
　2人の子供達に負けじと53歳
から始めたアイスホッケーも、既
に 1 年が過ぎました。一旦始め
れば、とことんやりきるまでは
気が済まない性格なのでしょう。
そろそろやめようかと何度か思
いつつも、ふと練習し続けてい
る自分がいました。45歳から
始めたマラソンもレースを 20
回完走するまで、7 年間走り続
けました。「わかっちゃいるけど、
やめられない」、そんな思いに
かられた氷上の格闘技は、まだ
始まったばかりだったのです。

実年アイスホッケーは怪我がつきもの

　この歳でアイスホッケーを始
めてまず気がつくことは、これ
まで使ったことのない筋肉を酷
使するため、体中のあちらこち
らに違和感を覚え、想定外の怪
我が多発することです。マラソ
ンとウェイトトレーニングで鍛
えあげられた脚力と持久力、そ
してテニスで培われた腕力には
多少なりとも自信はありました。
しかし、それは単なる妄想にし
かすぎませんでした。まず股関
節回り、つまり内股周辺の筋肉
が大変引っ張られやすい競技の
ため、すぐに痛めて肉離れを起
こしてしまいました。しかもそ
こは一度怪我をすると治るのに
時間がかかり、再発しやすい為、
幾度となく苦しめられました。
次に腕の故障が頻繁に生じま
した。シュートをする際に欠か
せない、スティックの下側を支
える右腕の前腕筋を痛め、1 か
月程スティックを振れなくなっ
てしまったのです。テニスをし
ていても、右腕だけは怪我した
ことがなかっただけに、油断が
あったようです。それが治った

かと思うと、今度はスティック
の根元を持つ左腕の腕橈骨筋を
痛めて腱鞘炎のようになり、手
首を外側に曲げられず、テーピ
ングで固定するはめに陥りまし
た。あげくの果ては、仕事でパソ
コンのキーボードを打つ時にも
痛みを覚えるようになり、これ
には閉口してしまいました。最
悪は自らの不注意で、スケートに
関係なく足首の骨を家具の角に
ぶつけたことです。何とこの打
撲傷により、スケート靴を履くと
足首が固いスケート靴の内側に
あたり、とても痛むようになり
ました。その上、練習からの転倒
による腰の痣も消えることなく、
正に体はポンコツ車のように、
がたがたになっていることを感
じずにはいられませんでした。
　自分なりの結論は簡単です。
53歳から始めるアイスホッケー
は、リハビリと筋トレが不可欠
です。怪我をした箇所は入念に
時間をかけて治療し、痛みがほ
ぼ無くなるまでゆっくりと養生
し、ストレッチをしながら回復
を待ち、回復後はウェイトトレー
ニングでリハビリです。また、
打撲傷や痣等の痛みがある周辺
にはパッド等をあてがい、衝撃
からくる痛みを和らげます。ス
ケート靴の中にも、足の痛みを
覚える箇所には骨があたらない
ようにパッドを工夫しながら挿
入します。そして体の痛い個所
にはテーピングを心がけ、でき
るだけ週 1 回程度の練習は極力
休まないように努力したのです。
試行錯誤を繰り返しながらもこ
うして半年程すると、やっと体
がホッケー向きに改善されてき
たのでしょう。怪我の再発する
頻度が徐々に低くなり、左腕の
痛み以外はさほど感じなくなり
ました。

アイスタイムは裏切らない

　実年からの参戦ということで、
とにかく経験が決定的に不足し
ていることから、どうしたら短
期間で上手に滑れるようになる
かと悩むことも多く、夢にまで
ホッケーをしている姿を見るよ
うになりました。解決方法はた
だ一つ。そのヒントはマラソン
ランナーとして著名な野口みず
き選手の言葉にありました。彼
女の語った言葉の中に「走った

距離は裏切らない」という有名
な格言があります。アイスホッ
ケーも「アイスタイムは裏切ら
ない」、つまり如何にして氷上の
時間を多くとり、スケートをす
るかということが、スケートの
上達と自信につながります。
　日本では、そのアイスタイム
を見つけるのに一苦労します。
東京と成田を行き来する筆者は、
時折、通勤途中にある稲毛のア
クアリンク千葉や高田馬場シチ
ズン、そして明治神宮スケート
場で練習をしています。また西
武線沿線の東大和では、時折カ
ジュアル・ホッケーといって、
ホッケープレーヤーが防具をつ
けて自由に練習をするプログラ
ムがあります。そのスケジュー
ルを伺っては、それしか練習す
る時はないと割り切り、積極的
に参加するようにしています。
果たして仕事と子育てに追われ
る 53 歳の初心者が、そこまで
一生賢明にやる意味があるか等、
考える猶予もないまま、振り返
ればとにかく上手になりたいと
いう一心で練習を続けていたの
です。

上達する為に打破しなければならぬ壁

　氷上の格闘技に参加する為に
は、幾つかの難しいハードルが
あることが、1 年間の練習を通
してわかってきました。まずは
日本のアイスホッケー事情を理
解し、夜更かしをしなければ練
習ができないという現実を覚悟
することです。スケート場が少
ないこともあり、大人のチーム
練習は得てして夜 10 時以降に
行われることが多く、夜半過ぎ
に開催されることも少なくあり
ません。規則正しい生活が絶対、
という方には乗り越えることが
難しい大きな壁です。しかも夜
更かしをすると、翌日の仕事に
大きく響くという現実問題が残
ります。最近では稲毛マリナー
ズの練習に参加したことがあり
ますが、夜11時45分に始まり、
それから1時間半の練習を1時
15分に終え、家にすぐに帰って
も夜中の 2 時を回り、それから
シャワー、寝る準備をすると早
朝の3 時です。その3 時間後、
6 時に起きて会社に出社すると
いうことは苦痛であり、余程ホッ
ケーが好きでなければ乗り越え

