車のナンバーを見て差別的な発言もあるとお聞きしました。今もそのようなことがニュースに流れ

山形県立米沢興譲館高等学校

ますが大変悲しいことです。少し話を戻しましょう。そんな時期ゆえ、福島でのホッケー競技開催

3 学年通信 15 号 通算 195 号

の可能性はゼロであることを知っていました。宮城県も同様でした。宮城は人工芝のグラウンドが

2017. 4. 24（月）発行

要な状況でした。それも勿論大きな理由なのですが、地震直後仙台港のあの津波とその後の状況を

すでに 2 面あり（ホッケー競技の正式なコートは人工芝）最有力なのだけれど地震により修復が必
見ているがゆえ「宮城でやってよ」なんて到底言えませんでした。しかしながら、その当時、山形

2017 南東北インターハイ「100 日前」イベント Report

Txt by

Y山

4 月 23 日（日）イオン米沢店で上記イベントが行われました。
まず始めに「南東北インターハイとは何なのか？」を説明しよ
うと思う。以前のインターハイは「1 県で全ての競技を行って
いた」のですが（山形県は昭和 47 年いわゆる 47 インターハ
イがありました）、1 県では負担が大きいということで数年前

県には人工芝のグラウンドはありません。けれど「やりましょうよ！」という呼びかけに沢山の人
から賛同頂き開催が決定したのです。その数年後、インターハイ主会場となる川西町に人工芝ホッ
ケー場が完成しました。川西町の皆さん本当にありがとうございます！（私も町民だけれどね？）
また昨年、米沢商業高校グラウンドに県が人工芝ホッケー場を作りました（本当は米興に作りたか
ったのだけれど残念…）
。これで 2 面の人工芝、そして天然芝 1 面となり、インターハイを開催す
るに相応しい環境が完成したのです。

から「ブロック開催」となっています。今年は南東北の 3 県、

今日（23 日）の 100 日前イベントを見ながら、この 6 年間を思い出していました。ここで紹介し

山形・宮城・福島で 30 競技を分け合って開催されるのです。

きれないほど、沢山の人の努力で今があります。それはホッケー競技だけでは無いと思います。ソ

どの県でどんな競技が行われるか紹介すると、

フトボールもそう山形県各競技はもちろん、特に福島県や宮城県の関係者の方々は、競技運営以外
にも様々な苦労を乗り越えて「100 日前」を迎えたことだろうと想像するのです。また、今日は各

山形県
〔９競技１０種目〕

宮城県
〔１１競技１３種目〕

福島県
〔１０競技１１種目〕

陸上競技
体操（体操競技・新体操）
バレーボール（男子）
バドミントン、ソフトボール
レスリング、登山
ホッケー、カヌー

バレーボール（女子）
サッカー、剣道、相撲、
水泳（競泳・飛込・水球）
弓道、フェンシング
ボート、アーチェリー
なぎなた、少林寺拳法

ソフトテニス、卓球
バスケットボール、柔道
ハンドボール、ボクシング
ウエイトリフティング
自転車、空手道
テニス

ここ置賜地区ではホッケー競技（川西・米沢）と、ソフトボール（南陽市・白鷹町・長井市）が行
われます。では、ホッケーが山形県で開催されることになった経緯を（少し私的なことですが）話
します。山形県で行う競技のスタートは 2011 年。今からちょうど 6 年前の東日本大震災の年でし
た。3 年生諸君は小学生だったのでしょうか（中一？）。この地震により、宮城県は津波により甚

高校の代表が運営に携わり、そして各部活動の発表がありました。本校音楽部は長井高校との合同
合唱、そして単独で 3 曲の合唱を披露しました。
（音楽部の以前を知る者として？）音楽部がこの
ように校内外で発表＆活躍してくれることをすごく嬉しく思います。本当に素敵な歌声でしたよ！
またホッケー競技を代表して米興ホッケー部 3 年生が「ホッケーの歴史・魅力・インターハイへの
意気込み」を上手にリレー発表してくれました。実をいうと、そのような発表があることはテキト
ー顧問である私は一切生徒に伝えていなくて、生徒 8 名は「発表 30 分前からミスタードーナツ」
で打合せをしたとのこと。「不測の事態にも最善を尽くせ」という私の教え（というか、ほとんど
いつも生徒任せ）を実践してくれたことが嬉しかったネ？ 本当ウチのホッケー部員は頼もしいで
す。男女とも「米商・置農に勝ってインターハイに出場する！」という言葉に何の迷いもないです。
チームが大きく成長したことを実感します。これは当然、歴代の先輩方が少しずつ築き上げてきた
成果の現れだと思うのです。

