
　来る2014年はアイスホッケー
が旬！ソチ・オリンピックでアイ
スホッケー日本女子代表の活躍
が期待される昨今、メディアの注
目を集めています。その前哨戦
となる国際大会「５か国対抗戦」
が 2013 年11月横浜で開催され、
第1戦ではチェコに4－5と惜
敗したものの、第 2 戦では格
上のスロバキアに6－0で圧勝。
第 3 戦目でも世界ランク5 位の
スイスに 2－0で完勝。その雄
姿はテレビのニュースでも大きく
報道され、ますますオリンピック
での活躍が現実味を帯びてきて
います。これまでアイスホッケー
に興味を持つことのなかった方々
も、そのダイナミックなプレーの
醍醐味に、酔いしれる時がきっと
くるに違いありません。　

56歳で痛感する実年ホッケーの壁

　衝撃的な体験を満喫できるア
イスホッケーを52 歳から初め
て、瞬く間に3 年半の年月が過
ぎ去りました。アイスホッケーの
練習は、自分のライフスタイルに
大きな影響を及ぼしただけでなく、
体格までも変えてしまいました。
怪我を避けるためには、普段使
わない筋肉のトレーニングが必須
であることから、筋トレで脚力を
つけながら、上半身の筋力も30
代のプレーヤーに負けない位ま
で復活させたのです。そして年齢
のハンディーを克服し、自己のプ
レーレベルを向上するため、仕事
の合間に時間を見つけては、少
しずつ練習を繰り返すことに努め
ました。防具を着て練習するチャ
ンスは週1回以上はとれません
が、それでもスケーティングを練
習するだけで、確実にレベルアッ
プすることができるのです。
　2013 年の秋、待ちに待った
MAX CUPと呼ばれる大人チー
ムのリーグ戦が、東京の東伏見
駅前、SEIBU のリンクで開催さ
れました。自らが所属する13リー
ヴズ・アイスホッケースクールは、
そのリーグ戦に毎年参加しており、
今年は幸いにも全試合出場する

ことができました。週を挟み、ば
らばらにスケジュールされた試合
の日程が、たまたま筆者が東京
にいる時に全て予定されたのです。
これぞ天の導きと意気込み、今
年こそは練習の成果を試合で出
すぞと自分に言い聞かせて試合
に臨みました。ところが理想と現
実のギャップは過酷でした。結
果的にチームは全敗を喫し、祝
勝会どころか、試合後の交流な
ども一切なく、寂しい結末でした。
　更に自分自身のプレー内容も
決して満足いくものではなかった
のです。試合後にインターネット
上ですぐに公開される試合内容
をYOU TUBEで見ると、そこ
には「おっさん風」のプレースタ
イルと、ひどくカッコ悪いスケー
ティングをしている自分の姿が目
に映り、そのあり様に愕然とし
て意気消沈してしまうのでした。
確かに以前と比べれば多少の上
達は認められるし、歳のわりに
は頑張ったでしょう。しかし、そ
のような慰めの言葉は無用です。
憧れのアイスホッケーは、とにか
く「カッコ良いスポーツ」です。ア
イスホッケーをやるからには、「ス
タイリッシュ」に、ある程度のプ
レーレベルを維持できなければ、
チームプレーを構成できないの
です。自分自身を追い詰めるこ
となく、冷静沈着にプレーを
見つめ直しながら、何が足りな
いのか、どこに問題があるのか、
ということを見極め、その「ダメ」
な部分を改善しなければ先はあ
りません！（参考：MAX CUP　
https://www.youtube.com/
watch?v=cnDqJNyCZ8M　
13リーヴズは白のユニフォーム、
背番号22 番が筆者）
　ところがいくら練習を繰り返
しても、どうにも乗り越えるこ
とのできない壁が立ちはだかっ
ているのが、56 歳のアイスホッ
ケーです。「もしかして、ここら
が潮時なのではないか」という
思いが脳裏を走るこの頃。それ
でも振り返れば、時間に追われ
る日 を々過ごしながらも、アイス
ホッケーの魔性は自分の人生に
大きなインパクトを与えていまし
た。その思い出の中には、考え
られないような体験もあります。
この連載の最後のメッセージとし
て、その中から最も心に残るアイ
スホッケー体験を綴ってみました。