られない壁です。しかしランナー
ズハイと同様に、夜でも一旦氷
に乗ればホッケーハイになる面
白さを体験すると、つらいこと
も我慢できるようになります。
　次の壁は、痛みを恐れないと
いうことです。アイスホッケーは
リンク上での転倒はもとより、
プレーヤー同士の衝突、フェンス
への激突など、肉体への衝撃が
とかく多いスポーツです。その
上、プレー中の怪我も多く、体
に痛みが走ることが少なくあり
ません。つい先日の練習試合で
もチームの仲間が転倒して肩を
脱臼し、そのまま病院へ緊急搬
送となりました。多少の危険が
あっても、その楽しさのあまり、
体の痛みなどものともしない前
向きな心の姿勢が不可欠です。
　第3の壁からは技術的な課
題で、まず確実に止まることを
マスターする必要があります。
ところが急ブレーキは初心者に
とって大変難しいことなのです。
上手なプレーヤーを見ていると、
スケートが「シャー！」と氷を削
り、気持ち良い音をたてて止ま
ります。ところが初心者の止ま
り方は、ガッガッと氷をひっか
くようになりがちで、いざ止ま
ろうと思っても躊躇してバラン
スを崩すため、転びやすいので
す。この壁を乗り越える為には、
とにかく止まる練習を繰り返し
続けるしかありません。
　次の壁は、パックをスティック
でコントロールしながら、更に
周囲を見渡さなければならない
という壁です。初心者は、スケー
ティングそのものが不安定なだ
けでなく、パックコントロール
も上手にできないため、必至に
氷上のパックを追いかけるだけ
になりがちです。だからどうし
ても周囲に目を配ることができ
ず、しかも頻繁にパックを見失
い、慌ててしまう為にバランス
を崩し、味方にパスを出すこと
は愚か、自爆して転んでしまう
ことも少なくありません。筆者
も「今日こそは回りを見ながら
プレー！」と自分にゲキを飛ばし
ても、いざ滑り始めると下ばか
り見て、めくらパスを何度も繰
り返していました。
　5 番目の壁は、後方滑走を恐
れないことです。アイススケート
には前方と後方滑走が伴い、初
心者にとっては、この後方滑走
が最大の難関の一つとなります。
フィギュアスケートの選手はい
とも簡単に後方滑走をしてター
ンを繰り返す為、その姿をテレ

ビで見慣れていると、それがど
れ程難しく、また怖いことであ
るかを理解しづらいかもしれま
せん。何しろ頭の後ろに目がつ
いている訳ではなく、左右を一
瞬見届けながら、直感を活かし
て滑りまくるのです。これは初
心者にとっては恐怖です。しか
も後述する通り、後方滑走にお
いてもスケート靴を斜めに思い
きり倒して「アウトエッジ」で
ターンしなければならないので
す。前進のターンさえ難しいの
に、後進もターンする訳ですか
ら、誰しもこの壁につまずき、
進歩が頭打ちとなりがちです。
　6 番目のハードルは筆者に
とっても難関となった「アウト
エッジの壁」です。アイススケー
トの基本はエッジコントロール
です。スケートの刃には２つの
角があり、足の内側となる「イ
ンエッジ」と、外側の「アウト
エッジ」があります。普通にス
ケート場でレンタルするような
スケート靴は、アウトとインの
間が平らになっているのですが、
競技用のスケート靴は「エッジ」
を研いで、アウトとインの両側
を立たせます。この鋭いエッジ
があるからこそ、急激なターン
でも氷を削りながらくるりと回
ることができるのです。そのエッ
ジコントロールを内側、外側、両
方でコントロールしながらスケー
トをするのですが、これが実に
難しい！
　人間は誰も本能的に足の内側、
体の芯に向かって体重をかけま
すから、どうしても自然にスケー
トがインエッジになります。そ
れを体の外側に体重を移動して
逆側に向かってターンする訳で
すから、転倒しないかという恐
怖が伴います。1 年近くアウト
エッジの壁を克服できないまま
悩んでいたある日、コーチから
立ったままアウトエッジで氷を
えぐることを練習するように教
わりました。いとも簡単なヒン
トではありましたが、「これがア
ウトエッジの感覚だ！」というこ
とを体験すると、この壁を乗り
越えることができます。

自信を持つことが成功の秘訣

　アイスホッケーの最大の難関、
第 7 番目の壁は「自信」です。
この１年間、複数のアメリカ人
コーチと話をする機会に恵まれ
ました。そして、プレーヤーが
成長する為に一番大事なことは
何ですかと聞くと、一応に同じ
返事が返ってくるのです。それ
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文化の違いから考察する優れたプレーヤーの育成術とは

