
《2年連続のベスト 4進出ならず》

《ウィンターカップ 2012 は、12 月 23 日（金）から広島市（広島県立総合体育館：広島グリーンアリーナ

で開催されます。24日（月）の 2回戦、Bコート第１試合（9時開始）から登場します》

大勢の皆さまの応援、よろしくお願いいたします！！

7 月 28 日に金沢市で開幕した北信越かがやき

総体は、翌 29 日から競技を開始。我が明星学園

は、1回戦から登場しました。1回戦は静岡南、2
回戦は倉敷翠松に難なく勝利し、3 回戦は北海道

1位（昨年の全国 3冠の札幌山の手を破った）で

この大会第 1 シードの札幌創成と対戦しました

が、スタートから明星らしい激しいディフェンス

で主導権を握り、54 点の大差で勝利し 2 年連続

のベスト 8進出を決めました。準々決勝は、関東

の宿敵昭和学院との対戦となりました。180cm台

2 名を擁しパワーのあるバスケットで勝ち上がっ

てきた昭和に対して 1Qはマンツーマンが機能せ

ず 17対 29と 12点差をつけられ苦しいスタート

となりました。2Q 明星はディフェンスを得意の

マッチアップゾーンに切り替え、徐々にリズムに

乗ってこのピリオドは 20 対 9、前半を 37 対 38
の互角に戻して後半に繋ぎました。

後半が始まり、明星は勢いに乗って開始 2分に

は逆転しましたが、ディフェンスをマンツーマン

に戻すと昭和がリズムを取り戻し一進一退のゲ

ームにもつれ込み、4Q 残り 1 分で 7 点のリード

を許し力尽きました。2年連続でのベスト 4進出

はなりませんでしたが、全国ベスト 8から上は全

チーム紙一重の力であることを実感した大会で

した。

今年のチームは、昨年からのスタメンを 2名残

したとはいえ一回り小型化した感がありました。

新人戦では東京では優勝しましたが、関東では 2
位。その後春の関東予選、総体予選はそれぞれ 3
位と 2位に甘んじての全国大会でしたが、椎名バ

スケットの本領である激しく、粘りのあるディフ

ェンスができるチームに成長しベスト８に進出、

全国に明星学園の名を誇示することができまし

た。椎名先生、スタッフ各位、そして選手たち感

動をありがとう！！

椎ノ木会 会報
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ご 挨 拶

椎ノ木会会長 渋谷 尚樹

年末総選挙、トンネル事故や原発等々、身の周りが騒々しい

今年の師走ですが、椎ノ木会の皆様にはお元気にお過ごしのこと

とお慶び申し上げます。日頃より会の運営にご理解とご協力を賜

り厚くお礼申し上げます。

さて、今年の明星学園は、昨年の北東北総体でのベスト４以上を目指して、北信越輝き総体

に出場いたしました。結果は準々決勝で千葉昭和学院に惜敗しベスト８でしたが、優勝した

桜花学園対昭和学院戦の準決勝は互角の勝負となっただけに、悔しい大会でした。

10月は昨年と同様、全日本選手権東京都予選にエントリー、実業団・大学・クラブチームと

対戦し、決勝まで勝ち上がり、玉川大学に敗れはしましたが椎名バスケットの強さを楽しませ

ていただきました。

今年のウィンターカップは、東京都体育館の改修工事のために、12 月 23 日から広島市で開

催されます。

全国の頂点へ、名門明星学園の活躍を楽しみに会員の皆様の分も応援して参ろうと思います。

今年のチームも全国のトップクラスにありますので、皆様共々大いに期待したいと存じます。

会員の皆様には、これからも会員相互の親睦ならびに椎名明星の応援を宜しくお願い申し上

げます。

父母会への協賛事業、『インターハイ壮行会』今年も楽しく過

ごしました（写真提供：立山前父母会長 7月 8日実施）

いつもの応援団（インターハイ金沢市で）⇒

（昼は能登半島観光に・・・、夜は勝利の美酒と温泉を堪能しま

した）  左から澁谷会長、内浦先生、中川幹事、飯野副会長
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今年のチームを振り返って

