


ヤット

2010.02.08 Mon
今朝、会社を二時間休んで、遠藤保仁さんに品川のホテルで会ってきました。

病気と闘っている子供にビデオレターとサインをもらいました。代表戦の合間の大変な時にあり

がとう！ワールドカップ優勝目指して頑張れ日本代表、ヤット！
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遠藤オープン

2010.03.17 Wed
アトランタ五輪の１０番、現日本代表の遠藤保仁の兄のアキさんが日本料理の店をオープンしま

した！

開店初日は哲さん、福西さん、本田さん、良香さんのＪリーグ選手ＯＢ会の皆さんとお祝いに行

きました！

料理がとても美味しかったです！
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ふみつぐ

2010.03.21 Sun
先日オープンした遠藤のレセプションも終わり三連休初日だったので、昨晩はふみつぐと夕飯食

べに関内まで出てきました。

ふみつぐはアキさんの横で大満足で寝ちゃいました。来週の土曜日は愛川招待！アキさんはベン

チに入ってくれるんだけど、失礼じゃない？へたれキャプテン大丈夫？
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富士ゼロックス・スーパーカップ

2010.03.27 Sat
ついに今年もＪリーグがスタートします！

昨日の高輪で開催されたＪリーグキックオフカンファレンスも凄かったけど、やはり国立競技場

は素晴らしい！今日は中岡さん、元日本代表主将の柱谷さん、アトランタ五輪代表だった秋葉さ

んと観戦しました！

前座試合で日本高校選抜とＪリーグユース選抜が試合していました。Ｊリーグユース選抜のベン

チには高校サッカー部で一つ下の本吉君がいて指揮をとっていました。が、会うことはできず。

。

スーパーカップは個人的に応援していたヤットがＰＫを外して負けてしまい、鹿島にまたもや優

勝されてしまいました。ヤットはコロコロＰＫやらなかった ヤットでも外すんだね。試合終わ

ったら会う約束していたけど、さすがにすぐに帰りました

ＯＢ会が旗持ちやりました。ご苦労様でした！
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暁星国際

2010.04.03 Sat
神奈川、東京、千葉の少年サッカーチームを１０チームを集めて、暁星国際で一泊二日でサッカ

ーフェスティバルを開催しました。哲さん、良香さんも来てくれました！

暁星国際は素晴らしい環境ですね！

最新の人工芝に全寮制！サッカーと勉強やるのに最高の環境です！

今年度からスタートするアストラコース！

哲さん、良香さんと応援します！

高校サッカー全国制覇目指しましょう！

何と言っても田川校長先生が最高です！
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サカティ

2010.04.07 Wed
マリノスの背番号１１番、ＦＷの坂田選手と遠藤で食事しました。

今週末はセレッソ大阪戦！俊輔も戻って来たし、優勝目指して頑張れ！サカティのゴールを祈っ

ています！
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良香さん

2010.04.09 Fri
今日はお昼に哲さんと良香さんにお会いしましたが時間なくお昼一緒できませんでした

夏の上海との合同キャンプの打ち合わせもしたかったので、仕事が終わってから良香さんのフ

ェリーチェに初めて行ってきました。青山のとても素敵な場所にオフィスはありました。

ブラジルのお土産とユニホームをもらっちゃいました！
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クリニック

2010.04.10 Sat
昨年１２月から始めたクリニック、今日は第１４回目として千葉で開催しました。アキさんを朝

７時に迎えに行き、千葉まで２時間弱かかりました。アキさんは疲れてたのか爆睡（笑）

現地ではもう一人の講師の中西さんが山下さんと待ってました。中西さんはフランスワールドカ

ップの日本代表選手でジェフ市原の元キャプテン。

子供達も大喜び！朝早くからお疲れ様でした！

クリニック後はすぐに戻りましたが、藤沢トレセンのセレクションには間に合わず

かろうじて間に合った選手権は、優勝目指してる我がチームですが、ギリギリＰＫ勝ち トレセ

ン候補が一番多いチームだから午前中で疲れたかな？来週はすっきり勝とうね！でも今日の対戦

相手もとても強く素晴らしいチームでした！
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関東大学サッカーリーグ戦開幕！

2010.04.11 Sun
午前中の練習を終え、午後からは関東大学サッカーの観戦に平塚球技場に来ました。今日はとて

も良い天気、試合開始までの間、子供達とＹコーチは池で大はしゃぎ！

試合会場には高校時代に一緒にインターハイ、選手権に出場した神川さんと公文さんがいました

。

公文さんはベルマーレ立ち上げ当初から中田英寿さんとベルマーレの全盛期を支えてきた中心選

手で、現在はマリノスのスカウト。神川さんは明治大学のサッカー部監督です！前の試合を視察

ですね。
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神川監督率いる明治は昨年、史上初の大学としての天皇杯でのＪ1撃破、インカレ大学日本一と旋
風を巻き起こした！

今日も3-0と法政大学を撃破！水沼さんには法政大学が負けたので声かけれませんでした 第１試

合後にスタンドから哲さんに声かけたら、国士館が負けて険しい顔してたし・・

今日のＭＶＰは明治の久保選手！試合で使ったボールにサインしてもらった物を抽選でＣ君がゲ

ットしました！29日も応援行きます！頑張れ明治！
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箱根離宮

