。その

人達は本当に強くて上手い人たちです。みんなが知っている人たちです。そういうペアの一つに入れたらと思ったのは

束の間の夢でした。負けた後ではいろいろ考えます。<BR> 

しかし僕の前には幸運な偶然というのがいつもやってきてくれます。敗者審判で私が正審をやった試合・西日本チャ

ンプの森脇・松本組と相手はどう見ても年配のペア：前衛 八木澤さん（茨城）でした。④－２にもなれば良いだろう



と思ったその試合・・八木澤ペアは④－２で逆に勝利しました。後衛のストロークも決して派手ではないですけど、ロ

ブでつなぎ逆クロスには外に切れる球を有効に打っていきます。八木澤さんはスルスルとコート中央に立って大体は

誘ってるのでしょうけど、大胆にクロスを時々出てとります。いつも取っているような感覚に襲われる前衛です。レシー

ブもフォアバック共に切れの良い深い糸を引くようなボールが返ります。何といえばいいのでしょう。威圧感のあるレシ

ーブというのでしょうか・・大阪では一般の時、木曽選手とか宇高選手、毛利選手がそんなレシーブをしていました。

一番始めに見たのは小橋選手・横江選手の東京インドアでの決勝だと記憶をしています。忘れかけていた大切な

ものを思い出した・・そんな感じです。僕は思わず試合終了後に失礼とは思いながら「素晴らしいですね！」と話しか

けていました。八木澤さんは「もう年寄りだよ、６３だもの、良いテニスはできないよ。」と言われたのですけど、どうして

どうしてあの無駄のない素晴らしいテニスをどうしたら続けられるのか、僕はもう大会の行方よりそのことの方が気にな

ってしまいました。次の日から彼の試合を追っかけてしっかりと目に焼き付けました。次の日は、我々に勝った大和田

ペアです。しかしここも④－２で勝利！！見事ベスト８に入りました。次の試合は静岡のペアでここが優勝するかと

思われました。１回戦で松浦・榎本ペアに勝ったペアです。ここには完敗かと思いましたが、やはり見事なポジション

取りと素晴らしいハイボレーやバックボレーでムードは一時傾きかけました。しかし、やはり力で押し切られてしまいまし

た。<BR> 

ただ、６３歳になってもまだ５０歳の部でベスト４をねらえる力は素晴らしいものです。いつかは茨城を訪れ、極意を伝

授して頂きたいと思うものです。もしも勝っていればおそらくこの人の存在に気が付かなかったでしょう。負けたことは悔

しいけれどもそれよりも素晴らしい贈り物が僕にはやってきたと思うものです。<BR> 

<BR> 

<BR> 

2006.10.9<BR> 

昨日は岡山で、今日は八尾で試合がありました。私事での試合なら調整は比較的上手くいっているといえます。サ

ービスの具合、レシーブのタイミング、ラケットの慣れなどまあ納得できるくらいにはできるようになったかというところです。

残念ながら、勝利にまでは結びつきませんでした。後一歩の集中力はやはり試合にならなければ出ないようです。そ

れができるようにしなければやはりチャンピオンとは言えないでしょう。２人で勝つという最後の課題を来週は 

達成したいと思うものです。<BR> 

さて、我がクラブの話に戻すと、昨日の大阪府加盟団体選手権は男女ともに 3位でした。ｸﾗﾌﾞ員の充実を感じると

同時に、自分の手を離れてクラブも息づいて来ているなと言う実感をします。若き指導者達の努力が今も実りをつ

け始めていると思うものです。これからは次の世代を見いだしていくように少しずつしていけばいいと思うのですけど。

<BR> 

<BR> 

2006.10.5<BR> 

明日から岡山に行き試合に出て最後の調整をします。新開選手とも今年は多くの試合に出ましたが、岡山では良

い試合になるでしょうか？次週は新潟の全日本です。今年は去年ほどの試合の準備はできていません。１年間を

通じて試合の準備をしたというところです？意識をすると言うことはやはり凡人だから仕方がないのでしょうね。しかし、

乗り越えようと思います。誰でもが経験できることではありません。あえてそれは一生に一度やってきたチャンスでもあ

るのです。思えば一瞬一瞬の積み重ねが人生で、一期一会は日々これこの瞬間が二度とはないのです。しかし、



日常の時間は何も考えることなく流されます。特定の時間・・それは過去を振り返る瞬間にこそ時間は大切なんだと

なんか思ってみたりするのです。なんでも悔い無きようやれたら人生は果たして幸せなんでしょうか・・あるいは・・と思

います。後悔することが多い分、たまたま達成された少ない経験が人生を豊にするのでは無いでしょうかね・・・と。

<BR> 

<BR> 

<BR> 

2006.9.28<BR> 

明日は私の会社が創立８０周年で特別休暇となりました。一部の方々は海外旅行に団体で出かけています。今

年は少しばかり行事が重なり、出かけることは控えました。それよりも少し休養をして、10 月に備えたいと思っていま

す。<BR> 

<BR> 

2006.9.17<BR> 

９月も半ばを過ぎました。１０月に全日本ｼﾆｱの大会がやってきます。この１年間は早くもあり、長くもあり、いろいろ

なことのあった感慨深い１年でした。そして新たなテニスをやることの難しさを感じた期間でもありました。一つは、コン

ディションの調整・特に全ての大会に万全ではあり得ないということです。仕事があり、やりくりの中ではかえって考える

方が難しいですね。２つ目は試合がとても難しくなってしまったこと。特に全試合が全ポイントがマッチポイントのような

緊迫感がいつもあることです。以前のように自分のペースを保ちながら準決あたりから力を出せるようにしよう・・という

余裕を与えてもらえない・・その受けられるだけの力がないのは分かっていたことなのですけど。これは、ペアの小早川

さんも同じと思います。以前よりもよりよいテニスをしよう・少なくともさすがは全日本チャンピオン・といわれる恥ずかしく