東アジア史を塗り替えたイスラエル民族大移動の潮流

53歳から始めるアイスホッケー Part.Ⅱ

NCJ109日本とユダヤの
ハーモニーから続く

文化の違いから考察する優れたプレーヤーの育成術とは

米国 Avon Old Farm 高校にて
次男の誠也と練習する筆者

　　次頁に続く



は、自分は絶対に「できる！」と
いう自信をもってプレーすると
いうことです。アメリカのコー
チは確かに煩い程、選手を怒鳴
りちらすことがありますが、励
ますことも決して忘れず、一旦試
合になると、「You can do it!」、
絶対にできる、「GO for IT!」、
それ行け！とゲキを飛ばしてプ
レーヤーを勇気づけます。大勢
に励まされながら、プレーヤー
はそれまで練習してきた成果を、
試合でも自信を持ってプレーす
ることが大事なのです。
　ところが日本では自分のプ
レーに「自信」を持てないプレー
ヤーが多いようです。ジュニア
プレーヤーを例にとれば、コー
チからは叱られ続け、親から
は「なぜ、そんなことができな
いの！」と、怒鳴られてばかり。
だから試合になると緊張して自
分のプレーに自信を持つことが
でず、本来の力を発揮すること
ができないのでしょう。筆者に
とっても「自信喪失」は大変悩
ましい壁となっています。自分
一人で練習している時は、かな
り高度な技術が伴うプレーをこ
なすことができても、いざ、チー
ム加わって一緒にプレーをし始
めると、体が固まって、「ビビっ
て」しまうのです。ごく当たり
前のことが出来なくなるという
ことは、正に自信喪失の問題と
言えます。つまるところ、ゲー
ム展開が極めて速いアイスホッ
ケーで成功する秘訣は、素早い
判断力と勇気、そしてその時点
における最高のプレーを「自信」
を持ってやり遂げることに尽き
ます。
　その為に必要不可欠な自信は、
どうやって培うことができるの
でしょうか。子供を例にとれば、
良くできた時には、「おー、す
ごいね、こんなにできるんだ！」
と褒めちぎると、成長が早いと
最近では良く語られるようにな
りました。理屈ではわかるもの
の、いざ、親の立場になると、
どうしても子供を叱ることに徹

してしまいがちです。そして「何
故できない！」、「何できちんと
やらない？」、と否定的な発言
に終始してしまうのです。その
結果、ジュニアプレーヤーは自
信を持つことができずに、「ま
た失敗してしまうかな？」、「ま
た転ぶかな？」と考えるだけで
不安心理が高まり、本番になる
と緊張してしまうのです。その
ような不安を払拭する為にも、
ジュニアプレーヤーにとって、
励ましの言葉は重要です。同様
に、大人のプレーヤーにとって
も自信を持つことは大切であり、
ひたすら前向きに取り組みなが
ら、確信に満ちたプレーができ
るようになるまで、練習を続け
るしかありません。つまり、ア
イスホッケーの最大の敵は、自
分自身に他ならないのです。

ホッケー文化が異なる米国諸事情

　ラブストーリー（ある愛の詩）
という映画が 1970 年、世界中
で大ヒットし、日本でも多くの
方がその映画を見て、涙を流し
ました。ハーバード大学でアイ
スホッケーをプレーする富豪の
息子と、ハーバード大学関連の
女子大に通う庶民的なガールフ
レンドとの恋愛物語です。その
映画を見てから 40 年以上経っ
た今、やっとその映画の背景に
描写されていたアイスホッケー
の意味がわかってきました。実
はアメリカでは、一流大学へ入
学する諸条件の一つとして、ア
イスホッケー歴が重要視され、
進学の為のツールとして用いら
れていたのです。
　アイスホッケーは元来カナダ
の国技であり、アメリカでは
ニューイングランドと呼ばれる
米国東北部の地域を中心に、お
よそ北側の寒い地域で活発にプ
レーされています。実はこのス
ポーツこそ、米国社会において、
人種的には白人同士が楽しむこ
とのできる最後の聖域となる冬
の人気スポーツなのです。確か
にプロのアイスホッケーの試合

を見ても、有色人種の姿を殆ど
見かけることはなく、稀にアジ
ア系のプレーヤーが登場するに
すぎません。ましてや黒人のプ
レーヤーは皆無であり、未だに
筆者は一度も見かけたことがあ
りません。意図的にそういう仕
組みになっているかどうかは別
として、白人の上流社会の中で
育まれ、エリートコースを歩
みながら、アイスホッケーにも
優れた才能を発揮することが、
トップレベルの大学に行き、社
会的に成功する早道となってい
たのです。
　アイスホッケーが上達する為
には前述した通り、とにかく
アイスタイムを増やすことが不
可欠です。また優秀なコーチに
つき、しかも強いチームのメン
バーとなって、一緒に練習する
必要があります。その為アメリ
カでは、子供が幼い頃から親は
一生懸命になって地元のスケー
ト場に子供を車で送り迎えして、
プロのコーチからプライベート
レッスンを受けさせます。レッ
スン代は１時間 70 ドルが今日
の相場。そして地元チームに入
部させて練習の回数を増やし
ます。チームの数も多く、選択
肢が豊富であることから、家か
らの距離やコーチの質、子供の
キャラクターに合ったチームを
選び、とにかく子供達がアイス
ホッケーを好きになるように
仕向けます。そして分厚いジュ
ニアの選手層の中で、全員が
AAA, A, B, Cと4段階のプレー
ヤーにランク付けされるため、
何とか一つでも上位のランクに
認定されるよう、頑張って練習
に励むのです。
　そして小学校を卒業する時点
で経済的な余裕があるならば、
子供達をハリーポッターが通っ
ていたような全寮制の学校に送
りこみます。このような学校は
ボーディング・スクールと呼ば
れ、アメリカでは特にニューイ
ングランドの地域に複数存在し
ます。これらの寮制度を提供す