2010.04.18 Sun
昨晩は新宿のホテルに泊まりました。午前中から少年サッカーがある為、早起きして露天風呂

に入ったら、何と雪が降っていました 少し積もっています。先月末にある会社のＳ会長と食事

をご一緒する為に京都に行きましたが、宿泊したウエスティンホテルの周辺はその時は見事な満

開の桜と雪でとても素敵でした が、今朝の雪は何か元気が出ません

昼過ぎに京都をご一緒したＳ会長さん達から連絡を頂きました。遠藤アキさんが店をオープンし

て一ヶ月、サッカーとお店と大変だからリフレッシュさせてあげようと言う企画です。もちろん

行きました 仲良しのＫさん、Ｍ社長も一緒です。皆でＭ社長の指導による長時間に渡るエアロ

ビクス？テレビのスポーツニュースではちょうど、先日一緒に食事したサカティがゴールを決め

マリノスが1-0で勝ったシーンも流れ、盛り上がりました！
アキさんがとても楽しんでいたので良かったです！

宿泊したのは先月できた？エクシブ箱根離宮。とても素敵なホテルでした。皆さんも機会があれ

ば是非！
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城彰二さん

2010.04.19 Mon
今日は夕方から元日本代表の城彰二さんをお招きしたサッカークリニックを藤沢で開催しました

。この企画は長田社長が企画してくれたものです。今後、地域の子供達にMONDAY Schoolとして
月二回、城さんをメインとした元日本代表選手を講師として開催するクリニックのトライアルと

して実施したものです。息子のふみつぐも今日はマリノスの練習がありましたが、城さんのスク

ールに参加！直接指導され感激していました

城さんはクリニック終了後に、自分のＤＶＤにサインをして参加してた子供達にプレゼントして

くれました。ありがとう、城さん！

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10512469587-10503773711.html


長田社長は湘南地区の少年サッカーやベルマーレを応援して下さっており、カレッジリーグの社

長として、ベルマーレのユニフォームでもあるイタリアのスポーツブランド｢A-LINE｣の日本総代
理店エーラインジャポネスポーツとしても有名です。今回も地域の活性化の為に企画してくれま

した。長田さんのチーム、ＦＣ湘南ミラネーゼは藤沢でも最高のチームです！私もミラネーゼ、

長田社長、城さんを応援します！

城さんは昨日まで私と一緒に箱根に行っていた遠藤アキさんとは鹿児島実業からの同級生で共に

マリノスでもプレーし、アトランタ五輪でも、ブラジルを撃破したマイアミの奇跡を起こした時

のメンバーで、フランスワールドカップにもカズさんの代わりに日本のエースとして、レギュラ

ーとして出場した選手です！スペインでも活躍していました。

夜は城さん、長田社長と食事しました。お二人ともサッカーを真剣に考えてくれています。Ｊリ

ーグＯＢクリニックにも一度来て頂きたいですね！
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アキさん、城さんのアトランタ五輪世代と言えば、今日は良香さんからも電話頂き、食事に誘っ

てもらいました アトランタ世代の皆さんは本当にハートが熱く、魅力ある方ばかりです！私は

毎回元気をもらっています！ありがとう

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10512469587-10503702576.html


ＧＵＡＲＤ ＳＨＯＰ

2010.04.20 Tue
今日はふみつぐが近所の公民館で月１回の太鼓の稽古でした 太鼓の先生は私の友人の美人社長

のまーちゃん

夏祭りに向けてふみつぐも一生懸命太鼓を叩いてました

稽古が終わった後はまーちゃんと、S会長と、家内とふみつぐでS会長のお店に食事に行きました

辻堂海岸近くの湘南工科大前にある｢GUARD SHOP｣です

お店の１階は南国トロピカルな雰囲気の広々としたレストラン ２階はアパレル関連を販売して

いるお店です

メニューは豊富で何を食べても本当に美味しいです

特にハンバーグ

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10514791219-10506650359.html


これからの季節は癖になりそうなお店です

是非、一度行ってみて下さい。



暁星国際サマーカップ2010開催決定！

2010.04.23 Fri
暁星国際サマーカップ2010の開催が決定しました

昨年夏、この春と実施したトライアルを経て、ついに正式に暁星国際カップを開催します

サッカーを愛する少年・少女が、元日本代表の一流アスリートと同じ時間、同じ空間を共有する

ことにより新しい世界を感じてくれて、子供達の人間形成の一助となればとの思いから、暁星国

際学園の田川校長先生の協力を得て、フェリーチェ代表の松原良香さんと山下さんと企画しまし

た

詳細はフェリーチェＦＣのホームページをご覧下さい！以下の案内チラシがダウンロードできま

す

この大会には上海で500人近い日本人の生徒を抱えており、少年サッカー関係では、中国の窓口
となっている私の知人のＮ社長も上海のクラブの子供を連れて来てくれることになっています！

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10516218151-10508907138.html


松原良香さん、柱谷哲二さん、松木安太郎さん、遠藤彰弘さん、福西崇史さんも参加予定です

春は暁星国際学園の千本近い満開の桜がとても綺麗でしたが、夏はカブトムシがとれたり、夜は

花火大会やったりと子供達がまた喜んでくれると思います

うちのチームはもちろん参加予定です

皆さんのチームも宜しければ、是非ご参加下さい！

二泊三日、暁星国際学園で楽しい時間を一緒に過ごしましょう！

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10516218151-10508907134.html


ＪＯ MONDAY School

2010.04.26 Mon
本日は城さんをお招きしたサッカースクールのトライアル最終回でした！

交流がある藤沢市内チームに紹介させてもらったところ、多くの子供達が集まってくれました！

５月以降、ＪＯ MONDAY Schoolとして月に二回実施することが確定しました

対象は小学生の六年生、五年生。

時間はＡタイムが17：15〜18：45、Ｂタイムが19：00〜20：30です。

代表経験がある城さん！フランスＷ杯、アトランタ五輪、スペイン等での経験がある城さんが直

接指導してくれるスクールが藤沢にあるなんて、素晴らしいことです

スクールのグランドは専用グランドでナイター設備もシャワーもあります。

グランドは夏には人工芝にする予定です
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そんな環境で城さん自らの指導！最高ですね