女子チームとの米国遠征にいざ出陣！

　アメリカのアイスホッケー事情
がとても恵まれた環境にあるこ
とは、本シリーズでも紹介した
通りです。羨ましい限りの本場、
コネチカット州で時折練習する
機会に恵まれた筆者が渡米の際
に練習するリンクには、高橋大
輔ら世界トップレベルのフィギュ
アスケート選手も頻繁に訪れて
います。そして練習するためのア
イスタイムを毎日必ず確保できる
環境が整っているだけに、日本
のアイスホッケープレーヤーにも、
その実情を少しでも体験しても
らいたいと日頃、願っていました。
　ある日、チームの練習にて女
性コーチと会話をしている時、「ア
メリカに行ってみたいなー」とい
う発言が突然飛び出し、そこか
らアメリカ遠征の話に火が付い
たのです。咄嗟に、2～3人の
ゲストなら色々とリンクを案内
して練習を楽しんでもらい、面
倒を見れるかなと安易に思った
自分の考えが浅はかだったので
しょう。それから事態は急展開
していくのです。女性コーチが
所属するチームは、日本女子アイ
スホッケーでは最上級のAリー
グにランクされています。しか
も、翌月には北海道で行われる
全日本選手権を控えていたので
す。よって、このアメリカ遠征の
話がチームメートにリークした直
後、マネージャーから早速忠告が
入り、とにかく全日本選手権に
集中するため、時を改めてほしい
という話になりました。しかしな
がら、どうしても行きたいという
人は、個人的にどうぞ、いうこと
で一件落着したのです。　
　ところがそれから1週間後、
チームの練習に再び集うと、そ
こでコーチが、「大勢参加者が集
まりましたよ！」と話かけてくる
のです。そして何と、14 名もの
プレーヤーが全日本選手権の直
後、米国遠征に参加したいとい
うことで名乗りをあげたという
のです。断る術を知らなかった
筆者の心配をよそに、そこから
先は正に電撃的なスピードでツ
アーの段取りが組まれることにな
りました。結果、日本女子Aリー
グのチームを筆者一人で率いてア
メリカ遠征に旅立つという、人
生で最初で最後の劇的な遠征ツ

アーが実現したのです。
　およそ2 週間弱という期間で
はありましたが、言いつくせない
程、中身の濃いツアーとなりま
した。当初から時差ぼけに悩ま
され、疲労が抜けないまま親善
試合が開催された為、全員が大
変な思いをしながらも短期間に
5試合をこなしただけでなく、そ
の他にもプロコーチらと一緒に7
回の激しい練習時間を持つこと
ができました。結果として我が
チームの戦績は3 勝 2 敗。全米
トップクラスのU16メンバーから
編成される高校生チームには圧
勝。コネチカット州地元のトップ
レベルの女子チームにも快勝しま
したが、さすがにプロレベルのプ
レーヤーや、大学生プレーヤー
も所属する成人チームの前では
苦戦を強いられ、スピード感では
引けをとらなかったものの、とに
かく体の大きさ、ボディーチェッ
ク（体当たり）、スティックのリー
チなどの弱点を克服できずに、2
度苦杯をなめることになりました。

通訳者がプロコーチに様変わり？

　今回、遠征した女子選手たち
が体験したのは試合だけではあ
りません。その合間には1.5 時
間のブロックからなる練習時間
も連日企画され、アメリカ人プロ
コーチの指導による、大変厳し
い練習の時が持たれました。普
段から体験したことのない練習
量に時差ぼけが重なり、そこに
親善試合が連続するというスケ
ジュールには、一時皆が意気消
沈してしまうこともありました。
無論、筆者も運転手、ツアーコー
ディネーター、通訳兼、世話役と
して奮闘し続けたこともあり、疲
労困憊に陥ったのです。しかも
女子選手達は英語を話すことが
できないことから、リンク上で通
訳をする仕事を連日、筆者が担
うことになりました。
　英語の通訳はこれまで経験が
豊富にあることから自信はあっ
たのですが、常にコーチのそば
で一緒にスケートしながら通訳
という体験は初めてです。そして
初っ端から冷や汗をかく問題に
ぶつかりました。アイスホッケー
の経験が 3 年しかなく、ゲーム
の細かいルールさえ熟知してな
いことから、トップレベルのプ
レーヤーやコーチらが常用する
ホッケー用語の意味が理解でき
なかったのです。初日、皆に熱
意をこめて説明するプロコーチが
まず語ったことは、「ホッケーで
試合に勝つ秘訣は３つ。フォア

チェック、バックチェック、そし
てブレイクアウトだ！」。さあ、大
変です。さらりと日本語に訳した
のですが、話している内容がさっ
ぱりわからないのです。そして説
明が続くうちに、段 と々自分が何
を話しているか整合性がつかな
くなり、頭が混乱してしまいまし
た。その為、練習の合間を見ては、
プロコーチに質問を繰り返しな
がら、言葉の意味を短時間で学
ぶことに努めたのです。幸いにも
言葉のハンディーは、1日程で解
消することができました。
　そしていざ、試合となるとアメ
リカのコーチですから、大声で怒
鳴る時もあります！気持ちが入る
と熱があがり、時には絶叫するこ
ともあります。そのあおりを自然
に受けてか、通訳する自分も時に
は大声を出すようになり、激戦の
ピークでは、コーチと一緒に怒
鳴りちらしている自分がいたので
す。試合も2 戦目、3 戦目とこ
なしていくうちに、コーチ通訳と
いう職にも慣れてきたせいか、試
合中にコーチの言うことがおよ
そ見当がつくこともあり、同時に
大声で、片や英語、片や日本語
で選手に向かって叫んでいること
もありました。そして一緒に怒鳴
り続けている内に、いつしか「自
分はコーチ！」という錯覚に陥っ
ていた気がします。無論、勝利を
収めた後は、大変気持ちの良い
ものです。例え通訳であろうと
アメリカ人プロコーチと同じジャ
ケットを着ていることから、相手
チームから見れば、自分も日本
から来た女子チームのコーチにし
か見えません。そして試合後に
はリンクにて全員と握手をします
が、相手チームのコーチから必ず