ない試合をしようと考えたと思います。それは彼のクラブの人たちが、彼は随分変わった・取り組み方が以前にも増し

て厳しくなったと口を揃えていうのです。それだけ努力をするのです。しかし結果はやっただけ付いてくるものではありま

せん。今は色んなことに悩んでいると思うのです。しかしそれも試練ではあるでしょう。よりよいテニスを目指すために、

我慢の時期も要るのでしょう。これから１ヶ月間僕は最後の調整に入ります。この一年間にあったことを思い起こして

新潟では全力をペアとして出せるようにしようと思います。シニアの皆さん、再会を楽しみにしております。<BR> 

<BR> 

2006.9.6<BR> 

そろそろ秋の大会が始まります。次の日曜日は鳥取で久松ｸﾗﾌﾞ杯が開催されます。いろいろな思い出のある長い

大会ですが、鳥取の梨が一日中味わえる素晴らしい大会です。今年は徳島の新開さんと組みます。今年は彼と

多くの大会に出ました。ﾌｧｲﾄあふれるプレーと屈託のない笑顔、テニスに情熱を注いでいる姿はどこか懐かしさを感

じてしまうものです。僕は彼といけるところまで試してみたいと思うものです。先週の日曜日は吹田クラブで練習をさせ

て頂きました。今年は松浦選手が殆ど完全に復活したなという印象です。配球や勝負所で打っていく強気の姿勢

はかつて成年時代に無敵といわれた頃を思い出します。組んでみるとどことなく小早川選手と似たところへ打つなと

いう錯覚がありました。それくらい彼は調子が上向いているのでしょう。鳥取では野崎・田中組がいます。大阪からは

谷尾・杉野 松浦・榎本 その他強豪がひしめき合う大会になりそうです。頑張りましょう！！<BR> 

<BR> 

2006.8.26<BR> 



今朝、スポーツ系の番組(cable)ですが、モーグルの上村愛子選手が出ていました。その中で彼女がモーグルに出

会い、なにを求めてモーグルをやっているか？などを話していました。見ている人には分からないものもあるんだなと思

うことでした。トリノで優勝したジェニファー・ハイルは比較的単純な滑りを追求し、いわばミスをしないことを心がけたも

のであり、上村の滑りはあくまで追求型のものだということは分かりませんでした。好きな人なら当たり前の知識しかな

いのでしょうが、私にはそうではありませんでした。今回の冬季オリンピックで彼女はコークスクリュー720 を決めて５位

に入り、荒川選手以外では最高位だったのかも知れません。5 位だったのは大技で時間のロスがあったためといわれ

ています。オリンピックに勝つことだけが素晴らしいことではありませんが、勝負事は結果を問われるものです。言われ

てみれば、モーグルの技はどんどん高度になり体力のない女子にはあのコブを猛スピードで走り抜け、合間に２回の

ジャンプを行い、バランスを崩さずタイムを競うのは至難のことでしょう。しかし彼女は、次々に大技を取り入れしかも

攻めていきます！と意志を出しています。・・私はジェニファー・ハイルのように板を横には使いたくないし、あくまでも攻

めを基本にやっていくのが上村愛子のモーグルと思っています・・と。更に、私は色んな人に助けてもらった、今もそうで

す・スポンサーを初めとしてその支援は莫大です。私は何かをお返ししなければならない、今は結果を出すことです

が・・とも。彼女が次のオリンピックで迎える年齢は３０歳です。１８歳で長野で滑ってから４回目を目指します。体力

の限界に挑戦、そして技術の壁に挑戦、何よりも４年間を耐え抜く努力の継続に期待しながら、４年後の彼女を

見たいと今は思います。<BR> 

木々が大きくなると初めてすごいなと思います。しかし、支える根がバランスを保てる程度に大きく広く地中に伸びて

いることは恐らくは殆ど分からないのでしょう。<BR> 

時々プロジェクトＸのようにクローズアップされた選手の言葉を聞く機会があります。なるほどと思うと同時に、共通して

いえるのは彼らは畏れを知っているということです。しかし何かのきっかけでその呪縛を解いています。それが何なの

か・・・？それはどうやら人によって違うようです。<BR> 

ただ我々は、達観とか開眼とか超越とかで表現します。<BR> 

<BR> 

2006.8.24<BR> 

夏が行こうとしていますが、まだまだ亜熱帯化した日本は太陽の優勢勝ちが続きます。夏の甲子園野球の結果を

皆さんどう受け止めましたか？高校野球だけが大きく取り上げられる風潮を僕は実はあまり好きではありません。同

じように何かを追求している高校生はたくさんいますし、自分がそもそも野球をやっていないから・・ということもあるでし

ょう。半分しらけた目で見ていたことも事実です。今まで、本気で高校野球を見たことはありませんし、垣間見る試

合は、ﾌﾟﾛのそれと比べればひ弱な技術と精神力、体力にしか見えませんでした。毎年多くの試合があり、熱投と言

われたものでもかなり作られた部分があることは歴然としていました。いわば、見るに堪えるだけの勝負があったとは言

いがたい内容であったと思います。反論もあるでしょうしそれはあくまでも僕の感受性の問題であり、一般の人たちが

感じているものとは違うかも知れません。<BR> 

 しかしながら、今回の決勝は本当に素晴らしいものがあり、先ほど言った心・技・体を全て兼ね備えた好ゲームで

あったと思うものです。感動がありました。一瞬にして野球を知らない人でも足を止め、見入ってしまったのでは無い

のでしょうか？これが勝負事なのだと思います。本当の全身全霊をあげてのぶつかり合いは、そのエネルギーで人の

心に揺さぶりかけてくるものです。 彼らは素晴らしい瞬間を得ました。２日間に渉り、一生の中で２度と遭遇できる

か分からない瞬間を手にしたのです。彼らには神の降臨があり、あのグランドにいた数十人には大いなる時間のプレ