る学校の殆どは、生徒の大半が
寮に入りますが、地元から通う
生徒もいるという、ハイブリッ
ドの形をとっています。そして
ミドル・スクールと呼ばれる中
学校の場合、日本の小学校 5 ～
6 年生のレベル、つまり11 歳
前後から入学して、寮生となる
ことができるのも特筆すべきこ
とです。
　これらの私立校には著名な政
治家や財閥の子供たちが入学す
ることが多く、ケネディー家や
ブッシュ大統領自身は勿論、最
近ではオバマ大統領のお嬢様も
コネチカット州の某有名女子校
に在籍しているようです。由緒
ある格式の高い学校に対しては、
卒業生からの寄付金も半端では
なく、その経済力を用いて夢の
ような設備を整えたキャンパス
を誇示する学校が少なくありま
せん。そしてキャンパス内にス
ケート場を独自に保有する学校
も多く、ニューイングランド地
域のボーディング・スクールで
は、特に高校のレベルではス
ケート場はなくてはならない存
在です。つまり学校内にスケー
ト場がないと、有能な学生を集
めることができないと考えられ
ているのです。また、スケート
場を保有しない中学校でも、必
ず近くの私立高校、もしくは私
営、公営のスケート場と提携し
て、学生たちが定期的に練習で
きるようにしています。こうし
てアメリカでは、スケート場を
保有するボーディング・スクー
ルを中心に学校同士のリーグが
組まれ、若手の成長を育んでい
ます。幼いころからプロコーチ
に鍛えられ、地元ジュニアリー
グで頻繁に試合を重ねてきた彼
らは、中学校からボーディング・
スクールに入学し、常にチーム
の仲間と一緒にスケート場のそ
ばで生活しながら、レベルの高
いリーグでプレーを続けること
により、優れたプレーヤーに成
長し続けるのです。
　更に、親子が一緒になってア

イスホッケーにのめり込む理
由は、単にスポーツとして好ま
れているだけでなく、優秀なプ
レーヤーとしてチームキャプテ
ンを務めたりすることにより、
ハーバードやプリンストン大学
等のアイビーリーグと呼ばれる
米国の超エリート大学に進学し
たり、奨学金を得る為の重要な
要素となることがわかっている
からです。アメリカの大学で
は日本のような受験というもの
がなく、SAT と呼ばれる全国
テストのスコアと学校での成績、
そしてスポーツ等での部活にお
ける活躍ぶり等を総合的に評価
する書類審査をもって、入学の
合否が決められます。特にアイ
ビーリーグでは、単に成績が優
れているだけでは入学できな
いことが多いのです。成績が良
いことは当たり前として、その
上にスポーツでも活躍し、チー
ム内ではリーダーシップを発揮
するような人格が求められてい
ます。また、アメリカの学校制
度ではスポーツがシーズン制に
なっている為、秋はフットボー
ル、冬はアイスホッケーかバス
ケットボール、春は野球やラク
ロス等の選択肢があり、単にア
イスホッケーだけでなく、他の
スポーツにも才能を発揮するこ
とが求められます。こうしてエ
リートの学生は、学業は無論、
アイスホッケーで優秀な成績を
収め、その他のスポーツでも活
躍をしてチームのキャプテンと
して名を連ねることにより、著
名大学により容易く進学するこ
とができるようになります。そ
の原動力の一つとして、アイス
ホッケー歴は重要であり、著名
大学へ進むための切り札にもな
ります。

泥臭い雰囲気の漂うアイスホッケー

　白人上流社会のスポーツの象
徴であるアイスホッケーと比
較すると、日本の土壌は大違い
です。ジュニアプレーヤーの人
口は大変少ないだけでなく、進
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〒286-0044千葉県成田市不動ヶ岡1958
TEL：0476-24-5111 FAX：0476-24-5112　