「Thank you, Coach!」と言わ
れるのです。遠征チームのコーチ
扱いを受けることに、ちょっとし
た誇りを感じる瞬間でした。

初めての救急車体験に直面！

　日本の女子選手は体が小さく、
身長も160cm に至らないプレー
ヤーが殆どです。相手のアメリカ
人プレーヤーは身長170cmが当
たり前であり、体重も一見70 ～
80kg はあると思える重量級のプ
レーヤーも少なくありません。そ
のようなプレーヤーと、もの凄い
スピードでぶつかることもあるの
がアイスホッケーの醍醐味でもあ
ります。ところが第4試合目に遂
に大事件が起きてしまったのです。
相手は成人のトップレベル・チー
ム。試合開始早 、々失点を繰り返
した我がチームは負けがこんでき
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アメリカ地元チームと対戦後の集合写真（筆者右上）



ました。それでも選手は必死に
食らいつき、何とか挽回しようと
頑張っていた矢先、相手に攻め込
まれてパックをフェンス際で追い
すぎたディフェンスの小柄な選手
が、彼女の倍の大きさにも見える
巨漢プレーヤーと真っ向からぶつ
かり、押しつぶされるように頭か
らフェンスに激突したのです。
　周囲が見守る中、リンクに倒れ
こんだ彼女はなかなか立ち上が
りません。しかも過呼吸が始ま
り、そばにいるチームメートが心
配にそうに見守る中、一向に改
善しないのです。明らかに体に異
変が起きていることから、アメリ
カ人のコーチがリンクの中に歩い
て入り、両手で彼女を抱えて選手
控室まで連れていったのです。そ
して全身が痙攣し、時折、意識
を喪失する状態が続いたことか
ら脳震盪が疑われ、すぐに救急
車が呼ばれました。脊髄に損傷
でもあったら一大事です。そして
チームの責任者ということで、筆
者が救急車に同乗して病院まで
搬送されることになったのです。
　56年の人生において救急車と
は全く縁が無く、初めての車内
体験です。しかもアメリカの救急
車の中は意外とゴージャス！ゲス
ト用のいすと小デスクが備えつけ
られ、とにかく広いのです。無
論、怪我をした選手の状態はと
ても心配でしたが、病院に向か
う途中、驚いたことに救急車は

サイレンを鳴らすことはありませ
んでした。そしていちいち交差点
の信号で止まっているということ
は、勝手な想像ながら、彼女に
生命の危険はなく、そこまでの
緊急性はないという判断を初見
で確認した結果なのだと理解し、
安心することができました。確か
に病院に着いた頃には彼女は意
識をとり戻し、その数時間後に
退院することができました。こ
の女子選手は高校生プレーヤー
だったこともあり、一般の病院
ではなく市内の子供病院に搬送
されましたが、その病院のケアー
と施設の素晴らしさと手際良さ
は、大変勉強になりました。

アイスホッケー向けの肉体改造

　アイスホッケーには怪我がつ
きものですが、特に実年層にとっ
て膝と腕の怪我は深刻です。筆
者も例にもれず、高校時代にフッ
トボールとテニスで痛めた左膝が
弱く、水がたまりやすいことから、
過度な負荷を左膝にかけること
ができません。それ故、スケー
トをして膝を曲げる為には、膝
周辺の筋肉に繋がる大腿四頭筋
を中心とする脚力の上達が必要
となります。その為、マシンを
使って筋トレを定期的にこなしな
がら、脚力をつけることが欠か
せません。また、アイスホッケー
では常に両手でスティックを扱い、
シュートやパスをする時には一瞬、

大きな負荷が腕橈骨筋にかかる
ため、前腕周辺の筋肉を痛めや
すいのです。アイスホッケーを
始めた当初、早速前腕を負傷し、
当初 2 年以上もシュート練習を
することができませんでした。そ
して痛みがとれた後、半年以上
も腕のリハビリと筋トレを積み重
ね、やっと普通にシュートが打て
るようになったのがつい最近です。
歳をとってからアイスホッケーを
するということは、こうして痛み
を我慢しながら筋力トレーニング
と体のコンディショニングを継続
することも意味します。
　一見、大変に見えるトレーニン
グとリハビリの連続ですが、それ
も慣れれば楽しいものです。こ
れまで使うことの少なかった特
定の筋肉を酷使するスポーツで
すから、当然ながらケアーが必要
であり、そのトレーニングの成果
は氷上で体験できます。膝が強
くなれば、スケーティングのスピー
ドと回転が早くなり、腕に筋肉
がつけば、シュート力がグンと増
します。こうして肉体改造に努め
た筆者は、まず、筋トレを伴う体
重の増加を目指しました。40 代
前半では73kgあった体重は、7
年間の過酷なマラソンのトレーニ
ングで一時は 60kgを切るまで
に落ちていました。無理やり体
脂肪を落とした結果、持久力に
は自信がありましたが、瞬発力に
欠け、衝撃に弱い体に変わってい
たのです。そこで以前の筋肉質で
頑強な体に多少 Uターンを試み
ることとし、5kg 程の体重を上
乗せして上半身の筋トレを行った
のです。その為に週 3 回ほどの
筋トレを欠かさず行い、ストレッ
チを多目に行いました。そして
2年がかりのトレーニングを経て、
これまでの怪我の痛みが遂に無
くなり、スケートも無理なく滑れ
るようになり、スティックのハン