ゼントがあったはずです。どちらかのチームが一方的に素晴らしいことはこれまでも見ましたし、それはあり得ることです。

しかし、決勝まで来た２チームがそれだけの対峙できうる力を兼ね備えていることはよほどの奇跡でもありますし、運

命でもあります。<BR> 

<BR> 

2006.8.13<BR> 

盆休みに入っても暑い日が続きます。高速道路は大渋滞。いつもの年はそんなに混んでいたかな？という感じです。

<BR> 

<BR> 

2006.8.9<BR> 

夏はいつも大好きなのですけど、とても孤独だなぁと感じてしまう季節でもあります。とりわけ最近の暑さときたら半端

じゃあないですね。先週は岡山まで墓参り、というより墓掃除に帰りました。草が伸び放題になっている庵は人の手

が必要なのだと訴えています。しかし５人の大人が２日かかって草を刈り、周囲の木や竹藪を片づけると、ああ人が

暮らしているんだという実感が湧きます。お墓は子供の頃は怖いものでした。でも何故か今はそうではありません。人

が人として確かに生きたという印なのですね。いずれは忘れ去られるのがそれもまた定めですが。<BR> 

<BR> 

2006.8.4<BR> 

暑い日々が続きますが、今年は雨が長かったせいか大地が冷えているようで夜でもクーラーをつけて寝ることがありま

せん。暑がりの僕には喜ばしい限りです。先週の日曜日は本協会の松川君とかなちゃんの結婚式があり、２次会も

大盛り上がりでしたね。かなちゃんも中学を出て高校にソフトテニス部がないことから通い始めてはや・・年、めでたく

彼氏もGET、良い人生を・・と祈っています。二人は子供の頃から道を隔てただけのご近所の距離にもかかわらず全

く知らず、タッチなんかと違ったまたドラマを感じますね・・こんなことってあるんだと。しかし当協会は若い夫婦が多いの

でまあ、熱かったことです。<BR> 

<BR> 

３日前から高校生の最大イベントのインターハイが大阪の北村で行われています。ここに津山の原希（はら のぞみ）

ちゃんが出場しました。ノンちゃんは津山の高宮選手の一般・成年時代のペアの原さんの娘です。親子揃ってインタ

ーハイに出たとは素晴らしいですね。また、彼女は６回戦って best１６になりました。皇后杯出場です、すごいですね。

初めてあったのはまだ小学校３年生でした。ラケットの長さの方が大きいような頃でしたが、それでもキリッとした目で

ボールに食らいついてました。可愛らしいジュニアのユニフォームを着て得意そうでした。小学６年生の頃、春の合宿

で「ノンちゃんラリーしょうか？」と言ったところホントに「このおっさんに勝っちゃるけん！！」という気迫で打ってきたのを

覚えてます。でもミス無く５０本くらい続いてこれは楽しみだなぁと思ってました。小学校時代に高校生とやって負けて

大声出して泣いたそうです。勝てるのに負けた・・と、悔しくて。すごいですね、負けてしょうがないやと思わないのは。

高校は就実か山陽女子か迷ったようですけど、山陽女子に魅力があったのでしょう。その春の合宿で、ラリーして下

さいとノンちゃんに言われましたが、身長も 165cm くらいあり見違えてしまいました。今はきっともっと大きいのでしょう。

その時のラリーのことは今も覚えてます。長い手足から繰り出されるボールは重いのです。まだまだ荒削りでしたが、将

来を予感させるものでした。今度会ったらラリーをしてもらいましょう。どれくらいの力になっているのか楽しみです。

<BR> 



ノンちゃんの最後のラリーをしたとき、かつて僕が見た中で最も力があると感じていた片岡（ツル）という選手がいました

が、その子の打球の速さと言うよりラケットを振る振りの速さとノンちゃんの振りの速さが同じだったと感じました。ツルを

見たとき、この子を教えればインターハイは夢でないと感じたものと同じでした。それも１球の糸を引くような打球は今

も目に焼き付いています。ノンちゃんはこれからもっともっと強くなる。きっとこれからの方が伸びると思います。良い指

導者に巡り会って、伸ばしてやって欲しいと願っています。<BR> 

<BR> 

2006.7.26<BR> 

長かった梅雨もどうやら開けたようです。湿度が下がりましたが、想像以上の暑さです。亜熱帯化した日本は一体ど

うなるのでしょうね。先週の日曜日、中学校大会が開催されました。毎年この大会がいつまであるんだろうなと・・さえ

思ってしまいます。それほど中学校のスポーツ離れは激しく、特にソフトテニスは消えゆきつつあります。３０年で 1/3

に減りました。継続するのはもはや難しいのでしょうか？ただ、昨年何校かに行ってみると、みんな上手くなりたい気

持ちは一杯なんです。でも見本がなければ上手くならないのです。それは当たり前のことです。指導は大切ですね。

そして、顔を出しておけば中学生達は気軽に声をかけてくれます。これも大切なことなのでしょう。知り合いの子達が

いれば応援してやり、声をかけただけで話が通じます。テニスはとてもいいつながりを生み出してくれます。なんとかﾃﾆ

ｽが好きでいて欲しい。そんなつもりでまた中学校を回ってみましょう。<BR> 

<BR> 

2006.7.17<BR> 

なんか突然虚脱感に襲われたり、今自分は何してるんだろうかと不安感がやってくることがあります。安部公房の

「顔」には自分を定義できるものがなくなったとき人は自分をなにで認めてもらえるんだろうか・・？という疑問が問いか

けられています。自分が生きている世界で人は溶け合って生きていけますけど、それが無くなってしまったとき自分の

存在は一体何なんでしょうね。今テニスをやめたら・・と思うのです。それは何かの始まりであるに違いないのですけど、

人は先のことが分からないためにどうしても今から抜け出せません。<BR> 

<BR> 

