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桜の季節のできごと
4 月になりました! 日本国内一般的には、新年度となり新しく年度がスタートするらしいです
が、私のようにこれといった組織に属せず、長年個人事業主として生きてきて、しかも中途半端
に十数年も海外で暮らして来た人間には、この制度が今一つピンときません。個人的には、毎
年 12 月 31 日の夜が暮れて、翌朝の太陽が昇れば新しい年のスタートを切る、それで良いの
ではと常々思っていました。しかし、日本の一般社会ではそれでは通用せず、3 月が年度末で、
翌月からの新年度に向けたさまざまなカウントダウンが慌ただしく始まるようです。
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私のまわりでも、高校時代パワーリーフティングを行っていた埼玉県ご出身で、大手の食品
メーカー勤務の O さんは、6 年間の沖縄勤務から仙台へ転勤になり、ご本人は家族を残して
昨年 10 月に一足先に単身赴任。そして先月末、奥様が二人の小学生の春休み入りを待って、
仙台へ向かわれたそうです。南国から一気に東北へ単身赴任された O さんにとって、今季の
冬の寒さはさぞ骨身にしみ格別だったに違いありません。その分これからの桜の季節を、ご家
族団欒で暖かくお迎えになられることでしょう。

一方、T さんは、昨年 10 月から週 2 回のペースで ONE ON ONE を開始されました。トレー
ニング開始以降、月平均 8〜10 回のペースで順調に来館されていました。公務員で予算関連
の部署に籍を置く T さんにとって、1 月、2 月が最も多忙を極める時期らしく、年明け後、新年
度の予算編成で 1 月 1 回、2 月 1 回と来館数が激減してしまいました。3 月中旬になってやっ
と少しずつトレーニングを再開された T さんですが、トレーニングから遠ざかった 2 ヶ月半の間
に体重が 5〜6kg も増えてしまいました。話を伺えば、仕事のストレスで深夜に余計なエネルギ
ー補給をする機会が増えていた様です。貫禄のお腹を携えてトレーニングを再開された T さん
は、早々と夏に向かってダイエットをスタートさせました。
私の年度末最終日の 3 月 31 日は、午前中から 2 時間の ONEON ONE レッスンでスタートし
ました。1 回目のレッスン終了後そのまま月末の支払等で銀行へ寄って、その足で行きつけの
病院で期日ぎりぎりの特定検診受信。これまで“人間ドック”なるものを未体験の私は、せめて
この特定検診をと、数年前から毎年受診する様に心がけていますが、毎回気がかりなことは、
肝機能の状態だけです。1 年 365 日“休肝日”なしで飲み続けているワインの影響が気になり、
初めてこの病院へ特定検診で訪れた際、院長先生は石原裕次郎さんが肝硬変で亡くなられ
た経緯を、とくとくと説明されました。その時、院長先生から必ず週 1 日は肝臓を休める日を作
るようにと助言いただいたにも拘らず、私は 1 年はおろか 1095 日も飲み続けています。しかし、
なぜか過去 2 年間の肝機能のデータが年々改善されていくにつれ、院長先生はいつの間に
か“休肝日”の話をされなくなりました。
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特定検診後 GYM へ戻り、夜 10 時までの間にさらに 2 時間のレッスン 2 コマと 1 時間 1 コマ、
1 日で 4 コマ合計 7 時間の ONE ON ONE レッスンを行い、年度末最終日を締めくくりました。
この 4 コマを終えると、体重も 1 ㌔減りへとへとに疲れます。最近、人間 60 を越えるとこうも体力
が落ちるものなのかと将来が不安になっていましたが、私のレッスンに体験で付き添った知人
から、レッスン終了後に、「どうしてプレートの付け替えや使用したバーの片付けを一人でやる
のか？クライアントも一緒にやるべきではないのか？」と質問され、やっとへとへとの主因が理
解できた気がしました。私は、ONE ON ONE トレーニング指導開始後、18 年間このスタンスで
行ってきました。基本的に ONE ON ONE はクライアントに、1 時間あるいは 2 時間という枠を
買っていただいているため、時間ロスを短縮するために慣れている私が行った方が早いものと
思っていました。確かによくよく考えてみると、使用後の器材の片付けもトレーニングの一環と
してクライアントにも協力を仰ぎ、一緒に行うべきかも知れません。果たして全国のパーソナル
トレーナーの皆さんは、どの様に対応されているのかお聞かせいただければありがたいです。
４月は、新年度というくくりで日本中が再スタートの月ですが、先月の和歌山県でのジャパン
クラシックパワーで初優勝を果たし、ベストリフターを獲得した比嘉善浩君は、念願の救急救命
士として社会人生活をスタートします。私も、2 週目に入ると長年継続中の沖縄県警察学校で
の筋力トレーニング指導も開始します。そうやって全国津々浦々で、さまざまに新しいスタート
が切られていく訳ですが、新人の皆様にはご自分の目標に向かって、へこたれることなく頑張
って欲しいものです。
この時期、本土では街中が桜色に染まって美しい季節が到来していますね。桜前線北上に
ともない季節が春へと確実に動いて行き、日本列島がモノトーンから新緑色に変化していくさ
まは、まさに生きていることの幸福感を味わえる季節です。
桜は、日本人を象徴する花ですが、沖縄の桜は濃いピンク色で 1 月に花を咲かせます。寒緋
桜（カンヒサクラ）といって本土の桜とは種類が異なります。その差をジャパン T-シャツの色で
いうと、サイバーピンクが沖縄桜でライトピンクが本土の桜の色になります。四季が不明瞭で一
年中緑に包まれた沖縄では、真冬の 1 月に桜が開花しても感動は少ないです。その点本土の
桜は、寒い冬を乗り越えて到達した喜びや、その控えめの色は優雅で美しく、日本人の内面
を象徴しているようにも思えます。反面散り際の良さは、いさぎよさにも取れますが、一面日本
人のせっかちさもふと連想させます。これは私のささやかな夢ですが、いつの日かこの季節に
本土で満開の桜を眺めながら、ワインを飲むという至福の時間を味わってみたいです。