ドリングやシュートも思い切って
力を入れることができるように
なったのです！あと40 年歳が若
かったら、日本代表を目指しただ
ろういう妄想に走ることも、歳の
限界を感じる壁と言えるでしょう。
　確かに56 歳の壁を痛感する
現実問題は存在し、どうしても解
決することのできない2 つの課
題が、いつも筆者の上達を阻んで
いたのです。人間というもの、い
くら一生懸命に肉体改造を試み
ても、日々老いていくものです。
特に 50 代になると、その老化
現象は著しく加速し始め、トレー
ニングをしながらコンディション
を保とうとしても、日 、々体が老
化していることに気がつくのです。
そして行きつくところ、上達する
スピードと、老化する加速度のど
ちらが勝つか、負けるか、という
熾烈な戦いが演出されることにな
るのです。この3 年間を振り返
ると、努力の成果が実ったことも
あり、上達スピードが老化スピー
ドに勝っていたことを実感します。
ところが56歳を迎えた頃から老
化スピードが徐 に々力を勢力を増
し、今、まさにデッドヒートを繰
り返している最中です。
　その老化の波を一番実感する
のが、アイスホッケーの基本であ
る足と膝の動きです。マラソンで
は膝をできるだけ曲げずに、足
の筋肉に負担をかけないフォーム
で走ることを学びます。その走り
に7年間も慣れ切っていたことも
あり、瞬発力と短期決戦モードで
ダッシュ、ストップを繰返しなが
ら膝を深く曲げるアイスホッケー
の動きには、なかなか足が順応
しないのです。自分では足が痛く
なるまで十分に膝を曲げているつ
もりでも、いざ、ビデオでスケー
トしている自分の姿を見ると、膝
が殆ど曲がっていないことに気
が付かされています。スポーツ万

能を自負する筆者ではありますが、
スケートで膝が曲がらないという
ことは、まさに老化の結果であり、
致命傷です。それはスピードとコ
ントロール、敏捷性に欠けること
を意味し、どうしてもこの問題を
改善することができないのです。
　膝が曲がらなければ、首も
回らない。これが次の悩みです。
アイスホッケーは急回転の連続
です。そして常に回りを見ながら
プレーヤーとパックの位置を確
認し、前後にターンしたり、ストッ
プすることを繰り返してスケート
し続けます。よって頭と目線の動
きが大事です。歳をとるにつれ、
肩と首のコリを体験する人は少な
くないと思いますが、筆者も例に
もれず、ひどい凝り症です。また、
仕事がら日々何時間もパソコン
を操作していることから、肩や肩
甲骨周りの背中上半身の筋肉だ
けでなく、首周りの筋肉も硬直
して、よく回らないことがありま
す。ストレッチをすれば一時的に
改善するものの、ヘルメットをか
ぶってアイスホッケーを練習すれ
ば、それなりの重圧と緊張感か
らすぐに首の筋肉は固まってきま
す。だから、いざ氷上でスケート
をしながら急ターンしてパックの
位置を見極めようとしても、首が
回らず動きがついてこないのです。
これには閉口してしまいます。金
策に苦しむことを首が回らなくな
るとは良く言ったものです。首が
回らずパックを見失ってしまうの
ですですから、これまた宝を逃
すようなものです。
　その首の痛みと関連する問題
が、ドクターストップにもつながっ
た睡眠の必要性です。日本のホッ
ケー事情は厳しく、練習するた
めのリンクタイムを取りづらいこ
とから、どんなチームも練習時
間を確保することに苦慮していま
す。結果として、夜中でしか予約
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本革張り