昨日津山に行ってきました。7/13 がやってきたのです。暑い日でした。彼の息子は日に日に似てきます。ラリーをして

見ると殆どうり二つと言って良いほどのフォームとボールの飛び方をします。サーブの威力はまだ少ないですけど、きっと

近いものを持っていると思います。日本最速、最破壊力といえる彼のサーブを再現できるのはやはり志房しかいない

のだと思っています。僕の目に焼き付いているあのサーブを、僕の肩越しに入ってくるあの風を切る快感を、彼の肩か

ら生み出してもらいたいのです。自分でやろうと何度も試みました。人よりはサーブは自信があります。しかし彼にはと

うてい及びません。何段階も上で達観したサーブだと思っています。初速から終速まで同じ速さを保ち、かつ入射角

と反射角の同じソフトテニスのサービスを打つ人がいますか？しかもダブルファーストで確率が 70%以上あるなんてこ

とはきっともう出てこないんじゃないかと・・。少なくとも僕はいろんな大会に参加していますけど、彼ほどのサーブを打て

る人には未だかつて一人も出会ったことがありません。無難を避けて、究極まで達することを最終目標とした彼の完

成品だったと思うのです。<BR> 

なにもあんなに打たなくて８割くらいの力でテニスをすればもっと勝てるんじゃないのか・・？と何度もいわれました。彼

のいないところで何度も聞かされました。でも僕は思うのです。テニスも自己表現です。彼は 100本打って 100本入

れることを目標にしていた、それだけは自分が表現できる唯一のプレーなのです。<BR> 



かつて、ファーストが入らずダブルフォールトも 2 本くらいやっていたとき、「はいらんけん、セカンド下からうとうか・・？」と

言ってきたときがあります。「なに馬鹿なこと言うかい！お前が常々言ってることはそんなんじゃないじゃろ!? 綺麗なテ

ニスじゃなくてこれが高宮・高原のテニスってのをやると、それが俺らの存在感だよな！」というと、あの愛くるしい顔がニ

コッと笑って「おうそうじゃ、そうじゃ、ワシの一番良いプレーはダブルファーストじゃ！それ取ったらただの田舎テニスマン

じゃもんなぁ。でもダブルかもしれんぞ。ええか？」と言うので、「勝つも負けるも納得してやれば問題ないよ」 「よっし

ゃー、行くぞ！」てな感じでコートの中では良くやってましたね。テニスは遊びであると同時に勝負事、そしてまたパフォ

ーマンスの場であります。できればその３つを同時に満足できるのが僕の目標です。高原のプレーは分からんな？とか

なにもあんな裏面を使わなくても・・とかあんなに腰高で良く打てるな？とかいろいろ言われます。でも良いのです。僕

の掲げている目標と、それを達成するための基準がそういった意見で次第に固まりつつあります。今は大分言われな

くなりました。でももっといろいろ言って頂きたいと思います。よりよくより高い目標を定めてテニスがもっと楽しくなるため

にです。そして僕らしいテニスはいつか完成させたいです。<BR> 

<BR> 

まだまだ息子は自分の力に自信が無く暗中模索です。でもきっと良い選手になるんじゃないでしょうか？<BR> 

昨日、いろいろ話をしましたが、亡くなる前にこう言われたそうです。「お前は、やれば出来ると俺は思う。人間は出

来るときに精一杯やれ、とことんやれ。ワシはもう出来ない体になってしまった。できなくなって初めて分かることがある。

でもそれでは遅いんじゃ。」と。彼は、全てをやりきったのでしょうか？いえきっとそうでは無いでしょう。先のことは誰にも

分かりません。彼の中の真実を 7/13 には思い出して、また明日への糧にしようと思います。<BR> 

<BR> 

2006.7.9<BR> 

西日本シニアから１週間経って、昨日の八尾の練習・今日の吹田の練習は人数が少なかったですね。吹田は、今

日は総体予選ということで参加が少ないのはやむを得ないかとも思いますが。でも、全日本に向けて課題を克服し

ようと思えば、やはり今からやらねば遅いでしょう。谷尾さんが来ていました。やはり、先日の敗戦がｼｮｯｸだったようで

す。今年は大会で４本以上に入ったのがほとんどなく、体力・気力の衰えが端で見て解るほど感じられます。それは

仕事の多忙さから来るものも大きいでしょう。しかし、勝負事はそんなことは聞いてくれません。目が見えなくなっても・

手を骨折してもその試合で負けたら負けなのです。言い訳をするならテニスの試合など出ないことです。完璧な調子

で仕上がりで大会に出ている人など殆どいないでしょうから。<BR> 

彼と久しぶりに話をしましたが、今自分の出来ていないことや過去との比較・これからどうすればいいかを話せました。

昔の谷尾が戻ってきたと思います。それをお互いに話し、そしてもう一段上のテニスを目指したいのです。僕たちは、

テニスのことを愛しています。ですからどこまでこのテニスが魅力あるモノかを見届けたいのです。引き出してみたいので

す。<BR> 

谷尾選手はこの練習を続けていけば、おそらく今度の全日本では第１本命として出てくると思っています。僕も彼に

負けないようこれから調整をしていくつもりです。<BR> 

<BR> 

2006.7.5<BR> 

今日は朝から騒然としました。北朝鮮がミサイルを発射したというのです。朝の食事の時には３発でしたが、昼休み

には７発に増えていました。何を考えているのか分からないのが意図だと思いますが。ボーっとしながら見ていたので良



くわからないですね。<BR> 

宮崎から帰ってきましたが、結果は自分にとってはとても苦しいものでした。準備をしていったわりには割り切れず試

合が終わってしまいました。たった６回か７回試合をするだけのことなのですが、その回数に到達するには甘いんだなぁ

と言わざるを得ません。まだまだ修行が足りませんね。まあ、いつも勝てるわけではありませんし、それほどの力はない