www.furniturehouse.co.jp

送料・お支払い方法・発送時期などについては、お問い合わせください。お客様のご都合によるキャンセル・返品は承っておりません。

至
千
葉

至
香
取国道51号

www.furniturehouse.co.jpwww.furniturehouse.co.jp

￥15,800

リクライニングチェア ガーデン家具

￥12,800

ソフトレザー（PU）
カラー：アイボリー
             ブラック

オットマン付 オットマン付

ソフトレザー　（PU）
カラー：ダークブラウン
            ホワイト

www.furniturehouse.co.jpwww.furniturehouse.co.jp

オットマン付

ソフトレザー　（PU）ー　（PU）ー
カラー：ダークブラウン
            ホワイト

ソフトレザー　（PU）
カラー：ダークブラウン
            ホワイト

￥18,000

オットマン付

ヘッドレストの高さ、
角度も調整可能

オットマン付

ソフトレザー（PU）
カラー：アイボリー
             ブラック

W110×D49×H86ｃｍ
高級チーク無垢、バリ製

￥21,800

￥6,980

6 色
選べる

80550
￥9,800

本牛革
仕様

￥￥6,9806,9806,9806,9806,9806,9806,9806,9806,9806,9806,9806,9806,9806,9806,980

6666色色色
選べる選べる選べる選べる選べる選べる選べる選べる選べる選べる

W38×D17×H202cm 
合成樹脂化粧板、組立式

ビーチ/プラム/
ライトチェリー/メイプル/
ホワイト/コーヒー

360度回転

￥12,800￥12,800￥12,800￥12,800￥12,800￥12,800￥12,800￥12,800 ￥18,000￥18,000￥18,000

世界70ヵ国で愛用されているデンマーク家具 GCT009
￥7,980

GCT010
￥8,980バリ製

￥21,800
GTT031

W100×H75ｃｍ、バリ製W70×H70ｃｍ、バリ製

GTT055

かわいい丸形が人気！ベランダにピッタリ！

折畳式折畳式

折畳式
バリ製折畳式

　

  肘
掛けタイプ

庭の表情が一変する、
存在感のあるガーデンベンチ

掛けけタタ

チークチークチークチークチークチーク
天然木

CD棚

80120

W98×D60×H75cm カラー：コーヒー　
合成樹脂化粧板、組立式

￥9,800

横幅

150cm

横幅

180cmプリンタ

パソコン本体

キーボード
トレイ

CD31枚収納

6 色
選べる

メイプル/ビーチ/ダークウォルナット
ホワイト/ホワイト/プラム/チェリー

W110×D62×H76cm  
組立式  プリント化粧板

デスク上のケーブル
をすっきりまとめる
ことができます。

ソフトレザー（PU）
カラー：カーキ
             ブラック

オットマン付

81204
W150×D75×H73cm、組立式 
カラー：コーヒー、クラシックチェリー

￥11,800 81202
W120.9 ×D75×H73cm、組立式 
カラー：コーヒー、クラシックチェリー

81205
W180×D75-91×H73cm、組立式 
カラー：コーヒー、クラシックチェリー

￥16,800

パソコン本体、プリンタ、
CD、キーボード等周辺
機器を収納可能！

引出しは4段用意され、
収納力も十分。

RC17

￥12,800

￥1,980
COF017COF017

￥2,980
COF105COF105

組立式

腰サポート付き！人気のメッシュチェア！ベストセラーチェア！

COE187COE187
￥14,800

オットマン付で
この価格！

テーブル付

← ←

シンプルなデザインで
書斎に最適！

まだまだ種類豊富にあります！ ￥19,800

RC22

48068

RC15 RC27

GBT021

本革 (裏面 塩ビレザー )
カラー：カーキ、ブラック

￥23,800
RC35BK

￥9,800
質感に優れた本革仕様モデル。
無段階で調整可能なリクライング。
ヘッドレストの高さと角度も微調整
も可能です。

リラックスタイムを演出
映画鑑賞や読書などに最適 !

シンプルなデザインと
高い耐久性が魅力 !
シンプルなデザインと
高い耐久性が魅力 !

世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されているデンマークデンマークデンマークデンマークデンマークデンマークデンマークデンマーク家具家具

シンプルなデザインでシンプルなデザインで

高い耐久性が魅力 !高い耐久性が魅力 !高い耐久性が魅力 !高い耐久性が魅力 !
世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている世界70ヵ国で愛用されている

デンマーク デスク特集デンマーク デスク特集

パソコンデスク

ワークデスク

ワークチェア
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学とも縁がありません。むしろ
受験の妨げになるということ
で、小学校高学年になるとアイ
スホッケーを断念する子供達が
後を絶たない程です。地域的に
も北海道では苫小牧、関東では
日光、中部では長野、甲府にチー
ムが集中し、そこに首都圏のプ
レーヤーが加わる程度です。ま
た、大人のリーグも存在します
が、これも学生時代からプレー
している人達を中心に、大人に
なってからアイスホッケーを始
めた人が加わって練習を楽しむ
程度です。プロリーグも財政難
から廃止される方向にあり、ア
イスホッケー人口の層は、中々
厚くなりません。ましてやアイ
スホッケーを本職として生活す
るコーチは数少なく、ホッケー
だけではなかなか食べていけな
いのです。また女子リーグも有
り、女性プレーヤーが練習して
いる姿を各地のスケート場で見
かけることもありますが、まだ

マイナーな存在です。
　例えこれだけ土壌が違っても、
やはり大切なことは、日本の
プレーヤーの殆どはアイスホッ
ケーが好きでプレーし、人種や
学歴、出世とは全く関係のない
ところで、ありのままのスポー
ツを楽しんでいることです。そ
こには泥臭さも感じられ、庶民
的な集いの側面さえ見受けられ
ます。昔ながらの王子製紙、国
土開発、西武等、基幹産業に付
随するアクの強いイメージが残
る日本のアイスホッケーの歴史
ではありますが、むしろそれが
微笑ましくも思えてきます。ア
イスホッケーを楽しむプレー
ヤーの裾野が底辺に広がること
が、きっと新たなる時代の幕開
けとなるはずです。