本革張り

本革張り

RC33BK
●幅76.5×奥行き88-118×
　高さ102-87cm
●色：ブラック
＊360 度回転機能
＊足乗せオットマン付き

●幅76.5×奥行き88-118×
　高さ102-87cm
●色：ブラック
＊360 度回転機能
＊足乗せオットマン付き

¥27,800¥27,800

10段階調整、
耐久性に優れた本革仕様の
ハイエンドモデル

10段階調整、
耐久性に優れた本革仕様の
ハイエンドモデル

RC15IV

●幅75×奥行き79-110×
　高さ95-82cm
●色：アイボリー
＊360 度回転機能
＊足乗せオットマン付き

●幅75×奥行き79-110×
　高さ95-82cm
●色：アイボリー
＊360 度回転機能
＊足乗せオットマン付き

¥12,800¥12,800

RC37BK
●幅81.5×奥行き約80-125×
　高さ78-96cm
●色：ブラック
＊360 度回転機能
＊足乗せオットマン付き

●幅81.5×奥行き約80-125×
　高さ78-96cm
●色：ブラック
＊360 度回転機能
＊足乗せオットマン付き

¥25,800¥25,800

RC27WH

●幅80×奥行き83-112×
　高さ99.5-87cm
●色：ホワイト
＊360 度回転機能
＊足乗せオットマン付き

●幅80×奥行き83-112×
　高さ99.5-87cm
●色：ホワイト
＊360 度回転機能
＊足乗せオットマン付き

¥18,000¥18,000
RC35KH

●幅82×奥行き約90-114×
　高さ88-100cm
●色：カーキ
＊360 度回転機能
＊足乗せオットマン付き

●幅82×奥行き約90-114×
　高さ88-100cm
●色：カーキ
＊360 度回転機能
＊足乗せオットマン付き

¥23,800¥23,800

この冬は、シックで暖かみのあるお部屋に リクライニング
チェアで
ゆったり読書

●色：アッシュ　●幅182-269×奥行き38×高さ190.7cm
●重量：194kg　●メラミン化粧板　●組み立て式　●デンマーク製
※左右合計 5か所が可動式です
※カラーは他に、オークアンスラサイトもございます

●色：アッシュ　●幅182-269×奥行き38×高さ190.7cm
●重量：194kg　●メラミン化粧板　●組み立て式　●デンマーク製
※左右合計 5か所が可動式です
※カラーは他に、オークアンスラサイトもございます

79440 ¥49,800¥49,800

●幅89×奥行き40×高さ222cm
●重量：68kg
●幅89×奥行き40×高さ222cm
●重量：68kg

80421
¥15,800¥15,800

●幅89×奥行き40×高さ186cm
●重量：59kg
●幅89×奥行き40×高さ186cm
●重量：59kg

80420
¥13,800¥13,800

●幅89×奥行き40×
　高さ113cm
●重量：36kg

●幅89×奥行き40×
　高さ113cm
●重量：36kg

80423
¥9,300¥9,300

［共通仕様］
●色：コーヒー
●合成樹脂化粧版（メラミン樹脂）
●組み立て式
●デンマーク製

［共通仕様］
●色：コーヒー
●合成樹脂化粧版（メラミン樹脂）
●組み立て式
●デンマーク製

Tvilum-Scanbirk 本棚

●色：コーヒー　●幅96×奥行き48×高さ139cm
●重量：70kg　●合成樹脂化粧板（ペーパーフォイル仕上げ）
●組み立て式　●デンマーク製

●色：コーヒー　●幅96×奥行き48×高さ139cm
●重量：70kg　●合成樹脂化粧板（ペーパーフォイル仕上げ）
●組み立て式　●デンマーク製

70306 ¥17,800¥17,800
エレガントなデザインが印象的なチェスト

自分らしさを演出できるモダンデザインラック

●色：コーヒー
●幅80.4×奥行き39.7×高さ88.3cm

●重量：32.7kg
●プリント化粧板

●組み立て式
●デンマーク製

●色：コーヒー
●幅80.4×奥行き39.7×高さ88.3cm

●重量：32.7kg
●プリント化粧板

●組み立て式
●デンマーク製

71084 ¥7,600¥7,600
モダンなラインが美しいチェスト

Tvilum-Scanbirk チェスト

使いやすくシンプルな
北欧デザインの本棚

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。

TEL：0476-24-5111
FAX：0476-24-5112　〒286-0825千葉県成田市新泉14-3

www.furniturehouse.co.jp
ご注文・お問合せは、WEBサイト・電話・ファックスから

平日10:00～19:00
土曜12:00～17:00

営業時間

13リーヴズカップ、チームメンバー同士の紅白戦



がとれない為、大人チームの練
習はごく一般的に、夜の10 時
以降から行われることが多いよ
うです。13リーヴズでは毎週火
曜日、夜の10 時15 分から練習
を行いますが、1.5 時間の練習
に参加すると、終了時は午後11
時 45 分となり、それから着替え
て家に帰ると1時近くになりま
す。そして風呂に入ると、あっと
いう間に夜中の 2 時になってい
るのです。そして3 時間半後の
朝、5 時半に起きて仕事に行く
というスケジュールが繰り返され
ると、睡眠不足が重なり、余計
に肩凝りと首の痛みが増すとい
う悪循環が繰り返されます。
　ホッケーの練習が睡眠不足の
一大要因であり、首周りの筋肉の
硬直に致命的なダメージを与えて
いるということに気がついたのは
つい、最近のことです。ドクター
から睡眠を優先するようにと言わ
れ、これ以上、睡眠を十分に取
らずにアイスホッケーをしている
と、もっと深刻な体の障害がお
きる可能性が高くなると忠告され
たのがきっかけです。自覚症状が
あっただけに、やはり睡眠を犠牲
にしてまで無理を押して練習して
も、長い目でみれば逆効果であり、
危険と割り切る必要がある、と
自分に言い聞かせることも大事で
あると気がつかされたのです。そ
れでも夜中に練習に行くとしたら、
中毒症状の何物でもありません。
なんとか、早い時間にアイスホッ
ケーの練習ができればいいので
すが、現状の数少ないリンクの実
態を考えると難しく、そうでなく
ても来年からリンクの数が東京界
隈では減るのではないかと噂され
ています。悩みはつきません。