のだと痛切に感じています。それにしても鵜尾・中川さんは強いです。今回もｼﾆｱ 55 で 2 位でした。本当に Best4

を落ちたのはほとんどないのでしょうね。完全なる名選手・名ﾍﾟｱとはこういう人たちのことなのでしょう。<BR> 

今回、八尾からは４組が出場、余田・松尾組ｼﾆｱ 70で 3位、高橋・東山組ｼﾆｱ 50でＢｅｓｔ８と健闘でした。特に

高橋・東山ペアは初日の第１戦、ファイナル 2-6 を挽回しての勝利、素晴らしかったですね。また、best8 掛けの兵

庫・友藤・前川ペアとの戦いは一昨年の全日本 3位を彷彿させるものでした。特に東山選手の大胆なプレーはひと

きわ目を引きました。元々ｾﾝｽは抜群なだけにどこでブレイクするかが問題なだけでした。彼は今回高橋選手の出

来にかかわらずプレーをやりきりました。今までは後衛の球の勢いによって自分が大きく左右されていました。しかし今

回、彼は自らのポジションで相手と渡り合える感覚を得たと確信しました。もちろん後衛が打てることは大切です。し

かし、そうでないときでも自分でテニスを楽しむことが出来るという境地になってくれたと思うのです。これからは本当に

怖い存在になると確信しています。<BR> 

僕と彼とは 25 歳の時から本当に雨の日も風の日も八尾のコートで練習をしたものです。雪がちらつく中で、誰も練

習に来ないコートの番をして２人だけでラリーやボレー練習をしたものでした。センスの素晴らしい彼に追いつくにはは

練習量と考え方の飛躍・セオリーの習得とありとあらゆることを僕はやりました。しかし、彼の悠々としたテニスにはなか

なか到達できません。なんだか、しかし考え方はよく似ていてテニスも右と左の違いですが切磋琢磨してここまで来た

んじゃないかと思うのです。成績も彼と順番に良かったり悪かったりです。そしていつもどちらかがサポートをしています。

彼の言うことなら素直に聞ける、そして彼もそのようにしてくれています。それはきっと長年の信頼関係なんだろうと思

います。<BR> 

後衛の高橋選手と共にこれからもお互い刺激しあっていい関係でいろんなところにいい旅をしたいと思っているもので

す。<BR> 

八尾は昔から前衛の倉庫です。宝庫といいたいのですけど、ちょっと恥ずかしい。でも、今のシニア・成年を見て頂け

れば本当にいいセンスの人たちが多いのです。そして、決して昔からエリートではありません。テニスが好きで長く続け

て一歩ずつ階段を上がってきたそんな仲間ばかりです。そういう意味では後衛もそんな人が多いのです。成年・シニ

アになったらぜひ一度八尾の選手と組んでみてください。良いことがあると思います。<BR> 

<BR> 

総体中河内予選が同じ日に三の瀬コートでありました。結果を聞くと男女とも予選通過で素晴らしいことでした。

昨年の女子は雪辱が出来ました。男子は冷や冷やものだったとか？でも頑張ってくれました。皆さんに感謝いたしま

す。今年は頑張って本選も勝ちたいね。その為にはいい抽選をしなければ！！<BR> 

これが一番・・・難しい・・<BR> 

<BR> 

2006.6.29<BR> 

明日、宮崎に行きます。西日本シニアはいつも雨の大会です。今日まで梅雨の中休みと言われてました。確かに晴

れてました。ということは、明日から雨なのでしょうか？今までわりと強運で雨には殆ど邪魔されてません。西日本の



大会も、中止となったのは数えるほどです。昨年だって、雨が降ると言いながら結局鳥取でさえ大丈夫でした。さて、

大雨にならなければいいのですけどね。<BR> 

<BR> 

2006.6.25<BR> 

昨日、懐かしい顔が見られた武田薬品のコートを後にしました。これでおそらくあの風景を見ることはもう２度とないの

でしょう。旅だったのだと思うことにします。巣立ちが遅かったのですけど、環境破壊もあることです。鳥たちには何も抵

抗はできません。でもどこかで生きるところを探さなくてはならないのです。<BR> 

今日は雨が降っています。来週もまだ梅雨明けはやってきません。雨が心配なことです。せっかく宮崎まで行くのです

から、せめてできるところまでやりたいものです。<BR> 

昨日は午前中、奈良で合同練習をしました。課題を持って取り組んだこの１ヶ月、来週はそれを出すことができるよ

う頑張ります。勝つことを目標に練習をしますが、決していつも練習試合に勝つことは大切ではないと思っています。

技術も心の弱さも強さも試されるのが本番の試合です。ポイントでレシーブが回ってきたとき、勝ってるとき、負けてる

ときでの心の持ち方は違うでしょう。負けてる時、自分やペアを不安に追い込んで、それでも逆転するにはどうすれば

いいか・・極端にいえばそんな状況をつくってみるのも練習の内だと思います。3-1 でマッチポイントになった。その時何

気なく返して逆転を食らった経験は誰にでもあるでしょう。打ちそこなって前衛の目の前にボールが上がりもうダメだと

思った瞬間、相手前衛がスマッシュミスしたとか空振りしたとか・・それから流れが変わり勝てた経験もおそらく一度くら

いあるでしょう。そういったとき、絶対に１本で完璧に手抜きをしないで取りきる練習をしていますか？そういったことを

やるのが練習試合でしょう。だから、勝ち負けではないそれ以上のものがあると思ってます。いやいや、練習全試合

勝てば良いんじゃないの、一生懸命やってれば絶対そうなるし、と言う人もいるでしょう。それでも良いと思います。要

はその人がその場面で何を感じて何を自分のものにしようとして練習しているかだと思うのです。漫然とやらないことで

はないでしょうか？良く若い人に言うのです。自分のレベルで遊ばないようにした方が良いよと。上手な人が楽しんで

やると、上手そうに見えますが、実はそれから先の感動を得られない。昨日も、武田薬品に若い人たちがやってきて

ました。高校を出たてのそのレベルから見ると上手い部類でしょうか？でも練習、試合をしているときの彼らの目の輝