練習後もコーチ陣を集めて城さんは熱心にミーティングをしていました。

長田社長から、城スクールのウェアを渡されました

時間がある時はお手伝いします 城さんのアシスタントできるようにトレーニングしなくては

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10518388803-10513405324.html
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スクール終了後に長田社長、城さんと食事して、お話しを聞いて、またあらためてお二人の思い

に共鳴しました

今後、自分のチーム、ＪリーグＯＢ会、良香さんとの暁星国際、アキさんとの上海サッカー、協

会等色々ありますが、城さん、長田社長と一緒にミラネーゼを受け皿として、藤沢のジュニア、

ジュニアユースの活性化を推進したいと思います

自分の仕事も頑張ります

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10518388803-10513405319.html


明治大学開幕４連勝！単独首位

2010.04.29 Thu
寝たのは三時間前

朝６時に起床して今日は厚木市立玉川小学校まで試合に行って来ました

対戦相手は厚木地区の強豪ハリマオSCと若宮SC！
先週のシゴキがかなり効いたのか？今日は負けなし

変則試合でしたが３戦全勝でした

試合終了後はすぐに平塚に子供達と移動

関東大学リーグの第４節。もちろん、神川君が監督やってる明治大学の応援です。先週はエース

山田の負傷退場があったものの、哲さん率いる国士館にも勝利して、現在３連勝で単独首位

今日の相手は拓殖大学。

前半、早いタイミングで丸山のフリーキックで先制 ハーフタイム締め切りのＭＶＰ投票はうち

のチームはほとんどが丸山

後半は圧巻でした！久保のハットトリックで4-0の圧勝 このまま、今シーズンは全タイトルを制

覇して欲しいですね

ベルマーレ、アルディージャ、そして明治大学を子供達と今年も応援します！
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試合終了後のＭＶＰ投票者抽選のプレゼントは開幕戦から平塚会場は二回連続でうちのチームが

当選

うちの組織票によりＭＶＰは丸山選手 Ｎ君は丸山選手がサインしてくれた、試合で使用したボ

ールをもらって喜んでいました

開幕４連勝、単独首位

三日も子供達と応援に行きます！５連勝目指して頑張れ、明治大学
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佐藤勇人さん

2010.04.30 Fri
今日は、少年サッカー、大学サッカーと朝から本当に疲れました

コーチも二人だったので、久しぶりにレフリーもやって

でも、Ｊリーガーの方々はもっと大変ですよね！

今日は栃木で栃木ＳＣと試合を終えた、ジェフ市原の佐藤勇人さんが恵比寿まで出て来てくれた

ので、私も藤沢から頑張って恵比寿にご飯食べに行って来ました！

良香さんと勇人さんと3人で食事しました

勇人さんは双子のお兄さん！弟はサンフレッチェ広島で、日本代表の寿人さんです！

Ｊリーグ史上初の双子の選手で、2006年のアジアカップ予選では日本サッカー史上初となる「双
子選手の国際Ａマッチ同時出場」を実現させた兄弟です

イケメンで、気持ちも綺麗な好青年でした！

奥さんはモデルの松本ステファニーさん！超美人です！３ヶ月になる息子さんもいて・・羨まし

い



勇人さんの試合は同点、逆転としながらも・・・82分に失点でドロー　
勝たなければならない試合だったと悔やんでしました。

肉体的にも精神的にもとても疲れていたと思いますが、私にはとても楽しい時間を与えてくれま

した。ありがとうございました

優勝目指して頑張って下さい 今度は良香さんとジェフの試合を応援に行きますね
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暁星国際Ｎｅｗユニホーム

2010.04.30 Fri
そうそう、良香さんから新しく出来た暁星国際のユニフォームを渡されました

今年度から出来た暁星国際のアストラ・インターナショナルコース

サッカー、英語、人間教育を３大要素とした全寮制のコースです

もちろん、サッカーは全国制覇が目標です

良香さんがサッカー部総括責任者、柱谷哲二さんがテクニカルアドバイザーです

私もこのユニフォームを着て、今年の夏は暁星国際で頑張ります

一緒に頑張りましょうね！山下さん、篠崎さん

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10521805190-10518442737.html


めぐっちょ

2010.04.30 Fri
親友のめぐっちょ、健ちゃん、橋本さんと遠藤行きました

橋本さんは中学サッカー部の大先輩です。藤沢では有名な方

橋本さんも兄弟でサッカーやっていて、高校時代は日本人プロ１号の奥寺さんと一緒にやってい

ました 弟さんは高校時代に日本代表でした

橋本さんも地域とサッカーに大きく貢献されています！

橋本さんは、会社でベルマーレのスポンサーやってくれたり、八松サッカー少年団の団長をやっ

ていたり、他にジュニアユースチームも運営しています。

某大企業の次期社長である健ちゃんも私の親友です 今度、ご紹介します

「遠藤」の社長のアキさんも近々にご紹介します  

親友のめぐっちょはレースクイーンでデビューして、現在はテレビキャスターとしても頑張って
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います。マリノスのリポーターもやっています！比嘉めぐみです！応援して下さい

もうすぐワールドカップですね！ヤットは日本のエースとして代表当確だろうけれど、今の代表

には何か元気がないように感じてしまいます・・

お兄ちゃんも「遠藤」オープンさせて頑張っているんだから、ヤットも代表で、更に飛躍して

頑張って下さい

やはり遠藤は美味しくて、最高です！

関内の日本料理「遠藤」是非、皆さんもお越し下さい！
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田代