大な被害を、さらに福島県は原子力発電所のメルトダウンという未曽有の大災害に見舞われました。

3 年生諸君には入学時から目標「日本一」と伝えてきました。日々君達を見ていると、私の中では

そんな年、山形県高体連の各専門部に本県開催の調査があり、当時ホッケー専門委員長であった私

十分に「日本一」な生徒達なのだけれど欲も出るのです。東北でインターハイ

は「山形県開催の是非」を意見しなければならなかったのです。福島県のホッケー場は「棚倉町」

が開催されるというメモリアルイヤーへ巡り合わせました。これは諸君にとっ

にあります。遠征で度々宿泊していた「ルネサンス棚倉」という施設も大きな被害を受けました。

て偶然じゃなく必然だと思う。この 2 年余の部活動の集大成が地区大会であり

実はこの年の 4 月、復旧した施設に宿泊し遠征を検討していた

県大会そして東北大会である。1 点でも 1 本でも 1 セットでもいいから泥臭く

のですが、福島第一原発事故が収束しないこともあり断念しま

取って勝ちに行こう。すれば、もう 1 試合、またはたった 1 分かもしれないけ

した。福島県チームの監督さんが「仕方ないけどな。でも俺達

れど、苦楽を共にした同級生や後輩達との時間を長く過ごせるではないか。そ

はここに住んでいるんだぜ」と話されたことを今でも思い出し

して、その結果としてそれぞれの大会でチャンピオンとなる可能性は十分にあ

ます。また米興に福島からパンを売りに来るお姉さんがいたの

る。少なくとも、あると信じる人にはそのチャンスは必ず訪れる。運動部だけでなく、吹研・音楽

だけれど（米沢の小中学校にも行かれていました。高いけど？

部・ＥＳＳ・調理科学部 etc. また、部活動だけでなく「あらゆる場面」で自分の望む頂点を本気

すごく美味しいパンでした。当時の 3 年生は夜食に食べていた）

で目指し必死に辿り着いてみよう。アナタに未だ誰も知らない可能性が確かに秘められているＺ！
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3年

土井 広一 さん（吹研）代筆

今日はシェーンブルン宮殿を訪れた。美しい女性には美しい城がお似合いだ。まさに、我が妻の
背景となるべくして建てられた世界遺産だと確信した。明後日はＩＭ

Dreams Come True Ⅲ

横山

3 年生諸君の「決意」も No.106 を迎え、いよいよ残りは半数未満となりました。あと 90 余人の
みなさんから便りが届くと思うと本当に楽しみです。主任になって良かったと実感する瞬間です。

君の結婚式だ。奈良大仏殿の写真がインスタでブレークした彼は「向
かいのＭ」という芸名で今やハリウッドのトップスターだ。お相手が
同級生のあの娘とは驚きですね。明日のウィーンフィル公演が終了し
たら自家用ジェットで久々日本に帰る。あの頃に生まれた息子も今は
10 歳。27 歳の 5 組の子達に会うのが楽しみだ！
＊ところで土井先生「例の件」はみんなに話してもイイですか？ 実は吹研数名に内々に教えたところ、いつも冷静な 4 組ＡＭさ
んは職員室で「エッ～！」と絶叫し、私と同じ楽器？の 3 組ＫＳさんは目を真円にして驚き、あの 4 組ＫＳ君は「あの土井先生
が○○○○○なんて信じられない」と訳のわからないことを言うので、
「俺だって○○○さんがＳを産むなんて信じられなかった」
と言っといた？ちなみに写真は「立春コンサート」で土井先生の隣の女性は奥さんではありません。念のため書いておきます。

毎日一緒にいるのだけれど、案外ほとんどは挨拶くらいで話をする機会も少ないのが現実。米興の
1 日は忙しないからね。だけどメールだと、お互いに空いた時間で作り・見て・送ることができる。
私は携帯を持ったのも遅く、未だにガラケーなのでメールの恩恵を感じたのはほんの最近。コニュ
ニケーションの基本は「フェイ to フェース」でありたいと思うけれど、グローバル化や生活スタ
イルの多様化で家族であってもすれ違うことが多いこの頃。また入院したときには（私も数年前に
盲腸炎！）家族や友人からのメールの有り難さを痛感！実はこの通信で紹介した生徒諸君の文章は
全てではなく、ちょっと載せられない内容や相談もあったりする。メールへのお礼（滞っていてス
イマセン…）や相談への返信をしているから 1 カ月間で送受信が数百通。でも、これは全然嫌なこ
とでは無い（仕事のメールはイヤだけど？）。特に今回のような決意のメールを開くときはドキド
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3年4組