きや体の使い方、問題意識の持ち方、色んなことを観察すると、彼らがこれ以上上手くなるとは思えないのです。そ

れは僕たちから言われなくても自分たちが分かってくれないといけない。テニスの本質を分かって欲しいと思うのです。

僕も究極の真実は見えてませんし、分かってません。そこがテニスの難しさですし楽しさであろうと思っています。

<BR> 

孤高であれと思います。そうすればやはり同志は集まるもので、遊びだけの仲間から、１段先の素晴らしい仲間達が

得られるのだと私は経験から知りました。しかし、勇気を出して自分の中で殻を破り狭い世界を飛び出して、何かを

求め続けなくては得られないことも真実です。挫折も行き詰まりも肉体的故障もあります。しかし、求めよさらば与え

られんです。<BR> 

<BR> 

2006.6.24<BR> 

明日、一つの時代が終わります。時の流れはあるものだとつくづく感じるのは、やはり自分も旅人の一人だと思うとき

でしょう。武田薬品の守谷さん、東さんのお世話になってもう 15 年以上の歳月が経ちました。十三の駅から５分ほ

どのところにあるこの紳士の会社は、快く外部の我々を迎え入れて練習をさせて頂くことに何のこだわりもなく受け入



れて下さいました。社員の方達よりも多くのテニスマン達がこのコートに集い腕を競ったものでした。私が入れて頂いた

頃は一般男女・成年・シニアを代表する名選手達が毎回顔を合わせていたものでした。彼らは当たり前のようにボ

ールを打ち、難なく苦しい球を凌ぎ、我慢し前衛も焦らずチャンスを待ちます。ピンと張りつめた空気がコートを支配

し見ているだけで楽しくなったものでした。最初に入れて頂いてから３ヶ月、誰と組んでも、誰とやっても１勝もできなか

ったのを覚えています。つまり、僕と組んだ人が負けたのです。それは、自分がそのテニスの中について行けていない・

へたっぴいであることに他なりません。でも、何故か楽しかったのです。くそっ！と思う本来の負けず嫌いがそこに行くこ

とをやめさせませんでした。そんなんでよく行ったね・・と友人はいいます。落ち込んで普通はやめるじゃないか・・と。で

もそれは自分がうまいと思っている人だからでしょう。実績が少しでもあった人なら、そんなことも思うでしょうが、持たな

いものの強みでしたね。やっと、自分の思うところが見つかった・ここで負けなくなればどこでも通用するだろうと、思った

のでした。<BR> 

その、武田薬品のコートでの練習が明日で終わります。本当は、６月中なのですが、月末に西日本シニアがあるの

で明日が最後となります。コートにお別れを言いに行こうと思います。今年は沢ノ町が閉鎖になり、武田薬品のコー

トが閉鎖になりと時代が変わっていくことを痛切に感じています。<BR> 

<BR> 

2006.6.18<BR> 

先ほど、箕面より帰りました。残念ながら八尾市はリーグ内で堺市に 1-⑤で負けて２位。西宮市には⑤－1 で勝っ

たのですけどね。リーグ２位どおしの交流戦で宝塚市と⑤-1 で勝ちなんとか勝ち越したというところです。今日はメン

バーが集まらないということで、45歳の部の後衛で参加しました。頭を切り換えて後衛をやると割り切ると意外とボー

ルもつながるもんです。ただ、やはり堺の畑野・百々組には勝ち切れませんでしたね。ただ、攻めていく姿勢は必要な

んだとつくづく思ったものでした。前衛が真剣に後衛をやってみる・・これも必要なことなのかも知れません。<BR> 

<BR> 

2006.6.17<BR> 

明日は箕面市のシニア団体戦です。シニアの試合も各地で開催されます。また、ミックスも多くなっています。それだ

け長く続けている人たちの目標をつくり、楽しくまた勝負にも燃えることができるという意味では、団体戦は素晴らしい

考えですね。僕たちを取り巻く環境の変化を柔軟に受け止めて、こういった催しを開催され、継続されているた箕面

クラブには感謝と拍手ですねぇ。<BR> 

最近箕面クラブの活躍はめざましいですね。中上さん(45)、榎本さん(50?)、福谷さん(55)、田治・西田組(65)な

どが常に上位で大阪を引っ張ってます。昔から、何となく箕面さんとは八尾は仲良くさせて頂いていますが、ムードメ

ーカーの山森さんの力も大きいのでしょうね。まとまっているなという感じと、いい勢いだなというムードが伝わってきます。

我々も負けないようにいいクラブにしたいと思います。<BR> 

<BR> 

2006.6.16<BR> 

もうすぐ西日本だと思うとワクワクしてきませんか？<BR> 

勝負事は怖いけれども、やはり先への期待という方が大きいなあと思います。<BR> 

<BR> 

2006.6.13<BR> 



昨日は北九州で西日本の前哨戦と位置づけている大会がありました。今年多くの試合に参加している新開さんと

組みやっと優勝することができました。勝負事とは不思議なもんです。大穂・松村組との準決勝戦ではファイナルは

４ポイント先取のルールで 0-3 のマッチ３本取られました。しかし勝ち焦ったのでしょうか、何故か 3 本とも、比較的イ

ージーなボレーがやってきてジュースに追いつきました。だめなのかなぁ・・と一瞬思ったものでした。でもわりと冷静に処

理できたのが勝因ですね。どうしよう・・！？というパニックな感じはなく大切に思いきってというものです。神戸では逆

に絶対と思った決勝でのファイナル 6-3を逃しての敗戦・・それらが生きてるのでしょうか？逆もある、だからこそ色んな

ことを覚えておかなくてはいけない、人の試合も見なくではいけない。人の試合を自分の試合と同化させることで心の

中に疑似原体験を植え付けるのです。悲しいかな、人間はすぐ忘れる動物です。繰り返しやらなければならないの

です。何度も何度も。<BR> 