2010.05.02 Sun
ゴールデンウィーク突入ですね

今年はオールサッカー

うちのチームは現在、藤沢市選手権のベスト８に残っていますが、連休明けから準々決勝が始

まり、決勝の翌日は全日本選手権の県予選が始まります

この連休だけは私も自分のチームを最優先します

お母さん達も無謀な計画を快諾してくださり、メンバー全員が連休中は休みなく朝から夜までサ

ッカーです

連休中は横浜・Ｆマリノス、湘南ベルマーレ等の県内強豪と計２０試合以上をこなす予定です。

メンバーは６年生が１３名しかいないので、５年生を３名借りています。

５年生のエース、しょうま君のお父さんのご実家は袋田の滝の対岸にある茶店「三六亭」 朝香

宮殿下、三笠宮殿下も訪れたという名所です！

味噌田楽、けんちんそば等々、料理も場所も最高です！皆さんも是非、行ってみて下さい！

そんなことから、ご両親は連休中はご実家のお手伝いに行かれるので、しょうま君はうちで合宿

することになりました

夜はＳ会長と辻堂の｢田代｣に行きました。

蟹がとても美味しいです



蟹がたくさんいます

河豚も美味しかったです 寝てました
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明日も頑張ります
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健太郎&真奈美

2010.05.03 Mon
本日の戦績は1勝2敗2分

湘南ベルマーレ、リトルジャンボはやはり強い、強すぎる！間違いなく県でベスト４にはいるチ

ームです。クラブチームと私レベルが片手間で指導している差ですかね？

子供達は頑張ってくれました 得点差は僅差でした。作戦盤蹴られて、ようやくエンジンかかっ

たけどね

しょうま君の合宿二日目 夜は家族とＳ会長と県会議員のＧさんとＳ会長のお店、辻堂のガード

で美味しい料理を頂きました

ちなみにしょうま君はお兄ちゃんが「たいし」、弟が「まやと」お父さんが名前でしりとりでき

るようにつけたそうです。３人で終わってますが・・・

ガードのご飯は本当に美味しいです

家内が好きな湘南丼



杏里紗が好きなパスタ

ふみつぐが好きなハンバーグ
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我が家にとって、ありがたいお店です

今日は他に某企業の次期社長、健太郎ちゃんもいました
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真奈美社長も一緒でした 藤沢の法華ホテル内、ファイテンショップよろしくです

アキさんは、キャプテン翼の高橋陽一さんとトークショーで来れませんでした。間に合いません

でした 次回は子供達とアキさん、高橋さんとご飯食べたいです

高橋さんのサインはキャプテン翼の似顔絵なんですよ 短時間での似顔絵サイン。凄いです

明日は少年サッカー、大学サッカー、そして玉寿司です
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明治四天王

2010.05.04 Tue
本日の戦績は1勝1敗1分

試合終了後、子供達を連れて関東大学リーグ第5節の明治大学の応援に行きました

今日の対戦相手は神奈川大学。神川監督のご両親、お兄さんもご一緒でしたが、お父さんが明治

は出来過ぎだと笑顔でお話ししてくれたとおり、明治は未だ無失点、全勝の単独首位

結果は一方的に攻めながらも、アンラッキーな失点があり、1-1のドローでした。首位は変わりま
せんが、勝てた試合を落としました

今年の明治は昨年からメンバーがほとんど変わってません。若手の台頭もあり更に進化していま

す 春にはスペイン遠征にも行きました。二年生の三田君はオファーがあり、夏にはスペインに

留学します
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私が好きで期待している。四年生は四人います

背番号11番、久保君！久保君は勇人さんのチーム、ジェフ市原と特別指定選手の契約をして既に
活躍しています

背番号7番、小林君！
小林君は来年はおそらくジュビロ磐田で活躍するでしょう

背番号１０番、山田君！大学サッカー界のスターです おそらく来年は鹿島アントラーズ？だと

私は思います

背番号9番、山本君！
山本君は来年は某テレビ局のアナウンサーに内定しています

四人は毎回、私が連れて行く子供達に快くサインくれます

子供達は大喜びです



今日の夕飯は玉寿司 我が家から徒歩１分  

玉寿司の大将の息子もサッカーやっています！

湘南ベルマーレの選手が良く来ます。他に徳光アナウンサー、中居さんも来るお店です。とても

美味しいですよ 徳光さんの息子とは幼稚園一緒でした  

しょうまとふみつぐもも大満足！
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玉寿司名物、ジャンボ穴子。最高です