東京には初心者が練習する場所がある！

　この連載を読まれた何人かの
方が、アイスホッケーを始めるこ

とに興味を持たれてチームの練
習を見に訪れてくださったようで
す。大人になってからアイスホッ
ケーにチャレンジすることは、確
かに相当な勇気が必要でしょう。
筆者も同じ体験をし、最初の半
年間は散々転びまくり、頭を打ち、
負傷を繰り返し、大変な苦労を
強いられた記憶が生々しく残っ
ています。しかし、それらの苦労
に勝る一瞬の喜びが段 と々増え
てくるのも事実であり、一つ一つ
のことをマスターしていくことの
達成感は、ちょうど山登りで数々
の障害を乗り越え、頂上を極め
た時の思いに良く似ています。
　初心者にとって最もお勧めの
練習場所は、何はともあれ13
リーヴズ・アイスホッケースクー
ルにつきます。実際に初心者の
方々が多く参加し、女性から70
代のおじさんプレーヤーまで、そ
の層は大変幅広いことがチーム
のカラーです。特筆すべきは、初
心者へのコーチングをきちんと
行っていることであり、練習中は
リンクを分けてコーチを別にあて
がい、スケーティングの基礎から
優しく教えています。本当に誰
でも安心して参加できる、国内
唯一のスクールかもしれません。
その代わりと言っては何ですが、
リーグ戦になると、どうしても最
下位となってしまいます。でもそ
れだけ多くの初心者がチームの
メンバーとなってリーグ戦に参加
していることの証でもあり、それ
こそ13リーヴズの誇りです。興
味を持った方は是非見学し、思
いきって練習に参加して来てくだ
さい。リンクでお会いできるの
を楽しみにしています。
　また、スケーティングはある程
度できるという方で、30 ～ 40
代までのプレーヤーでしたら、13
リーヴズと同様にビジターを快
く受付けているオアシスのチーム

練習もお勧めです。週1回の練
習はＪＲ千駄ヶ谷駅そばの明治神
宮のリンクで行われ、チームメン
バーとビジター、2 組に分けて練
習後、後半はメンバーチームとの
練習試合をします。無論、ビジター
側にも上級プレーヤーがコーチと
してついてくださるので、きちん
と練習ができます。但し、全体
のレベルは13リーヴズより高く、
ビジターの中には元学生プレー
ヤー、実業団プレーヤーも多々
混在するため、初心者なら面喰っ
てしまうこともあり、よほど勇気
があり、ある程度スケートに自信
がある人以外はお勧めしません。
それでもアイスホッケーに慣れて
きた方なら、みんなと一緒に本
格的な練習試合を楽しめるクラ
ブとして勧めです。

知ってもらいたい最後のメッセージ

　日本は世界一のフィギュアス
ケート大国として、今や世界に君
臨しています。スケート場の数は
欧米諸国と比較すると人口比で
は劣るものの、そのハンディーを
克服して、大勢の選手が世界トッ
プクラスへと羽ばたいています。
ところが同じリンクで競技するア
イスホッケーについては、これま
で全くと言ってよい程、日の目を
見ることがありませんでした。し
かし今や、新しい時代が訪れよ
うとしています。アイスホッケー
は土木鉄道業界の実業団、ちょっ
とアングラな暗い感じが伴う冬
のスポーツという過去のイメージ
を払しょくして、フィギュアスケー
トに匹敵する欧米風の認識、つ
まりカッコイイ、エリートのスポー
ツである、というイメージに変わ
る時が到来したのです。
　アイスホッケーとは本来、誰
もが楽しめる冬のスポーツであ
り、しかも、北米では学業に長
けている生徒らが好んで選択す

