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中 学校 １年 生の 時、 友人 と一 緒に 海老 名市 ジュ ニア リー ダー ズク ラ
ブと いう クラ ブに 入会 した 。
こ のク ラブ では 中学 生と 高校 生が 中心 に構 成さ れて いて 、毎 月の 定
例会 で課 題を 解決 する 力を 養っ たり 、子 供会 から のイ ベン トの 手伝 い
要請 につ いて 、要 請の 内容 の確 認、 安全 に行 うに はど うす れば 良い の
か、 楽し んで もら う為 に、 なに をす るべ きか 、な どを みん なで 話し 合
い、 決定 して いき ます 。
も ちろ んア ドバ イザ ーと して 大人 の方 もい ます ので 、横 道に それ た
時に 軌道 修正 やア ドバ イス をし てく れる こと もあ りま した 。
ま た自 分た ちに 必要 な知 識や 技術 を向 上さ せる ため 、今 は少 なく な
って しま った 「県 の青 少年 の家 」な どで 、レ クゲ ーム 研修 、キ ャン プ
ファ イヤ ー研 修、 グル ープ ワー クト レー ニン グ研 修、 野外 炊事 研修 等
を年 間ス ケジ ュー ルに 沿っ て行 いま す。
内 容は 、ボ ウイ スカ ウト に近 いか もし れま せん が、 少し ソフ トな 形
がジ ュニ アリ ーダ ーか もし れま せん 。レ クゲ ーム の練 習発 表や 、今 自
分が 思う 事、 みん なに 考え ても らい たい 事を 各人 が発 表す る時 間も あ
り、 野外 炊事 など の楽 しい 一面 以外 の研 修や 、一 番の 盛り 上が りを 見
せる キャ ンド ルフ ァイ ヤー の、 静⇒ 動⇒ 静の 流れ に沿 って ゲー ムを 構
成す る難 しい 研修 など 、本 当に 為に なる 研修 でし た。
こ のク ラブ には 高校 卒業 する まで お世 話に なり まし たが 、当 然、 中
学生 や高 校生 の男 の子 と女 の子 がい るわ けで すか ら、 そこ から 恋愛 に
発展 する こと もし ばし ばあ り・ ・・ 。
ま あ、 今振 り返 れば 、い ろん な意 味で 思い 出深 い、 そし て今 の自 分
の糧 にな った 素晴 らし いク ラブ だっ たと 思い ます 。

幸美

（2003年2月入社）

3月の 初旬 、我 が家 の愛 犬サ ンタ 君の お友 達、 ゴー ルデ ンレ トリ バ
ーの アン コち ゃん が天 に召 され まし た。
去 年の 夏過 ぎに 病気 が分 かり 、お 薬を 飲み なが らも 元気 に過 ごし て
いた だけ に突 然の こと でと ても 悲し いで す。
サ ンタ とア ンコ の出 会い は夫 と義 理の 妹夫 婦が バイ クの 練習 に行 っ
たと きで した 。そ れか ら数 ヶ月 経っ たこ ろ、 アン コ家 族と 自宅 近く で
遭遇 し、 ご近 所さ んだ った こと が発 覚し まし た。
後 にワ ンち ゃん が苦 手な アン コが サン タに 猛烈 アピ ール をさ れて 引
いて いる 姿が 、と ても 印象 深か った と夫 とア ンコ の家 族か ら聞 きま し
た。
そ れか ら7年間 、家 族ぐ るみ のお 付き 合い が始 まり 、毎 年2回は 大
勢で 合宿 と称 して キャ ンプ に行 った り、 事あ るご とに 集合 して は食 事
をし たり と、 一緒 に行 ける とこ ろに は必 ずサ ンタ とア ンコ を連 れて 行
って いま した 。
2匹と も一 緒に いる こと が当 たり 前に なっ たの か、 シニ ア犬 の仲 間
入り をし たせ いか は分 かり ませ んが 、一 緒に 寝た りし て仲 良く して い
ただ けに 、と ても 残念 です 。

サ ンタ とア ンコ が2家族 の出 会い の縁 を結 んで
くれ たと 私は 思っ てま す。
ア ンコ 、あ りが とね ！
寂しそうなサンタ・・・

昭 弘 ≫（2003年5月入社）

昨 年引 退し た「 ハマ の番 長」 こと 、三 浦

daily ～

ま だ気 持ち が追 い付 かな いと ころ があ りま すが

そ んな 海老 名市 ジュ ニア リー ダー ズク ラブ も今 年創
立３ ０年 を迎 え、 ２月 ４日 に式 典が 開催 され まし た。
今 後３ ５年 、４ ０年 と長 く続 き、 未来 の子 供た ちに
バト ンを つな いで もら いた いと 思っ てい ます 。
今 は、 当時 一緒 に活 動を させ てい ただ いた 方が 事務
局と なっ て活 動し てい ます 。ぜ ひ頑 張っ て下 さい 。