大トロの炙り握りも
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時の人

2010.05.05 Wed
本日の戦績は2勝1敗2分  

今日は横浜Ｆ・マリノスとも対戦しました

引き分けでした

横浜ジュニオールには勝ちました 頑張りました！

全８チームでフレンドリーマッチを開催！

さすがに四日目、疲れてきました しかし、招待するチームの子供、関係者が喜んでくれる笑顔

をみると私も頑張れます！

しかも、長田社長がサプライズで登場 現場視察に来てくれました

エーラインを使っている湘南ベルマーレの試合にもご多忙でなかなか観戦に行けないのに、私が

主催の小学生のフレンドリーマッチにわざわざ東京から、平塚まで観戦に来てくれました

夜は長田社長と、食事しました サッカーについて熱い議論をかわしました

長田社長にアキさんご紹介しました

時の人①

友人のアキさん



アキさん関連の記事がこの日、スポーツ新聞の一面に大きく出ました

アキさんは複雑な心境でした

日本料理遠藤の社長、元日本代表、アキさんです

弟はガンバ大阪キャプテン、現日本代表のエース、遠藤保仁さんです

時の人②

友人の理香さん

ベルマーレ、長田社長のサポーターです。時の人です 湘南一の美女です

時の人③

友人の長田明史さん

凄い人

カレッジリーグの社長です。

最近、特に親しくさせてもらってます

城さんのスクール一緒にやってます

これから、サッカー関係、一緒に頑張ります



長田社長については、またご紹介します

凄いです

まんさくさん
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キャンプ終了

2010.05.06 Thu
最終日、本日の戦績は・・

６戦６勝

今日でキャンプは無事終了しました

真っ黒に日焼けしてしまいました

五日間で２３試合。朝から晩までサッカー！夜は体育館でフットサル。やらせすぎました

まあ、六年生の最初にこのくらいの地獄を味わっておくのも良いでしょう

サッカー技術の向上だけでなく、この五日間は子供達の人間形成の上でも大きな意義があったと

思います

また、苦しくて、自分に情けなくて泣いた子供は十人以上はいたかもしれませんが 誰も怪我せ

ずに五日間を乗り切れたことが何より良かったです

本当にみんな頑張りましたね

協力してくれたお母さん、お父さん、ありがとうございました

夜はアキさんから夕食誘われました 辻堂まで来てくれました。健太郎ちゃん、真奈美ちゃんも

ご一緒しました



全員集合！

2010.05.07 Fri
今日から仕事でした

新橋に朝9時

頭を切り替えて頑張ります

子供達にはサッカーを通じて礼儀作法、勉学に取り組む集中力等を養うんだ と言っています

私もサッカーを通じた人間交流等から、本業の仕事でも、人間としても更に進化できるよう色々

学んでいるつもりです！

サッカー以上に仕事は頑張らねば！！

夕方、横浜関内の日本料理「遠藤」で会食がありました

色々な方が遠藤に集まってました

横浜ジュニオールの監督、西条さん。

西条さんは小学生、中学生、高校生と全てのカテゴリーで日本一を経験しており、大学生の時は

ユニバーシアード日本代表でした



アキさんとは１８年前の全国高校サッカー選手権大会の準決勝で鹿実、清商で対戦して以来の再

会だったようです

良香 さん、 アキ さん

アトランタ五輪、マイアミの奇跡のメンバーです
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奥寺康彦 さん

横浜ＦＣ、取締役会長。

日本人プロ第一号として、ドイツ、ブンデスリーガーで活躍されたました 日本サッカー界にお

いては神様的な存在です
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礒貝洋光さん

元日本代表、元ガンバ大阪の天才サッカー選手

現在はプロゴルファーです！

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10527369535-10530028435.html


遠藤で食事した後は、良香さん、アキさんと藤沢に行って長田社長、理香さんとミーティングし

ました

少年サッカー、神奈川地域サッカー、そしてＪリーグまで色々と実のある話ができました

明日は体育館で19時からフットサル！

明後日はいよいよ、藤沢市選手権の準々決勝！

明々後日は第17回Ｊ－ＯＢフットボールクリニック！

講師は元マリノス、日本代表の小村徳男さん
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元ベルディ、日本代表の山口貴之さん  

仕事とサッカー頑張ります

そういえば、今日も遠藤彰弘氏は一緒でした。三日連続です 四日の報道以来、アキさんは色々

思うことあるようです



ＡーＬＩＮＥ

2010.05.08 Sat
イタリアのスポーツブランド、ＡーＬＩＮＥ

私のお気に入りです

イタリア半島の西に浮かぶ、地中海第2の大きさを誇る島｢サルディーニャ島｣に本拠地を置くエー
ライン社

長田社長のカレッジリーグが日本国内の全ての企画・製造・販売権を持ち、2007年に日本上陸

サッカーでも、プライベートのお出かけでも、何でもオッケー

湘南ベルマーレ、ザスパ草津、バスケットの埼玉ブロンコス、ライジング福岡のオフィシャルサ

プライヤーでもあります

長田社長はイタリアのサルディーニャ島に似たこの湘南エリアも、同様に皆が当たり前のよう

にエーラインを着ている、エーラインを愛してくれるようにしたいと頑張っていらっしゃいます

私もエーラインを応援します！

エーラインしか着ません



あっ、選手の方々から頂いたり物や、チームユニホームは別ですが

アキさん、城さんもこれからはエーライン着てくださいね

長田社長にコーディネートしてもらった、これからの季節にマッチしたウェアをご紹介します

Ｔシャツ、オシャレでしょ サッカーでも、ジーンズでもいけます

ソックス。プロ選手も愛用。機能に優れています
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ピステ。半袖です！普通のスポーツブランド、ショップではなかなか見たことがないオシャレな

物です
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黒い生地にゴールドのＡーＬＩＮＥロゴ！これがイチ押しです

皆さんも、ＡーＬＩＮＥを一着持って下さい

やみつきになるはずです

今日のサッカーは・・・

午前中は藤沢トレセンの選考会でした。

150名から40名を選出します 選ばれたいと子供達も必死ですが、選ぶ側も大変です

午後は藤沢市の選手権の準々決勝でした。
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うちのチームは当然勝ちました

来週はついに準決勝、決勝です

頑張ります



第17回ＪーＯＢクリニック

2010.05.09 Sun
今日も快晴

久しぶりのＪーＯＢクリニック

ふみつぐも見学で連れて来ました

会場は川崎市立南原小学校です。

講師は小村徳男さん

元横浜Ｆ・マリノス、元日本代表でフランスＷ杯にも出場されています
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山口貴之さん

元ヴェルディ、Ｕー17からＵー22の日本代表でした
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松原良香さん

アトランタ五輪、マイアミの奇跡、良香さんです

今回のクリニック参加者は60名と今までで一番多く、しかも幼稚園から小学校六年生までが対
象だったので講師は大変でした

最後のサイン会も大忙し 幼稚園の子供は講師の価値が分からないと思うけど
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クリニックの帰りは少し遠回りして、東名の海老名サービスエリアに寄って来ました