るエリートのスポーツです。遠い
昔、LOVE STORYという有名
な映画の中でも、オニール氏が
演じる主人公が Harvard 大学
にてアイスホッケーで活躍した姿
が印象的であったように、アイス
ホッケーは激しくも健康的であ
り、かつエリートのイメージが漂
う、若者が憧れるスポーツなので
す。よって本来は、フィギュアス
ケートがかもし出すイメージに何
ら勝るとも劣ることのない素晴ら
しいスポーツです。このイメージ
の改革が、まずスタートポイント
として再認識されるべきでしょう。
　ところが日本の実態は厳しく、
アイスホッケーに熱中すること
は、学業がおろそかになり、慢
性の睡眠不足はもとより、就職
活動にも悪影響を及ぼしかねな
い危険を孕んでいます。また、トッ
プのエリート選手を目指すことは、
バイトをしながら生活費を捻出し、
大変な苦労を伴いながら練習に
打ち込む、というのが、昨今の
報道からも受けとめられるアイス
ホッケー選手の現実的なイメージ
です。これらの報道は真実であっ
たとしても、一時は同情をよびま
すが、決してその好評は長続き
するものではありません。アイス
ホッケーをすれば子供が苦労す
る、とわかれば、どうして親がそ
の道を選ばせるでしょうか。ＴＶ
ドラマ、「おしん」に人々 は感動し、
同情を寄せます。しかし誰も、「お
しん」になりたいとは思いません。
むしろ必要なのは「このような人
になりたい」というモデルとなる
選手の存在です。スターとなる選
手が一人登場し、子供達が憧れ
るだけだけで、スポーツの歴史は
大きく変わります。
　今、日本のアイスホッケー界
は、成功体験に匹敵するような
起爆剤となるシンデレラ・ストー
リーを必要としています。その

きっかけを、ソチ・オリンピック
の日本女子代表に期待したいも
のです。同時にアイスホッケーを
プレーする選手の意識改革も必
要です。そして劣等感をエリート
意識に、報われない労苦を成功
体験に変えて、サクセス・ストー
リーを少しでも世に知らしめるこ
とが大事です。そして何よりもア
イスホッケーをプレーすることに
誇りを持つことです。このような
意識の改革が重要であり、ソチ・
オリンピックを機に、イメージが
変わり始めることを信じています。
　最後の壁は、アイススケート場
の不足を補うべく、企業や学校
が率先してリンクの設営に踏み
切ることです。アメリカでは大学
は勿論、私立の高校や中学校で
もキャンパス内にリンクを保有す
る学校が少なくありません。そ
の一見、贅沢にも思えるステップ
が、生徒の質を向上させ、学校
の知名度を上げることに結びつ
きます。日本でもそのような学
校がもっと存在しても良いのでは
ないでしょうか。同様に、企業
もアイススケートリンクの新設に
もっと積極的になるべきです。都
内のリンクは放課後、フィギュア
スケーター、学生プレーヤーで一
杯です。世界一のスケート人口密
度を誇る日本ですから、フィギュ
アスケート、アイスホッケー双方
をサポートすべく、リンク設立に
踏み切る企業が現れることを期
待してやみません。（文・中島尚彦）
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連載中の歴史コラムは随時更新して
http://www.historyjp.com/
に掲載しています。是非、ご覧下さい。

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3（野毛平工業団地内） job@soundhouse.co. jp   応募はWEBサイトから、もしくは希望業務内容を記載の上、履歴書 / 職務経歴書を直接郵送してください

http://guide.soundhouse.co.jp/kaisya/saiyou.asp最新の採用情報は WEBサイトでご確認下さい ＞＞
0476-89-1777

（担当：採用係）お問合せ

すべてはお客様の笑顔のためにすべてはお客様の笑顔のために
ロジハウスは物流業務の効率化を実現するため、大型物流センターに
最先端のシステムを導入、商品を素早く確実にお届けしています

株式
会社

サウンドハウスグループの中核である物流を担う

充実の福利厚生

etc...

　　　社保完備、年2回賞与、車通勤可、海外研修、
天然温泉無料優待、英語習得支援制度
　　独身・家族用マンション、家族用戸建あり月給19万円～

時給1,000円～
社
パ

ロジハウスは日本最大級の楽器・音響機器通販会社サウンドハウスの物流部門が発展・
独立した会社です。最新鋭の物流システムを導入。国内外から入荷し、全国へ出荷
する商品のピッキング・梱包、商品の入出庫管理や通関業務を行っています。
＊フォークリフトの経験者、   中型・大型免許取得者も歓迎します

物流倉庫管理スタッフ（パート・正社員）募集物流倉庫管理スタッフ（パート・正社員）募集

［時間］社員：平日・土曜日 7:00 -17:00（休憩1H）　※早出、残業有

　　　　　パート：7:00〜19:00 で 6 時間以上勤務できる方

［休日］日祝日、隔週土曜、年末年始休暇、有給休暇

羨ましい限りの米国私立高校のスケートリンク
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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、ビジネス最前線で

活 躍する。1990 年に帰 国 後、

成田に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。趣味はアイスホッケーと

読書、ここ数年は「日本とユダヤの

ハーモニー」の執筆に勤しむ。

編
集
後
記

ソチオリンピックを間近に控え、再度、日本女子
アイスホッケーにメディアが注目し始めました。
今月は古代レイラインの執筆を一時休止し、
アイスホッケーの連載が 2回で止まっている
ことから、その最終回として女子チームとの
米国遠征体験を含む大切なメッセージを綴って
みました。日本女子の代表選手は女子Ａリーグ
のチームから選ばれ、そのリーグで戦う選手
との「想定外」遠征ツアーは、言うまでもなく
刺激的でした。日本でアイスホッケーが人気
スポーツになることを願ってやみません。