 決勝は甲斐・蔀組でした。昨年細川さんと組み 4-1 くらいで準決勝で負けています。何とか雪辱をと思い臨みまし

た。1 ゲーム目は様子見をしました。サイドも 1 本抜かれました。受けると苦しいなということで、打っていくことに新開

が変えるといいます。それでいいということで、流れの中で動くことにしました。攻めるならポジションは更に中で押し込

もうと思います。今日の朝の練習では、体は動いています。ただ、レシーブが不安定と感じましたが・・。3 ゲーム目で

蔀さんがちょっと無理をしてくれたこともあって流れがやってきました。ムードがこちらに来てましたので、もう攻めるだけで

した。<BR> 

 本日の教訓は、歴史は繰り返す、忘れまじ！！でしょうか。<BR> 

<BR> 

2006.6.5<BR> 

昨日の日曜日はいいことが多かったです。まず、団体戦で豊中市長杯は久々に 3位でした。この大会は毎年梅雨

時にあり中止も多いのですけど、今年は快晴でした。試合も重なり、メンバーはいつもと違う面々でしたが、話を聞く

とまとまりも良くいいムードで戦えたようです。久々の 3位入賞です。皆さんご苦労様でした。<BR> 

次に、第１回スポーツマスターズ大阪府予選で、35 歳男子の部で松島・御内組が見事代表の座をつかみました。

おめでとうございます。参加組を見てみると、藤尾・矢野組、錦野・村上組と強豪が揃い、決して平坦な勝利では

なかったといえます。その時々に、努力しているものの上には必ず光が差すということはやはり真実でしょう。松島君は

もちろんテニス馬鹿といえるほどの人間ですが、自分を貫いています。広い目で見ることは大切ですが、それだけでな

く、これはやり通すのだという頑固さや信念は必要です。何かを曲げないで、やり通せるからこそ自分のやってきたこと

に自信が持てるのではないですか？少しやってはすぐに方向を変えたり止めたりすることは長い時間が経った後に自

分は何をやってきたのだろうか？ということにならないのでしょうか。不器用でいい、ちょっとは変な奴だなと思われるくら

いの方がいい結果が出るような気がしています。御内新指導部長も結果が出て良かったと思います。ペアがいなくて

クサッタ時もあったでしょう、慣れない役職についてとまどったこともあるでしょう。嫌なことを言わなくてはならないときも

ありますし、陰口が聞こえることもあります。しかし、それらを乗り越えたときに何かがやってくるのではないですか？何

かをやってみるとわかりますが、全員に不満を持たれないでやることは団体ではあり得ません。もちろん努力は必要で

すけど、全て、舵取りを任されている操縦士の意のままです。自分がどうしたいか？何が一番良いことなんだろうかを

考えると答えは出てくるんじゃないですか。<BR> 

これから数ヶ月、背負っているものももう少し大きくなりますね。でもそれが更に飛躍させてくれるのだと信じています。

そして、それができる人であるとも。<BR> 



<BR> 

2006.5.28<BR> 

今日は、マスターズの話題でちょっと花が咲いてましたが、シニアの人たちが誰もその詳細について知らないというのも

変な話です。どこでやるのか、いつなのかさえも殆どの人が知りません。大きな変革があったということで連盟はもっと

詳しく連絡をするべきなのではないでしょうか？シニアや成年を大切に思わないのに、シニアや成年に行く末を任せよ

うとする・・・こんな矛盾はもうたくさんだという気がしています。国体からシニアを閉め出し、成年を閉め出し、競技ス

ポーツとしてトップアスリートのベストの競技とする。成年以降はレクリエーションとして発展させていく・・・それがスポレ

クでありねんりんピックであり、今回のマスターズなのでしょうか？それにしては１００年の計もない、ソフトテニスのビジョ

ンさえも感じられないです。韓国が台湾がダブル前衛（攻撃型並行陣）をやれば、にわかにトップ選手にやらせてみる。

それが世界をリードする日本のソフトテニス界の現状でしょうか？ジュニアの育成をすると言っても、現にジュニアを大

切に育ててきた地方はたくさんあります。鳥取、岡山、大阪、石川、和歌山・・その他多くのジュニアをいち早く成長

させてきたところが今、日本をリードしてきています。現在なら、岡山の倉敷ジュニアから就実中学・高校の流れは代

表的なものでしょう。競技者育成プログラムって？指導者が子供を本当に育てたいと思うなら、自分は競技者とし

てはまずやれません。そんなに甘いものではないからです。私たちの八尾庭協（八尾市ソフトテニス協会のの通称）で

も、毎年何度となくジュニアや中学校高校の育成と教育をやろうと持ち上がります。細々とではありますが、中学校

の巡回指導や大会の開催、高校生（研修）大会の開催などや、試みに協会員の子どもたちの教室をやってみたり

します。しかし、我々の多くは競技者として自分の技術を上げるべく練習や試合がしたい者たちなのです。そこで。ど

うしても一歩を踏み出せないのです。ジュニアの教室をやってしまえばその為に自分たちは大半をそこに注ぎ込みます。

自分中心から、子供中心の練習メニューにそってほぼボランティアに徹しなければうまくいきません。それだけの覚悟を

一体誰に求めようとしているのでしょうか？中途半端な覚悟では全て失敗します。その結果は目に見えていると言っ

ても過言ではありません。<BR> 

<BR> 

2006.5.27<BR> 

11月に台湾で第１７回アジアシニアソフトテニス選手権大会が開催されます。２年に一度開催され、各国持ち回り

のようです。前年度のシニア各クラスのチャンピオンがまず第１候補として推薦されるようです。私たちも、昨年の実績

から推薦を頂き有り難いことだと感謝していますが、残念ながら今回辞退することにしました。理由は簡単で、私の

息子の慶事にあたりとてもすっぽかすわけに行かない・・ということなのです。一生に一度いけるかどうか分からないチャ