名物①

高座豚のメンチカツ丼

名物②

鯵丸ごと唐揚げ
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名物③

ぽるとがるのプレミアムメロンパン
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何故か？ポテりこ

帰りは何時も行く、藤沢の湯の市に行きました

うちのミストサウナと大違い！湯の市のサウナは最高です

高濃度炭酸泉が大人気です！

今日はＪ2ではジェフの勇人さんが先制点をあげたようですが、追いつかれ引き分け 単独２位は

変わらず、Ｊ１昇格圏内ではありますが、早く優勝決めてＪ１に帰って来て欲しいですね

頑張れ、勇人

Ｊ１ではマリノスは勝ったけど、ベルマーレとアルディージャがまずい！非常にヤバい
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絶対残留ですからね！ 頼みますよ！真壁社長、渡邊社長



城スクール始動！Ｗ杯メンバー発表！

2010.05.11 Tue
JO MONDAY 
SOCCER SCHOOL

本格的に始動しました

Ａタイムが１７：１５〜

Ｂタイムが１９：００〜

本日に限っては城さんが｢世界まる見え｣の撮影がありＢタイムのみの実施となりました。

月末の特番に出演するようです

鹿児島実業、ジェフ、横浜Ｆ・マリノス、スペイン等での経験

フランスＷ杯、アトランタ五輪メンバーだった実力  

名前貸しのスクールは多くあるけれど、城さんのような有名スター選手が自ら指導するスクール

は本当に珍しいです

しかも、藤沢でやってくれるとは



長田社長、城さんに本当に感謝です

ふみつぐはもちろん、うちのチームや市内外のチームからも多くの子供がスクール生として参加

してます。

父兄の方々も、熱心に大勢の方が見学されていました

うちのチームの主力選手、たくみ君のお母さんも来てくれました

有名な美人お母さんです
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１年間、城さんの指導をしっかり受けて、Ｊリーガを目指して頑張って欲しいですね

Ｊリーガになることがゴールではなく、目指すことによるプロセスで得られる礼儀、仲間を想う

気持ち、大人を敬う気持ち、負けないハートをしっかりと醸成して欲しいと願います

城さんのスクールで頑張ればきっと皆の夢は叶うと思います

スクール終了後は城さん、長田社長、スタッフ達と食事しました

城さんの中学生からの生き様をあらためて聞きました

やはり凄い方です

頭もとても良い方だと感心してしまいました！
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ところで、Ｗ杯のメンバー発表がありましたが・・・・

ヤットも俊輔も選ばれ一安心ですが、外れた選手の想いをしっかりと引継ぎ頑張って下さいね

アキさんの弟、ヤットは最近、調子がイマイチとの声もありますが、代表の不動のエースです

よね！やっぱり

来週のベルマーレ戦では平塚でお会いする予定です！

ガンバを応援する訳には行きませんが、個人的にはヤットを応援しますね！

次回も頑張りましょう！！

城さん、スタッフの皆さん、ミーティング楽しみにしています

子供達の人間形成の一助となれるよう、頑張りましょう



マリノス・イケメン三人衆

2010.05.12 Wed
先週、土曜日に浦和レッズをアウェー戦で3－2と撃破

現在6位の横浜F・マリノス

今日はマリノスの主力選手のイケメン3人と一緒に食事をしました

サカティ

先日もご紹介しました。背番号１１番、FWです

波戸ちゃん

大宮アルディージャに去年までいました。ふみつぐが一生懸命応援していました ポジション

はDF
日本代表経験ありです  
レギュラーとしてトルシエさんの時に活躍していました。34歳ですが、まだまだ頑張っています

 

大樹

ポジションはゴールキーパーです！ふみつぐと同じです！歳は23歳、若い 私より20も若いです
 



超イケメンです  

私はその頃はまだ学生でした

大樹はマリノスのゴールマウスを守っているんだから、凄いよね

現役の選手と会うと何時も言います。

三年後、五年後、十年後の自分をしっかりイメージして欲しいと

余計なことかもしれませんが
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ただ、今は全身全霊をかけてサッカー頑張って欲しいです