前父母会会長 立山 正之

娘が明星学園女子バスケットボール部に入

部させて頂いてから、早 2年 8カ月。あっとい

う間の 3年間が終わろうとしています。私の場

合は上の娘（2011 年 3 月卒）もお世話になっ

ていたので通算 5年間になりますが、時の経つ

のは本当に早いものです。この間世の中ではオ

リンピックやワールドカップ等人々の記憶に

残るスポーツイベントが数多く行われてきま

したが、それ以上に私の記憶の中には明星女子

バスケ部の活躍が残っています。明星では当た

り前のことですが、普通の高校の部活動に親が

ここまで寄り添えることはなかなかありませ

ん。父親として本当に楽しい経験をさせて頂い

た 5年間だったと思います。

さて今年のチームは前年のチームが素晴ら

しい成績を残した後を受け、ウィンターカップ

後からの始動となりました。3 年生の人数が少

ない（プレーヤーは 5人）こともあってチーム

としての経験が足りず、椎名先生は当初「ポテ

ンシャルは昨年以上にあるかもしれないが、チ

ームとして出来上がるのは早くても 6～7 月。

インターハイに間に合うかどうか・・」とおっ

しゃっていました。実際新人戦こそ結果を出し

たものの、関東予選では文大杉並に敗れ 3位、

関東大会でも初戦敗退とインターハイ出場に

向けて不安を抱える状況でした。しかし先生の

言葉通りチームは徐々に成長し、インハイ予選

では準優勝ながら出場権を確保し、インハイ本

戦ではベスト８という素晴らしい結果を残す

ことができました。

今年のチームの最大の課題は上級生のリー

ダーシップと下級生の責任感、そしてそれらが

不足していることでチームとしての一体感が

足りないことだと先生はおっしゃっていまし

た。

バスケットの技術は  

もちろんのこと、先生方

にそういった精神的な

部分についても素晴ら

しいご指導を頂いた成果

であると思います。また

椎名先生のご指導の素晴

らしい点は、コートに立つことができる選手だけ

ではなく、それ以外のメンバーひとりひとりの成

長にも目を配ってくれる所です。今年の 3年生に

もチームを支えてくれたマネージャーに加え、故

障のためプレーできずトレーナーとして貢献し

てくれたメンバーがいました。彼女は夏休み中に

手術を受けることとなり、インターハイが開催さ

れた金沢に行くことさえできませんでした。9月

のウィンターカップ予選は彼女を「全国の舞台に

連れていく」という思いでチーム一丸となり、イ

ンハイ予選で 1 点差で敗れた八雲学園に雪辱し

て、今年は 1枠となったウインターカップ出場権

を見事獲得することができたのです。

8 月の父母会総会で会長職は現 2 年生の星さ

んに引継ぐこととなりました。在任中は大した貢

献もできませんでしたが、椎の木会の皆様には大

変お世話になり本当にありがとうございました。

この原稿を書いているのは 12 月 15 日でウィン

ターカップ直前です。ウィンターカップでは、バ

スケットでも精神面でもチームとしてさらに大

きく成長した姿を見せてくれるものと期待して

います。椎の木会の皆様も従来同様応援よろしく

お願いします！
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新年会のお知らせ

恒例の新年会を下記のとおり開催いたします。インター

ハイから 2４年度新人戦まで話題の多い会になりそうで

す。大勢の皆さまご出席下さいます様ご案内申し上げま

す。

記

１．日時：平成 25年 1月 26日午後 5時 30分開宴

２．場所：玄品ふぐ吉祥寺店 TEL：0422－22－0029
     武蔵野市吉祥寺本町 1－9－9

３．会費：男性 7,000円 女性 6,000円

４．その他：出席の可否を同封のはがきにて 1月 10日ま   

      でにお知らせ下さい。

以上

４

編集後記：今年も期待通りの粘り強いチームができ、椎名明星が

進化した姿を全国に知らしめました。今年も IHの応援に行き、椎

名先生がいつも仰っている『BEST8から先は紙一重』を痛感しま

した。『今度こそ！今度こそ！』と頑張る先生と選手達が少しでも

早く頂点に登りつめることを願うばかりです。前副会長の辻さん何

時も楽しいお話有難うございます。前父母会長の立山さんは二人の

お嬢さんを椎名先生に預けた率直な思いを寄稿して下さいました。

椎名先生を応援している全員が同じ思いであることを再認識させ

てくれました。有難うございました。        長野新幹線

フリガナはヘチマ、糸瓜を何故ヘチマと読むの

か知っとる？クイズ好きの中学校同級生から岐

阜弁の電話がありました。漢字表記は糸瓜、訓読

みイトウリのイが略されトウリ、トはイロハ歌の

６字目ヘと８字目チの間にあるのでヘチ間（ヘチ

マ）瓜、さらに略されてヘチマになったという。

嫌な事をヤな事と表記する子供がいる昨今であ

りイが略される件もなるほどと納得した。これを

本稿の題材にしようと IT を覗いたら広く知れわ

たった説であるが俗説だろう、と記載されてい

る。筆勢が少し鈍ったが先に進む。瓜科ヘチマ属、

学名にも採用されている。俗称ではない。原産地

は熱帯アジア、インドとも言われ日本には江戸時

代中期に伝来した。地名や物の名前は先ず呼称が

ありそれに字を当てる事が多い。ヘチマの名で伝

来し果実内の網目状の繊維から糸瓜の字が当て

られたと推定します。今はゴーヤーが一般的です

が以前は日除けとして軒先に植えられていた。江

戸時代に広く普及したようです。黄色の花と細長

い実をご記憶の方も多いでしょう。正月などの娯

楽遊戯のカルタの基のイロハ歌とヘチマを結び

着けて考える先人の粋な計らいに感心します。イ

ロハ歌の作者は柿本人麻呂、優れた歌人であるが

低い官位のまま生涯を終えたと言われる。イロハ

歌を七文字毎に区切りその末尾を並べるとトカ

ナクテシス（科なくて死す）、柿本人麻呂の怨念

が詠み込まれているとして歴史ミステリーを書

いた作家がいます。  

話が逸れました。

ヘチマ野郎；ぶらぶらして役に立たぬ者を罵る

語。罵られるのは男性、女性ではない。実は熟す

ると先が割れ種を振りまく、これを併せるとぶら

ぶらして種を振りまく男になる。

品の良い語ではないが何処にでもあるヘチマ

が伝わり易い例えとして使われたのでしょう。女

性を罵る古い語は「このおたふく！」くらいしか

浮かばない。

古くからセクハラに配慮して

いたか或いは女性蔑視が定着

していたか？今は椎名先生が

ゲーム中に娘ども達を叱咤す

る“このタコ！”が一般的っ

て事でしょう。

ヘチマ水；ヘチマの茎を地上から 30センチ位の

所で切りその茎を瓶などに入れて採る水。化粧水

又は咳止めに用いられる。咳きに悩まされた俳人

正岡子規もその種の句を詠んでいる。私の好きな

句に「百歳の掌（て）に一滴のヘチマ水」がある。

老婆の衰えない身嗜みと女の色気は灰になるま

で、を感じます。

エッ！ イヤもヘチマもあるものか！変な御託並

べてないで、ウインターカップや新人戦の明星バ

スケの応援に行きなさい！って。ハイッわかりま

した。

糸  瓜

      前副会長  辻  哲男