フィギュア—スケートから学ぶこと

　スケート場の少ない日本です
が、実はフィギュアスケートに
おいては、そのプレーヤー層は

名実と共に世界一と言っても過
言ではありません。同じスケー
ト場を利用するスポーツであり
ながら、何故、フィギュアスケー
トは世界一を誇り、アイスホッ
ケーのレベルは相対的に大変低
いレベルにあるのでしょうか。
　その鍵は、教育熱心な母親の
存在にあるのではないかと考え
ています。スケートが上手にな
る為には、まず幼児の頃から特
訓を受ける為、親が徹底して関
与しなければなりません。それ
には経済的なゆとりと時間が必
要ですが、今日の日本社会では、
お母さん方がその特権を持って
いる場合が多く、子供を連日の
ようにスケート場に連れて行き、
真横でじっと子供の成長ぶりを
見守るのです。よって、どのス
ケート場も、ここ最近はジュ
ニアのフィギュアスケーターと、
子供達の母親で一杯です。それ
だけの時間と費用を子供にかけ
られる環境にあるからこそ、ス

ケート場が少ない分、早朝から
夜中まで子供達を送り迎えして、
母親がまず一生懸命になるので
す。そのひたむきな母親の存在
こそ、世界トップレベルのスケー
ターを育む秘訣です。
　さてアイスホッケーはという
と、必ずしも母親の存在が重要
視されるとは言い切れないよう
です。アメリカではおよそ女の
子は母親が、男の子は父親がス
ケート場を連れまわしているこ
とが多く、特にアイスホッケー
の場合は、父親が一緒にプレー
する家庭において、優れたジュ
ニアプレーヤーが多く育ってい
ます。アイスホッケーが中々ア
メリカのレベルに近づくことが
できないのは、この父親の存在
感が決定的に欠けているからで
はないかと考えています。つま
るところ、男子のスポーツで今
日活躍している著名なプレー
ヤーの多くは、野球でも、サッ
カーでも、ボクシングでも、幼

い頃から父親が執拗に関与した
からこそ、成功したと言える事
例が少なくありません。
　アイスホッケーも例外ではあ
りません。確かにアメリカ人と
比較すると、肉体的には大きな
差がありますが、サッカーでも、
なでしこジャパンが世界の頂
点に立ったように、アイスホッ
ケーでも敏捷性とチーム力、技
術を活かして世界のレベルに到
達することは決して不可能では
ないはずです。その為にもまず
父親が現状を理解して立ち上
がり、子供達の為に時間を費や
し、子供達に夢を託すことが大
切ではないかと思うこの頃です。
好きこそ物の上手なれ。親子そ
ろってアイスホッケーが大好き
でたまらない、という風潮が漂
い、父親が奮起することこそ、
日本のプレーヤーがアメリカの
レベルに近づく原点であること
を痛感しているこの頃です。

（文：中島尚彦）

-3-

vol.　119

入館料  平　日：   700円
土日祝：1,000円

小学生の入館料：    300円
（大人同伴の入館の場合）

勤務時間/給与応相談。
詳しくは下記までご連絡ください。

☎0476-28-8115

秋刀魚の
塩焼き
秋刀魚の
塩焼き

柿と松茸の天婦羅柿と松茸の天婦羅
1,000 円1,000 円

600円600円

限定
メニュー

合鴨ロースの
特製ソース掛け
合鴨ロースの
特製ソース掛け1,000 円1,000 円

沖縄料理  にらいかない
 千葉県成田市囲護台2-1-5
☎0476-77-9168

 総合評価★★★★☆

　成田市内に沖縄料理店はいくつかある
ものの、ランチが楽しめる店といえば成
田駅西口のにらいかない。大きなガラス
窓のある開放的な店内は、半分以上を
占める座敷席と、テーブル席が3つほど。
ランチメニューは8種類。ラフティ（角
煮）セットはサラダ、小鉢、御飯、味噌
汁、デザート付で700円、自家製手打ち
麺を使った沖縄そばセットはサラダ、デ
ザート付で680円等どれもリーズナブル
で単品料理も充実。迷った結果、にら
いかない御膳1000円をオーダー。会席
膳に乗って海ぶどう、もずく酢、ジー

マーミー豆腐、ラフティ、サラダと刺身
が、そして別皿で小ぶりな油味噌にぎ
りが2個運ばれてきた時には、ちょっと
ボリューム不足かな？と思ったものの、
「時間がたつとしぼんでしまうので、お
早めに」とのアドバイスに従い、海ぶど
うをまず口に運ぶと、プチプチとした食
感とほどよい味付けで思わず微笑んでし
まう。濃厚な味わいのジーマーミー豆腐
やラフティをつまみながら、油味噌にぎ
りを楽しんでいると、沖縄そばが到着。
自家製手打ち麺のモチモチとした食感と、
だしの効いたスープがたまらない。さら
には食後のデザートにサーターアンダー
ギーまでついて、味のバリエーション、
ボリュームともに大満足。
　メニューには、様々な泡盛に加え、な
んと生オリオンビールのジョッキもあり、
ランチだけでなく、夜も訪れてみたい店だ。

成田で堪能する本場沖縄の家庭料理

沖縄料理 にらいかない

73

フィットネスハウス
0476-89-3111

カリフォルニアのおいしい水

“アクアヴィル”アクアヴィアクアヴィ
お手頃な価格でお届します。

トトネネ ウウ

◀ 携帯での
　ご注文はこちら

ウウウスススス
111111

しいしいしい水水

送料420円

 ▼ 携帯で確認

0476-89-1777

野毛平工業団地内

㈱

1,000円ナント!
※直接引き取りに来られる方のみ

野毛平工業団地　（株）サウンドハウス内

㈱ネットハウス
☎0476-89-2333
千葉県成田市新泉14-377
㈱ネットハウス
☎0476-89-2333
千葉県成田市新泉14-3

地
㈱ネットハウス

11,000000円円ナン
※直接引き取りに来られる方のみ

▼ 携帯で確認▼
地内 野毛平工業団地（株）サウンドハウス内

㈱ネットハウス

72㎝72㎝

㎝180㎝㎝69㎝

●幅160×奥行80×高さ72㎝
●幅100×奥行69×高さ72㎝ …etc.

