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17 日間に及んだソチ・オリンピックが終わりました。
結果、日本のメダル数は 8 個と大健闘と言っていいでしょう。
葛西選手をはじめ、色々な選手が様々な人間模様、そして感動を与
えてくれました。
その中でも一番感動したのは、何と言っても浅田真央選手のフリー
の演技です。SP の結果から、どんなに頑張ってもメダルには到底届
かない順位・・・。それをフリーでは最高の演技を見せてくれました。
演技が始めるまでの本人の葛藤は私たちの想像を超えたものだったでしょう・・・。
無心で臨んだ演技に彼女は一つ一つのジャンプに今までお世話になった人たちのことを想い、このジャン
プは亡くなった母のため、このジャンプは叱咤激励してくれた姉の舞のためと飛んだそうです。
そして世界の誰にも感動を与える演技を熟しました。
記録よりも記憶に残る演技と選手。浅田真央選手は世界に素晴らしい感動と記憶を残してくれました。
ありがとう、真央ちゃん・・・。
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葛西 紀明氏 （男子ジャンプ LH 銀メダリスト）

やはり心技体、どれか一つでも欠ければ絶対に世界
は取れません。パーフェクトなものをつくって臨まなけ
れば金は取れないと思うのです。
だから僕は、1 シーズン通して全部完璧なジャンプで終
わらせたい。
そうすれば、オリンピックでも金メダルを取れると思うし、
世界選手権でもワールドカップでも優勝できる。
そのためにはどうすればいいかをずっと考えながら、今日まで 20 年以上厳しいトレーニングを積ん
できたのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それでも、本当に完璧と思えるジャンプは、これまでに 2、3 回しかないんです。
子どもの頃は、ただ跳ぶことが楽しくて、何も考えずに跳んでいました。
社会人になってからは、たくさんのスランプも経験して、悩んで、技術的にもいろんな模索をしてきま
したが、そういう中で子どもの頃のように無心で自然なジャンプができれば、完璧なジャンプに近づ
けると思うんです。
幸い、若い頃から血を吐くような練習をずっと続けてきましたから、32 歳のいまでも、体力の面では
世界トップレベルを維持できています。むしろ、少しずつ伸びてさえいます。
精神的にも、年を重ねていく中で、悔しいこと、辛いこと、たくさんの修羅場をくぐり抜けてきて、常に
安定した状態を保てるようになりましたね。
さらに、4 年前に移籍してきた土屋ホームが全面的にバックアップしてくれていますから、心置きなく
練習に打ち込むことができます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
僕は負けず嫌いだから、とにかく練習していなければ勝てないと思って、
これまでは休むことを知らなかった。でも、それが逆に悪いリズムをつく
っていたんですね。毎年 2 月になると成績がガクッと落ちるんですよ。
コーチから、「これはたぶん疲れだ。もっとリフレッシュしなければ本来
の力を発揮できない」と言われて、1 月の試合の後、次の世界選手権
までの間に必ず 1、2 週間休むようにしたんです。
最初は、こんなに休んで大丈夫かって不安でしたね。
しかし、そうして臨んだ 2004 年の世界選手権では、ノーマルヒル、ラー
ジヒルでともに銅、団体で銀と、1 度に 3 つのメダルを取ることができ、ワールドカップでも最年長記録
を塗り替えて 31 歳と 8 か月で優勝を果たすことができたのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ジャンプというのは特殊な競技で、誰にもできるわけではありません。
自分の生身の体で跳んでいくこと。危険の中で誰よりも遠く、高く跳んで勝つこと。
その喜びに、僕は惚れたんです。これはもうやめられないですね。
「彊めて息まず」。好きですね、そういう言葉は。
僕の好きな「継続は力なり」という言葉にも通じるものでしょう。
その言葉に少しでも近づけるように、僕はこれまで努力を続けてきました。
その間にいろんな不運にも見舞われましたが、おかげで精神力、忍耐力もついて金メダルへの思い
を途切らせずにここまでくることができました。この言葉に着実に近づいてきたという実感があります。
～2005 の取材記事から～
記事提供 到知出版社
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運を味方にする人、運を無駄遣いする人の差