ンスを潰してしまい、小早川さんには申し訳なく思いますが、お許し頂くことができました。また目標ができました。次

回のチャンスを得られるよう努力できるということです。関係者の方にはご迷惑をおかけし申し訳なく思います。この場

をお借りし、お詫び申し上げます。<BR> 

<BR> 

 このこととは直接は関係ありませんが、少しだけ私が持っているスポーツに疑問点などを書いてみたいと思います。

世界中のスポーツ関係者にもいいたいことです。ソフトテニス連盟だけではありません。今、シニアの活動に対してど

れだけの理解と活動がなされているのでしょうか？支援とサポートがなされているのでしょうか？ソフトテニスをやってい

て、確かに若くて力の最もある選手達の頂点を極める全日本選手権は幅広く支援をし、またオリンピックを目指して

普及広報を世界に向けて発信していることは最近の様子からも見て取れます。若年層の育成にも、競技者育成



プログラムを作りトップスリートを養成するという競技中心の指針は分かります。でもそれだけでいいのでしょうか？ソフ

トテニスに携わり、特に私は八尾市ソフトテニス協会で八尾市の体育連盟の組織として動くとなると、競技選手だ

けではなく幅広い見方が必要になります。<BR> 

 今や、ソフトテニスはシニアを中心とした一つの流れ、もう一つは家庭婦人を中心とした流れ、広い意味ではシニア

の範疇でしょうが、そういったものを無視できない状況にあると思うのです。しかし、日本ソフトテニス連盟はシニアの

大会に関しては殆ど関心がないというか、組織を作る意志がないと私には思われます。しかしながら、昨年の全日

本シニアでも冒頭挨拶で「皆さん方シニアは後進の指導と育成に御尽力頂きたく・・・」とかなり当たり前のような発

言が飛び出します。<BR> 

シニアの組織をまとめようとしている方々がどの都道府県にもいらっしゃいます。まとまりの良さ、悪さはあるでしょうが、

まだ、緒に就いたところでしょうか？これから我々は、全くソフトテニス連盟と離れた位置で活動をするのではなく、い

かに連携を保ちながらソフトテニスの生涯教育をやっていくかを、また競技人生を送っていくかを真剣に考えるときが

やってきているのではないでしょうか？<BR> 

<BR> 

先ほどの話に戻ります、アジアシニアソフトテニス選手権は日本シニアソフトテニス協議会という組織の主催です。こ

の組織は日本ソフトテニス連盟とは違うものでしょうか？ソフトテニス連盟の国際情報のページに副会長 西村信

寛さんが米国在住黄氏のレポートで「米国に住んでいる日、韓、台系のシニアソフトテニス経験者のために私は米

国シニアソフトテニス協会を創立した。2002年池田会長（日本シニア協議会）の招聘で、米国は初めて第15回ア

ジアシニアソフトテニス選手権大会に出場した。」という一文がありますが、日本には日本シニアソフトテニス連盟とい

うのは無いですね。日本シニアソフトテニス協議会という位置づけがいうのがソフトテニス競技者には全く知らされてい

ないようですけど、どういった活動をしてどうなっているのかを知りたいと思っています。<BR> 

そのあたりから色んなことがはっきりとするのではないのでしょうか？<BR> 

<BR> 

<BR> 

2006.5.26<BR> 

あっという間に５月も終わろうとしています。今年の５月は日照時間が少なくて、記録的なものだそうで平年の１／２

くらいしか太陽と向き合っていないのです。しかしながら僕はとても紫外線に敏感で、どんどんメラミン色素が定着して

ゆきます。先日は会社で、煉瓦色だの、コーヒー缶の色と同じだの・・いわれています。客からも、先日拝見したとき

よりもやや、黒くなった・・・などといわれる始末。健康的な小麦色ならいいのですけど５０過ぎた土色ではかえって汚

いのでしょうか？アウトドアのスポーツはこれからはますますやりにくいのでは無いでしょうか？海流の影響か、北令西

暑の気象がここ数年は続くとの予想、さらに夏の気温は 30-40℃を行ったり来たり。子供の頃は、30℃を超えたら

家を出るな、出るときは必ず帽子着用、でないとくるくるぱあになる・・と脅かされたもんです。しかし思い起こせばはっ

きりとした夏でした。7/20 前後に梅雨明けがあります。ある日突然に、湿度が下がりからりと顔が乾きを感じます。そ

して、急激にセミが激しく鳴くのです。朝起きたとたん「夏だ！」と感じた潔さ。ラジオ体操に出かけた朝は、いつも朝

霧がかかり、草は夜露を一杯葉先にに蓄え、ぽたりとその雫を大地に返します。野道をかけるとその風の爽やかさに

思わず立ち止まってしまいます。プールの無かった子供の頃は、川が遊び場でした。魚の取り方を覚え、深みに潜る

スリルを覚え、急激に冷たい流れにあたっては「ヤバイ」と感じます。冷たい川の水では、１時間も泳ぐと唇は紫色に



なり、鳥肌が立ちます。その頃は疲れて、早く帰って昼寝をしようと思ったものでした。午後には決まって夕立がありま

す。ものすごい早さで湧き上がる入道雲、上がりながら稲妻を発するときもあります。やがてあっという間にそらを覆い

尽くし、なま暖かい風が吹くと、急激に大粒の雨の球が殴りつけるように、まるで天からぶつけているかのように激しく

大地を叩くのです。５分以内に大地は池となり、その頃は世界は雷のものです。無力な人間はただ、家の中でじっと

しているだけです。<BR> 

 季節は正直で、立秋となるとすでに風で秋を感じます。お盆を過ぎればもはや水に入る子供はいません。セミもカ

ナカナ、ヒグラシに代わり、やがて秋が訪れるのです。日暮れが早く、遊んでいるとあっという間に星空となり、冷た

い！と感じながら家路を急ぎます。昔は秋も長かったように思います。今は本当に冬と夏しかないような、そんな気が

しています。<BR> 