ア
ク ルィアヴ

カリフォルニアのおいしい水 アクアヴィル

お手頃な価格でお届けします。

◀携帯でのご注文はこちら

500㎖×24本

全国どこでも送料込 
898円で配達します

※一部離島を除く

500㎖ボトル 24本入5

2ケース
送料込※

2ケースセット!  計48本2ケースセット!  計48本

全
国
ト
ッ
プ

　ラ
ン
ク
入
り

20

全
国

♦ボディ……………（30分）3,200円～
♦フット……………（15分）1,800円～
♦アロマ……………（30分）4,000円～
♦フェイシャル ……（30分）3,500円～

♦ボディ……………（30分）3,200円～
♦フット……………（15分）1,800円～
♦アロマ……………（30分）4,000円～
♦フェイシャル ……（30分）3,500円～

▲アジアンムード溢れる個室にて
　一流施術師のケアをご提供

最新設備の整ったジムとプールで心身ともに健やかに

♦ジム……　1,000円
♦ジム＋プール……　 2,000円
♦ジム……　1,000円
♦ジム＋プール……　 2,000円

……　1,00……　……　1,00……　1,00……　1,001,00新

新
フィットネスジム

大好評！スパ＆フィットネス大好評！スパ＆フィットネス

冬空を見上げながら露天風呂を楽しむ、この季節だけの贅沢

体を芯から温める
サウナ・ラディアントバス

天然温泉天然温泉 冷え性や疲労回復､神経痛など
様々な効能を持つ成田の命泉。

大人気！大人気！

マルアジ姿造りマルアジ姿造り

気持ち良く発汗を促すサウナ

体をじっくりとほぐすラディアントバス

※入荷される魚は日々異なります。あらかじめご了承ください。

新鮮！淡路魚料理新鮮！淡路魚料理
淡路島から独自ルートで毎日入荷。
産地直送の贅沢な旨味をご堪能ください。

▼カイロプラクティックの第一人者
　田中直文先生による施術も

直送！
淡路の
鮮魚

マルアジ姿造り……1,000円
カワハギの薄造り…1,000円
マルアジ姿造り……1,000円
カワハギの薄造り…1,000円

w w w.yamatonoyu.com
未就学児の入館は

ご遠慮ください0476-28-8111T EL
※年中無休（全館禁煙）

※小学生の入館料：300 円（大人同伴の入館の場合）

入 館 料 平日     ：   700円
土日祝：1000円

営業時間 10:00-22:00 ●

●サンクス ●イオン成田

JR成田線

成田安食バイパス

松崎街道

◀安食

◀安食

成田空港▶

市街地▶

成田方面▶◀我孫子方面

★ 坂田ヶ池
18

18
下総松崎

上福田交差点 土屋交差点

408
JR 成田駅から1駅の
下総松崎駅から徒歩20分
房総風土記の丘・
坂田ヶ池公園に隣接。
大駐車場完備

案内看板

WEBサイト案内
日本シティジャーナルをご覧いただきありがとうございます。
本紙のバックナンバーはWEBサイトにてすべてご覧頂けます。
連載中の歴史に関するコラムは最新情報に随時更新して
スペシャルサイト「日本とユダヤのハーモニー」にまとめて
あります。ご意見・ご要望等をお待ちしております、FAXや
ホームページからお寄せ下さい。

日本シティジャーナル：http://www.nihoncity.com/
日本とユダヤのハーモニー：http://www.historyjp.com/

持ち運びラクラクな
コンパクトセットも

オススメ！PA10/4

箱を開けてセッティングすれば、
すぐに音出し可能。マイクは
合計4本まで接続可能です！

23,800円

商品 ID:25720

EPA150 25,800円

27,800円

商品 ID:152428

CWM801S PLUS

ワイヤレスマイクセット

ミキサー、スピーカー、ケーブル等を1つに収納可能。
コンパクトで軽量（12kg）、移動も簡単です！＊マイク1本付属

送信機内蔵・高音質マイクと受信機のセット！

クラシックプロ

送料無料

講演会やイベント、
ステージ用途に最適!

＋＋

＋＋

ベリンガー

クラシックプロ
スピーカーケーブル＆
マイクケーブル付属！

〒286-0825千葉県成田市新泉14-3（野毛平工業団地内）

TEL:0476-89-1111 / FAX:0476-89-2222
www.soundhouse.co. jp

至
千
葉

至
香
取野毛平工業団地入り口

サウンドハウス
《営業時間》

平日10:00～19:00
土曜12:00～17:00
日曜／祝日 休業

株式会社サウンドハウス

セブン
イレブン

寺台インター

R51R51

R408R408

R295R295

ショールームでお待ちしています！

室内でも室外でも活躍する音響機器！