数に限りが
ありますので
お早めに

何にでも使え
る

●●

●●

●●

●●

●●

●●

エービンエービン

JR
成
田
駅

成田Uシティホテル成田Uシティホテル

成田国際高等学校成田国際高等学校

成田警察署成田警察署
西口

中台スポーツ公園中台スポーツ公園

セブンイレブンセブンイレブン

沖縄料理
にらいかない
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我
が
古
里
も
薬
草
の
宝
庫
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　今年も暑い夏でした。夏が暑いのは

当り前。数年前、早朝に受診に来た女性

の患者さんが腹立しげに私に話しかけ

てきました。今朝主人に「今日も朝から

暑いわねぇ」と声をかけたら「当り前だ

夏なんだから」と応えてきたというので

す。「そうだなぁ、ひと雨も降ってくれゝ

ばなぁ」という言葉を期待していた彼

女は憎々しげに私に訴えました。それ

を聞いて、ベッドで横になっていた患

者さんは声をこらえながら笑っていま

した。

　そんな今年の夏も、少しづつ日差し

が伸びて来ました。

　この頃になると故郷での秋を想い出

します。野原や田畑、川で遊んだこと

がなつかしく脳裏を過
よぎ

ります。小さな

竹籠を腰に付けて、山に向います。茸狩

りの出
い で た

立ちです。近くの山は、せいぜい

100 ～ 200 メートルの標高しかありま

せん。雑木林が多く、多種の食用になる

茸が生えます。それ以外に薬草を採取

することができ、中でも“せんぶり”は良

質です。今日、漢方薬局で販売されて

いるせんぶりは、ほとんど畑で栽培され

たものです。せんぶりはリンドウ科に属

します。せんぶりは漢字で千振と記され、

千回振り出しても未だ苦いという意味

から命名されたと伝えられています。別

名は当薬、当
ま さ

に薬であると。秋の開花時

期に全草を採取し、軽く水洗いし陰
か げ ぼ し

乾

する。十分乾燥させた後、密閉容器に

入れて保存します。薬理作用は胆汁の

分泌を促進する。また胃や腸の蠕
ゼ ン ド ウ

動運

動を亢進する。唾液、 液分泌の増加

作用。肝障害抑制作用、血糖値下降作

用。それに意外に知られていないが育

毛作用があります。医療用にも医療部

外薬にも、センブリが処方され、消化器

疾患や整腸薬、育毛剤として広く用い

られています。

　秋の七草には数えられませんが、リン

ドウはセンブリの仲間です。漢方薬名

は竜胆。繰り返しになりますが、やはり

大変な苦味を呈します。竜は中国の想

像上の動物ですが、その胆
きも

の味に似てい

ると譬えたものでしょう。竜肝をリンド

ウと訓読みします。センブリと同時期

に花をつけます。リンドウには種類が多

くチョウセンリンドウ、マンシュウリン

ドウ、エゾリンドウ、トウホクリンドウ、

ホソバリンドウなどの根茎を、やはり水

洗いし良く陰乾にしたものを用います。

今迄に記しましたように、400ml の水

で 25 分ほど煎じ、粕をこして、この汁

を一日 3 分服し、片頭痛、経閉、腰腹

痛に作用します。

一本堂横山鍼灸療院　横
よこやま

山 瑞
ずいしょう

生
1939年、茨城県常陸大宮市生まれ。
大塚敦節氏に漢方を、小川晴通氏に鍼
灸を師事し、東京医療専門学校卒業後
半年で母校の講師となる。中国医学研
究会設立に参画、日中医療普及協会会
長、東京都日中友好協会常任理事等、
日中の友好関係へ尽力。
現在、一本堂横山鍼灸療院院長、東京医科大学にてホリ
スティック医学を講義中。「カラー版鍼灸解剖図」「アレ
ルギーはツボで治る」など著書多数。
診療所：東京都新宿区本塩町10四谷エースビル101
お問合せ：03 - 3359 - 6693