Ｓ．Ａ さん（調理科学部）

遅くなってすみません。ＳＡです。私は将来のやりたいことが漠然としすぎていて、志望校も定ま
らず、自分でも何がなんだかわからない状態でした。そんなこんな
で迎えた 18 歳の誕生日。急になにかがふってきたんですね。本当に
急に。

キする。
「○○大学に必ず行く！」とか「○○自動車学校に入学する！」は無いけど？「10 年後は
こうなりたい」や「結婚して子供 3 人」という声を一番初めに聞くことのできるトキメキ。この 2
つのお題は思いつきだったのだけれど（軽くてスイマセン…）このように「真面目に強く実直」に
書いてくれることは正直言って想定外。1 年次の「夢」や昨年の「趣味・特技」ならポップだけれ
ど、この 2 つはいずれも「ヘビー」です。だから、未だ出せない人の気持ちはよくわかるのです。
大きな勇気がいることですから。でも私は「それでも！」と諸君に求めます。書くために熟考する

『税関職員になりたい』
これが私の将来の夢です。一体私の身になにが起こったのかはわか
りませんが、もうこれは運命としか言いようがない…！税関職員について調べれば調べるほどその

こと・仲間や親に自分を晒すこと・そしてＨＰで世界へ発信することは、諸君の成長に必ず寄与す
ると確信するからです。

思いは強くなりました。親にも、美穂先生にも『一体何があったんだ…！？』と言われましたが「直

通信は 3 年生以外では、定期購読を希望している先生方約 30 名にもお配りしています。先生方も

感です。
」と真顔で答えるしかなく…。だから 10 年後、日本の玄関

本当によく熟読してくれています。「あの子の表現は素敵だね」という会話も職員室でよく聞かれ

口を守る税関職員としてバリバリ働いていたいです。そうなるため

ます。また憶測ですが「世界の約 1000 人」が HP で閲覧されていると思います。イニシャルでは

にも、英語の勉強に力をいれて、第一志望の大学に合格できるよう

あるけれど「アナタを読み・知り・思いを馳せて」おられる方もいるかもしれません。またそれが、

に頑張ります。

その人の生きる力となっていることもあるかもしれません。ですから、書くことはアナタ自身のプ

写真は我が家のアイドル、オカメインコのピヨリーナ君です。

ラスだけでない効果が、世界のどこかで生まれているかもしれないのです。少なくとも心をこめた

＊1 組ＳＨさんに次いで「鳥さん」ですね。ピヨリーナ君、本当に可愛いですね。私、この写真で「鳥への愛」に目覚めそうです？

文を厭うような人は本通信読者にはいませんから安心して下さい。だから、ここで 1 つ腹を括って
書いてみましょう。
「10 年後はホルモン大学に入学しています！」とか「○○○先生と結婚してい
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3年1組

Ａ．Ｙ さん（調理科学部）

かなり遅れてしまいすいません。10 年後は 27 歳です。どこで何をしているかわ

ます！」のようにふざけても構いませんから。私がふざける理由はそう。
「真剣に笑い飛ばす勇気！」
って自負しているのだけれど？ だから軽い気持ちで送って下さい。まずは、4 月 26 日（水）教育

かりませんが、仕事に就いて、しっかり働いているといいなぁと思います。最近

振興会総会までが１つの目標。この日はかの有名なチインシマヤコヨさんの生誕 51 周年記念日。

の写真がなかったので、去年の部活のクリスマス会で作ったケーキの写真です。

少しでも祝う気持ちがあるならよろしくね！ってプレッシャかけとくＺ。

＊私の家族には「ケーキを作れる」人が皆無だったので（というか母以外は男。ウチの家系は男が多いね）

先ほど土井先生から了解を得たので書きます。「土井先生が出産しました！」ではなく土井先生に

ケーキというと「お店で買うモノ」って思っていた。すごいね。写真からもクオリティの高さが伝わって

お子様が生まれました。おめでとうございます。お名前は先生の大恩人である方から頂いて「伸一」

くるもの。将来のことＡＹさんは大丈夫だと思います。だってアナタが働いている姿、私は十分に想像で

ではなく（しつこい！）
「○○（仮名）
」とされたそうです。子供を授かり無事に出産するというこ

きますから？ 何事にもしっかり取り組んでいますから、そんなアナタの良さが活かせる仕事に必ず巡り

とは、当たり前のことのようですが、私は「１つの奇跡」だと思います。土井先生ご夫婦とお子様

合うはずです。実は仕事って自分と「赤い糸」で結ばれたりしているものです。楽しみにしていて下さい？

が「素晴らしい人生の軌跡」を歩まれることをご期待申し上げてお祝いの言葉といたします。終