≪営業課長：小日向
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≪設計監理課：清水

大輔 元投 手と 同い 年の 私

です が、 昨年 は横 浜D eN Aベ イス ター ズに 球団 名変 更後 、初 めて 横浜

豪 ≫（2011年3月入社）

４ 月に 入り まし て大 分暖 かく なっ て参 りま した 。
今 年は 例年 より 冬ら しい 寒い 日が 少な かっ たよ うに 感じ ます 。そ
して 気が 付い たら 桜が 咲き 始め て冬 の終 わり を実 感し た様 な感 じで

スタ ジア ムに 足を 運び まし た。
「 最近 のベ イス ター ズの 試合 は、 花火 が上 がっ たり 、イ ベン トも 色
々行 って いて 昔の イメ ージ と全 然違 うか ら驚 くよ ！」 との 話し でし た

す。
し かし 、時 の流 れが 早く 感じ たの は、 気候 の緩 やか さが 原因 では
なく 、今 年１ 月９ 日に 産ま れた ばか りの 姉と 義兄 さん の赤 ちゃ んが

の
で、 期待 に胸 を膨 らま せて 会社 を早 く帰 らせ ても らい 、球 場に 足を 運

家に 来て いて 、ド タバ タし てい たこ とが ある と思 いま す。
私 の赤 ちゃ んで はあ りま せん が、 生活 が赤 ちゃ んを 中心 に変 化す

びま した 。
１ ９９ ８年 に優 勝し た時 には 、日 本シ リー ズの チケ ット を購 入す る
ため に、 電車 の始 発前 に球 場に 車で 向か い、 並ん でチ ケッ トを 購入 し

る事 が分 かり まし た。
例 えば 、赤 ちゃ んを 育て るの には リビ ング が良 い、 とい うこ とで
姉が 布団 を敷 きま した 。甥 がお とな しい 隙を つい て少 しで も寝 るた

たこ とも 懐か しい 思い 出で す。
あ まり 乗り 気で 無か った 私に 対し て、 その 時の 口説 き文 句は 、こ の
チャ ンス を逃 した ら生 きて いる うち にベ イス ター ズの 日本 一見 れな い

めだ そう です 。そ うな ると 私を 含め た家 族は 、自 由に リビ ング で過
ごす 事は でき なく なり ます 。
赤 ちゃ んが 優先 にな る事 で私 を含 め家 族の 生活 リズ ムに 様々 な変

よ！ でし た。
そ の予 言が 的中 した のか 、２ ００ ０年 以降 ９度 の最 下位 、Bクラ ス
と言 うよ り6位定 位置 とま でい
自われ
然とてい
、球たベ
場にイス
足をター
運ぶズ。
機会 も無 くな り
まし た。
２ ０１ ２年 横浜 D eNA ベイ スタ ーズ に
なっ た時 も世 間の 風潮 と同 じよ うに 眉唾 な
気持 ちで 見て いま した 。
そ こか ら常 識破 りの 球団 改革 と言 われ
る、 ファ ンを 呼び 込む 色々 なア イデ ィア
で、 チケ ット が取 りに くい
一二 を争 う人 気球 団に なっ
たこ とは ご存 知と 思い ます 。
「常 識破 りの 改革 」で
優勝 する 日も 近い かな ？

お問い合わせは T E L ： 0 4 6 - 2 6 1 - 6 1 0 1

化が ござ いま すが 、そ れを 不満 に思 った 事は ござ いま せん 。そ れ程
に甥 は可 愛い ので す。
２ か月 間一 緒に いる と泣 き声 にも 耳が 慣れ て音 楽を 聴い てい る様
な感 覚で 気に なら なく なり まし た。
体 の大 きさ もど んど ん大 きく なっ て体 重も 約２ 倍に なり まし た。
表 情が でて きて ニコ っと 笑う よう にな った り、 感情 がで てき たの
か構 って ほし い時 に軽 く泣 いて 、抱 っこ する とピ タっ と泣 き止 みま
す。

天使のような赤ちゃん☆

凄 く寂 しい です が、 これ から も
叔父 さん とし て甥 の成 長を 見守 っ
てい きた いと 思い ます 。
そ して 「お 前は まだ なの か」 と
いう 祖父 の無 言の プレ ッシ ャー に
も応 えな けれ ばと 思い まし た。
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