子供達に、世の中に、夢と元気を与えて下さい

話しは変わりますが・・

世間は狭いですねえ〜

①昨日食事した城さんと私の隣で食事している波戸ちゃんは何時間か前に電話で話してたそうで

す

その後、偶然にも城さんとお電話しましたが、横に波戸ちゃんがいることに城さんも驚いていま

した

②波戸ちゃんの隣で食事をしていたサカティ。そのサカティの後ろにいたお客さんは・・

偶然にもサカティと同じマンションの方で、毎朝同じ時間に、隣同士の駐車場からマンションを

出てくる方だったようです

③そんなことに驚いている時に長田社長から電話頂きました

長田社長はこれまた偶然、アキさんの事務所の社長と一緒に食事を渋谷でしていたようです

そこでお二人は私の話で盛り上がっていたと



④更にはその後ろの席で、私のことを話している方がいるけれど、誰だろう？？と・・・と長田

社長は気になっていたようです

その後ろの方からも私に電話が入りました 内容は長田社長の電話と同じでした

後ろにいた方はドリームエッグスの社長の椎橋さんでした！

椎橋さんとはサッカー等で色々と懇意にさせて頂いています。

昨日、椎橋さんからはＫ－１の企画等を始めることになったからと、久しぶりにお電話頂いたば

かりでした。

結局、お二人はお話できなかったようですが、次回は私が入って皆さんとご一緒することにしま

す

長田社長、明日からの韓国頑張ってくださいね

サッカーに何らかの形で携わっている方々が沢山いてくれます これからも、多くの方のパワー

をお借りして、サッカー界の活性化、子供達の育成に少しでも寄与できれば幸せです



選手権決勝！

2010.05.15 Sat
ついに、藤沢選手権大会の準決勝・決勝の日を迎えました

1年間、この日の為に頑張ってきました

藤沢３５チームの頂点を目指して

この大会の優勝、準優勝チームは神奈川のチャンピオンシップ、読売大会、市外の大会と多くの

権利を獲得することができます

準決勝は勝ちましたが、決勝は惜しくも負けてしまいました

相手は四年生の時に神奈川県大会でベスト４に入った藤沢ＦＣでした。

市内公式戦、練習試合では何時も勝っていたんですが・・

終始、試合を支配していましたが、勝つことはできませんでした

相手チームも良く頑張ってました！特にキーパーがファインセーブ連発してました



残念でしたが、子供達もコーチ達も悔いはなかったと思います

子供達は本当に今まで頑張ってくれました！

遊ぶこと、ゲームすること等を全員が我慢して、連休も休みなく朝から晩までサッカーと勉強だ

けをやってきました

結果は別として、ここまでやり抜いた子供達を誇りに思うし、褒めてあげたいです

まだ、小学生の6年生ですが、今まで本当に苦しい思いをして頑張ってきました

全員が一度は私に泣かされたと思います ふみつぐは負けた責任をとり、五厘刈にもなったこと

がありましたね

4年生の時は人数が揃わずに、1年生までを入れて戦っていましたね

その結果が優勝は逃したけれど、準優勝で大会権利を獲得すると言う成果を創出したんだと思い

ます

これからの人間形成上に大きなプラス要因になったことと信じています



明日からは、全日本少年サッカー大会の神奈川地区予選が始まります！

サッカー選手として、人間として更に飛躍できるようにこれからも頑張りましょう！

ふみつぐ、その涙を忘れるな

厳しく、楽しく、ジュニアユースにつながるようなサッカー指導をこれからはしていきたいと思

います

もちろん、多くの方の協力を頂いて
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皆さん、宜しくお願いしますね



小牧君

2010.05.16 Sun
本日も日本料理「遠藤」にやってきました

ニューヨークで、ある会社の社長をされているＳさん ハワイで日本人の子供向けにサッカー

スクールを提供したりもしています

Ｓさんは私と同じ歳です。Ｔ高校サッカー部でした

高校2年生の時のインターハイでうちの高校とベスト１６で対戦したチームです  

あの時は名古屋でしたが本当に暑く、私は痛み止めの注射を打っての出場で、延長で1－2と負け
たことを今でも覚えています

元ジェフ市原キャプテン、日本代表としてフランスＷ杯、アトランタ五輪に出場した中西永輔さ

ん

サッカー以上に釣りが得意 釣り雑誌にコラム掲載しています

おなじみ、マリノスサカティは奥さんと一緒でした １月に式挙げたばかりの新婚さんです

そして小牧君



鹿児島、小牧醸造の小牧君です！｢小牧｣、｢伊勢吉どん｣、｢一刻者｣等の美味しいブランドを沢

山持っている酒蔵です

芋焼酎は小牧醸造でお願いします

イケメンの小牧君と６月から新発売する｢一尚｣
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全日本少年サッカー大会開幕

2010.05.16 Sun
全日本少年サッカー大会、神奈川地区予選が開幕しました

私が小学生の時はベスト８で延長で敗れました

それ以上を目指して頑張りましょう

初日は小田原球技場まで行ってきました

１回戦はシード、２回戦は茅ヶ崎の仲良しチームの小和田ＳＣさんでした

５００チーム以上あるのに、なんでここで当たってしまうのだろう？

でも、他のブロックをみるとマリノスとバディ フロンターレとリトルジャンボ いきなり優勝

候補があたるブロックもありますから仕方ないでしょう

昨日の準優勝で気が抜けてしまっているかと思いきや、昨日とおり頑張ってくれました  

来週は地区大会の決勝まであります。次の対戦相手は足柄さん



優勝候補にあがる競合チームです

胸を借りるつもりで頑張りましょう

今回は県内５００チーム以上が集まる大会

スポンサー企業、サッカー協会のバックアップもありますが、会場設営、子供達の引率をするお

母さん、車を出すお父さん、コーチ、その他多くの方のボランティアでの協力があるからこそ、

こんな素晴らしい大会ができるんですよね

本当に感謝です！サッカーをする全ての子供はその環境で、サッカーだけでなく勉強も頑張って

欲しいですね

子供には勉強をする義務と権利があります

しっかりと勉強もして、礼儀も身に付け、立派な人間になって欲しいものです



ありがとうヤット、頑張れヤット！

2010.05.18 Tue
昨日の平塚競技場は湘南ベルマーレ　ＶＳ　ガンバ大阪  

年間シートを購入したものの、今シーズンは少年サッカーでまだ一度も行けていませんでした

19時キックオフになったので、ようやく行けることになりました

小牧醸造の小牧君とヤットのお兄さんのアキさんも家族と一緒に行きました

りかさん、ニューヨークのＳさん夫妻も一緒でした

また、個人的には今回のゲームは特別な想いがあります！
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長田社長、ベルマーレにも協力してもらいました！