充実の福利厚生！年２回賞与！社会保険完備！他にも色 ！々

国内最大規模の楽器・音響機器販売会社

☎0476-89-1777株式
会社

〒286-0825 千葉県成田市新泉 14-3（野毛平工業団地内）

job@soundhouse.co. jp   （担当：採用係）

フィットネスジム

営業スタッフ営業スタッフ

　 スポーツサークル
ライブステージもあるカフェテリアで
ランチタイムが楽しめます！

カフェテリア
社内にフィットネスマシンを完備 !
最新鋭の設備を無料で使用できます

フットサル、マラソン、テニス等サークルを支援！
お昼休みは卓球で盛り上がってます！

❸ 経理アシスタント
内 容▶経理業務全般、または採用、労務、福利厚生などの人事業務など
資 格▶タイピングスキル必須。実務経験2年以上の方優遇

内 容▶電話・E-mail・fax による注文受付や問合せに対応
正社員▶月給　21万円～

正社員▶月給　21万円～

正社員▶月給　21万円～

正社員▶月給　24万円～

正社員▶月給　24万円～

資 格▶タイピングスキル必須、明るく電話応対・接客が出来る方、経験者優遇

❶ コールセンター受付

募集職種

（正社員・パート）

（正社員・パート）

（正社員・パート）

（正社員・パート）

（正社員）

❹ 海外業務アシスタント
内 容▶E-mail、電話で海外取引先とのやりとり、マニュアル等の翻訳など英語力を活かした仕事
資 格▶ビジネス英語の経験者で、英語のスキルを更に高めたい人歓迎
時 間▶平日 / 8:00～18:00（休憩1H）土曜日 / 8:00～14:00

時 間▶平日 / 9:00～19:00（休憩1H）土曜日 / 11:00～17:00

時 間▶平日 / 9:00～19:00（休憩1H）土曜日 / 11:00～17:00

時 間▶平日 / 9:00～19:00（休憩1H）土曜日 / 11:00～17:00

内 容▶音響機器・楽器の販売、問合せに対応
資 格▶タイピングスキル必須、楽器・音響機器の販売経験・知識のある方

❷ 楽器・音響機器販売

❺ 技術スタッフ

日々成長を続ける安定企業！
求 人 勤務地：成田市（野毛平工業団地内）正社員 パート

内 容▶商品のメンテナンスを中心とした技術力を活かせる仕事
資 格▶オーディオ機器や家電品など弱電機材関連の修理実務経験者優遇
時 間▶平日 / 10:00～20:00（休憩1H）土曜日 / 11:00～17:00

❻ 梱包・ピッキング （パート） 時給1,000円時給1,000円
内 容▶全国へ発送する商品の梱包・ピッキングなどの簡単な軽作業
資 格▶18歳以上、学歴・性別不問、週4日以上勤務
時 間▶平日 / 8:00～17:00（休憩1H）土曜日 / 11:00～17:00

時給1,000円～時給1,000円～❶～❹ パート勤務も歓迎！
9:00～19:00 のうち 6～8時間もOK！ご相談下さい。

ハイグレード社宅 ： 独身・家族用社宅有、ライオンズマンション、家族用一戸建て有！
天然温泉無料優待 ： 温泉リゾート施設「大和の湯」を家族も一緒に無料で利用できます！
充実した社内施設 ： 社内フィットネスジム、医務室など社内施設も充実！
サークル活動支援 ： フットサル、ランニング、テニス等、スポーツサークルを支援
マイカー通勤OK ： 大駐車場完備！自動車や二輪車で通勤OK!
その他特典色々 ： 海外研修ツアー、社内カイロプラクティック有、奨学金制度、無償サプリメント支給、記念日お祝いetc.

全館
禁煙

① 履歴書（写真貼付、自宅 FAXまたは E-mail アドレス（PC）明記）
② 職務経歴書（志願書、自己PR等）

【応募書類】

応募 応募書類を下記までE-mail または郵送にてお送り下さい。
書類選考の上、ご連絡差し上げます。

休 日▶日祝日、隔週土曜日、年末年始休暇、有給休暇 /待 遇▶社保完備、年2回賞与、詳細は右記参照
　　

NCJ編集長 
中島 尚彦
1957年東京生まれ。14歳
で米国に単身テニス留学。
ウォートンビジネススクール
卒業後、ロスアンジェルスに
て不動産デベロッパーとして
起業、米国ビジネス最前線で
活躍する。1990年に帰国後、成田においてサウンドハ
ウスを立ち上げる。現在ハウスホールディングス代表、
日本シティジャーナル編集長を兼務。趣味はギターと
マラソン、アイスホッケー、及び日本古代史研究。

   

編
集
後
記

強くて軽く、コンパクト！
買物、レジャーなんでもOK！
MCK

2,980円2,980円
耐過重
68㎏

重量：3.3kg

耐過重
90㎏

買物、レジャーなんでもOK！買物、レジャーなんでもOK！買物、レジャーなんでもOK！
FF

5,980円5,980円
耐過重
136㎏

※収納時

※収納時
重量：6.5kg

MC2

3,980円3,980円

重量：4.8kg重量：3.3kg重量：3.3kg重量：3.3kg重量：3.3kg重量：3.3kg重量：3.3kg重量：3.3kg重量：3.3kg

0476-89-1111
FAX:0476-89-2222
shop@soundhouse.co.jpE-mail:

ハンドルを折りたたむと同時に
ホイールも格納されコンパクト！
収納場所を選びません。

※バケットは商品に含まれません

キャリーカート
マ グ ナ カ ー ト

キャスター部も
コンパクト収納可

〒286-0825　千葉県成田市新泉14-3

自然災害が続くこの頃です。日本でも大型台風が過
ぎ去ったばかりですが、直後アメリカの東海岸を
訪れると、今度は嵐と洪水に見舞われ、危うく車が
水没しそうになりました。こうした自然災害はいつ
やってくるかわからないものですが、それでも私達
は誰もが自然界によって生かされていることに、感
謝せずにはいられません。今回、続編を書きたい衝
動にかられ、脱線を覚悟でホッケー第２弾を執筆し
ました。父親の存在感が見直される時が来たれり！

せんぶりの花