谷川 見えない力といえば、運というのも勝負と深く関わっていると思いますね。
私は、一人ひとりが持っている運の量っていうのは平等だと思うんです。
そして、運が悪い人というのは、つまらないところで使っているんじゃないかと思うんです。
井山 運の無駄遣いを。
谷川 将棋の棋士を見ていると、例えばトップクラスの棋士がやっぱり
一番将棋に対する愛情、敬意を持って接していますね。
対局前の一礼にしても、羽生さんをはじめとするトップの人ほど
深々と礼をするんです。
その姿勢は相手が先輩でも後輩でも変わらない。
そして対局後に「負けました」と言うのは一番辛いですけれども、
それもやっぱり強い人ほどハッキリ言うんですね。
それから、棋士の中には対局開始前ギリギリにやってくる人も
います。
さすがにトップ棋士は対局の十分、十五分前にはちゃんと対局
室に入るけれども、そういう心掛けのできていない人は、電車
が遅れたりしたら大変です。
なんとか対局に間に合ったとしても、その人はそこで運を使い果たしていると思うんです。
将棋も囲碁も先を読みますが、どんなに頑張ってもどこか読み切れない部分があります。
そういう最後の最後、一番大事なところで運が残っているかどうかというのが非常に大事だと
思うんです。
井山 とても勉強になるお話です。
谷川 ですからどんな対局であっても、与えられた条件で最善を尽くして運を味方につけることが大
事です。対局の持ち時間を残して勝負をあっさり諦めるような人は、やっぱり成績も振るわな
いし、最後の最後の大事な場面で勝ちを逃すことが多いような気がします。
井山 自分の場合は囲碁をずっと好きでやってきたわけですが、そういう気持ちを表現する意味で
も目の前の一手、一局に集中することはもちろん大切にしてきました。
対局中だけでなく、普段どれだけ囲碁のことを考え、しっかり向
き合っているか、その積み重ねが凄く大事だと思います。
いい時は誰でも頑張れると思うんですけど、大変な時でも変わ
らずにそういう姿勢を持続するということは大事だと思いますね。
そういう意味では、どの世界でもそこで長く活躍されている方と
いうのは凄く尊敬します。
自分はタイトルを取り始めてまだ数年ですし、とにかく棋士とし
て完成しているとは全然思いません。
まだまだ弱いと思います。
ですからそういう尊敬すべき方々を目指して、とにかくやれると
ころまでやってみたいという気持ちがいまは非常に強いですね。
谷川 よく天才とか才能とかいう言葉を使うんですけれども、それは決して一瞬の閃きではなくて、井
山さんがいま言われたように毎日の積み重ねが自然にできることがやっぱり才能だと思いま
すね。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
井山裕太氏（囲碁六冠）と谷川浩司（日本将棋連盟会長）の対談
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車両当て逃げ

１月 14 日（火）午前 03 時 02 分ごろ
千葉市中央区京成駅前のコインパーキング
車両当て逃げ
深夜、有料駐車場の停めていた白色の大型トラックの運転手が戻り、車を発進させた際、
左側に駐車していた黒色のセダン車両の右バンパーを巻込み接触した。
その衝撃でバンパーは外れ破損したが、運転手は立ち止まらずそのまま逃走したもの。
有料駐車場では、大型車両の隣に駐車しないようにしましょう！
また、駐車場奥の死角になる部分は車上荒しに遭う危険が生じるため、なるべく出入口
手前に駐車しましょう！

プロ太の小話集

NO71

『 記念切手 』

ソチ・オリンピックを記念して、自分の顔を描いた切手を発行しようと思い立ったプータンは、さっそく
郵便長官を呼び寄せて、クドクドとこの写真を使えの切手の紙質はどうのと細かい注文をつけた。
「よいな。切手はくれぐれも国際的水準を保つように！」
完成した切手は、それは美しく重厚なものだった。
しかし、プータンは数日後、その切手がうまく貼れないとの噂を聞き、カンカンになって郵便長官を呼
びつけた。
「切手は、国際的水準を保つように指示したはずだぞ！！」
「お言葉ですが」郵便長官は抗弁した。
「切手はきちんと国際的水準で作成しております。しかし・・・」
「しかし、何だ！！」プータンは怒鳴るように言った。
「民衆が、国際的水準とは反対側につばをつけているのです・・・」
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？消費税が 4 月から 8％に改定されます。
折角アベノミクスで昂揚的に上がってきた景気期待に、水を差さなければ良いなと思っ
ているのは私だけでしょうか？
今更ですが、現段階での消費税引き上げは、どうしてもタイミングが合わないと思います。
せめて 10％に上げると決めた 2015 年 10 月に 8％の増税が日本経済の実情のタイミングだと思いま
す。一般サラリーマンのベースアップが 3,000 円程度上がったところで年間所得は 6 万円程の増額で
しょう。8％の増税によって少なくとも 10 万円以上の負担が掛かると思われます。
どう考えても景気が拡大するとは思えません。
今年こそ、日本経済にとって正念場の年になると感じます。
注：プロ太とは、写真のＫ－ＰＵＲＯ番犬です。（体長 10 メートル・体重 1 トン・無敵無敗）
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