さて、先月ご紹介しました矢木龍馬君、3 月 22 日の全日本サブジュニアパワー74kg 級で、
見事優勝しました！検量体重が 72.8kg と、心配していた通り落とし過ぎたため、3 種目ともスタ
ート重量を下げて、慎重に重量選択を行いました。当日は会場が寒く、プラットホーム 5 面で A、

B 組 2 グループずつの進行に対してアップ台が 2 面、常時 20 人ぐらいの選手が順番待ちの
列が途切れなく続く状況でした。ラッキーなことに申し込み時の龍馬の持ち記録 385kg は、ビリ
から 2 番目だったこともあり 74kg 級本体から外され、何故か隣のプラットフォームでの試技にな
りました。さらにラッキーが重なり、隣の本体グループは A グループで、こちらの龍馬は B グル
ープだったため、常に先に終えた本体グループの結果を確認しながら試技を進めることがで
きました。本体グループで優勝本命選手の欠場や 2 番手選手もスクワットで失格するなど、全
てが龍馬に追い風となり、結果的にスクワット 2 試技で 195kg+ベンチ 2 試技で 135kg+デッド 3
試技で 200kg と計 7 試技の成功で、トータル 530kg でほぼ予定取りの数字を積み上げることが
できました。
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達成は日本人初と思われる。

参考までに報告しますと、今大会へ向けて 1 月 2 日からピーキングをスタートしました。基本
はサイクルトレーニングで、大会までに SQ13 回、BP28 回（その内シャツ 14 回）、DL12 回を実
施しました。2 月 3 週目までは、かなりハードなスケジュールで、週によっては SQ2 回の週や、
DL2 回の週もありました。BP シャツは、2 月２日に 1 回目を着用しました。
龍馬にとって今回大会は昨年 11 月以来 2 回の試合で、当然全種目初めてのギア着用で、当
初はどこまで対応できるか心配していましたが、さすが 17 歳、抜群の適応力で改めてセンスの
良さを再確認しました。
しかし、今回の龍馬の持ち記録 530kg を昨年の世界サブジュニアの順位で見ると、最下位
で全く勝負になりません。入賞するためには最低でも 600kg を越えていく必要があり、既に本
人には次の数字目標として伝えております。600kg を挙げれば日本新記録にもなり、目標とし

て丁度良い数字です。今月からしばらくは、基本フォーム重視の基礎とトレーニングを積み上
げていきます。
さて、今月は IPF 最初の世界選手権、世界マスターズベンチがアメリカのコロラド州オーロラ
で開催されます。チームジャパンは、物江毅団長のもと女子 12 名、男子 21 名、総勢 33 名の
選手団が出場します。個人的には、今大会へ女子世界最高齢選手として 3 年連続で出場され
る 84 歳の奥村正子さんには是非頑張って頂きたいです。奥村さんは今回初めて BP シャツで
挑みます。奥村さんの向上心の高さには敬服させられますが、ぜひ世界記録を打ち立てて 3
回目の優勝を成し遂げて頂きたいと思います。
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世界マスターズベンチを皮切りにその後、さまざまな国際大会が 12 月まで毎月続きます。4
月から始まる新年度、それぞれに目標をもち、実りある競技生活になることを祈念しております。
また、毎年 IPF から指導を受け懸案となっている全ての国際大会への審判員帯同をはじめ、
選手、団長などの活動を通して、日本選手の海外での活躍を支えられるよう、微力ながら協力
したいと考えております。
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