トレセンのコーチとして指導していた子供が去年の夏にある病で入院してしまいました

その子供の夢は早くサッカーができるようになって、大人になったら少年サッカーのコーチにな

ること

何とか勇気を与えて頑張ってもらいたいと言うことで、今年初めからＪ－ＯＢの皆さんにもご協

力頂き、ビデオレター、サインを頂きました  

一番好きな選手は日本代表のエース、遠藤保仁

今年の２月にもらった、ヤットのビデオレターで、「元気になってガンバの試合を観に来てね！

」と言う励ましの言葉があったんですが、正直辛いだろうと思っていました  

しかし、皆さんが勇気を与えてくれたおかげで、この連休から退院して家に帰ってこれました

まだまだ、病気と闘っていかなければならない状況ですが、更に元気になってもらおうと言うこ

とで、今回平塚でガンバとベルマーレが試合することから、皆さんにご協力をもらいました



試合は3－1で、ガンバの勝利でした。

試合終了後は、ヤットも来てくれて、励ましの温かい言葉をくれました！

長田社長、アキさん、ヤット、本当にありがとうございました

夢は叶う！病気は必ず治る！頑張れ！

試合開始前のピッチ入場時にお兄さんのアキさんとヤットと写真撮れました
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もうすぐワールドカップです

日本のエースとして、日本のために、子供達に夢与えるために、サッカー界のために頑張れヤッ

ト



ヤット、コロコロPK禁止？

2010.05.21 Fri
ヤット、コロコロPK禁止？南アフリカ杯でルール厳格化！

大変だ！と言うことで、渋谷｢ベルマッシュ｣に長田社長、ヤットのお兄さんのアトランタ五輪の

背番号10番、アキさんと集合しました

国際サッカー評議会が、スイスの会合でPKのフェイントについてルール適用の厳格化を決定しま
した

PKを蹴る直前に止まる等のフェイントは禁止！破ればイエローカード

ただ、ヤットのPKはフェイントは入れていない！天才だからこそできる、ゴールキーパーの動き
を最後まで見て蹴るシュート

代表の中ではヤットのPKは成功率が極めて高い

コロコロPKが使えるかどうかは日本代表にとっては死活問題です！

ただ、みんなで議論した結果、コロコロＰＫは問題なし



と言う結論に到りました

頑張ってね、ヤット

ベルマッシュ、美味しかったです

また、行きます



健太郎バースデー

2010.05.22 Sat
健太郎ちゃんの誕生日会やりました 遠藤でやりました

一昨日が誕生日だったのですが、仕事で忙しく本日になりました

遅くなってすみません アキさん、真奈美社長と祝いました

このチーズケーキはとても美味しかった
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今さらですが、遠藤のホームページアップしましたので、ご覧下さい！

友人の若村社長にお願いして作成してもらいました

http://www.yokohama-endo.com/

是非一度、お越し下さい

遠藤の後は藤沢に移動して、長田社長、りかさんとお祝いしました

健太郎ちゃんは小さい頃、少年サッカーをやっていましたが背番号７２を渡され辞めてしまいま

した
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自分が続けられなかった分を現在は一生懸命にマリノス、少年サッカーを応援してくれています

良い人です

先週の藤沢市選手権には会社の人と応援に来てくれて、子供達に差し入れもしてくれました

今度、遠征用のバスも購入してくれるみたいです



遠藤彰弘サッカークリニック

2010.05.22 Sat
うちのチームと仲良しのＦＣ六会湘南台さんは予定通り、明日は全日本の神奈川地区予選の準

決勝、決勝に臨みます

遠藤彰弘、アキさんにお願いしてクリニックをやってもらいました

昨日はアキさんと健太郎ちゃんは辻堂に泊まったので、朝はふみつぐと四人で一緒に行きました

マイアミの奇跡！アトランタ五輪でブラジルを撃破したアキさんにデモンストレーションを多く

取り入れた質の高いクリニックをやってもらいました  

健太郎ちゃんもアシスタントとして、ゴールキーパーやって手伝ってくれましたが、アキさん

のシュート止めて手を痛めて、すぐに逃げ出しました



クリニックの後は遠藤塾の子供達と試合やりました。さすが遠藤塾！上手かったです

引き分けました

監督としてアキさんと初めて、対決しました
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明日は両チームとも頑張ろう！

来月掲載予定の雑誌の撮影もアキさんと一緒にやりました！

また、ご紹介します

今日はこれから、アキさん、良香さん達と横浜で食事です

疲れました
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良香さんＳ級ライセンス取得！

2010.05.23 Sun
Ｓ級ライセンス

サッカー選手がＪリーグチームの監督になる為に必要な資格です

日本代表選手であっても、かなりの時間とお金をかけて、海外研修に行ったり等、とても大変な

思いをしてやっと取得できるものです

その資格を良香さんが取得しました おめでとうございます  

と言うことで、本日も遠藤でお祝い

良香さん、アキさん、そして鹿児島から小牧君、ニューヨークからＳ社長、ハワイからＨ社長が

参加して、一緒にお祝いしました

近い将来、良香さん、城さん達がＪチームの監督になることを楽しみにしています

で、哲さんが代表監督になれば最高なんだけれど



そうそう、アキさんと辻堂から横浜に向かう時、上り電車が辻堂停まりませんでした

辻堂駅

大きくなるんです

新しいホームを造る工事でした

今日は父の三回忌、アキさんのクリニック、練習試合等もあり大変でした

これから、明日の試合のためにスカウティング
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雑誌に掲載するコメント作って・・

眠い

朝はある友人二人にはめられて・・

こんなこともあったから

愛車が

後ろも
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これ以上は公開できませんが、大変な一日でした

明日はきっと良いことあるね

ふみつぐ達が地区予選突破してくれるかもね
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中目黒｢朱苑｣＆南麻布｢ペーパームーン｣

2010.05.24 Mon
本日は雨で全日本少年サッカー大会の神奈川予選が中止になりました

雨でも本来やるのですが、雷の予報もあったから

優勝候補相手には、雨のほうが勝機があるかと、戦略立てていたのに

更に、来週末だけが大会のない週末なので、家族旅行で沖縄予約していたのに

大会は来週の日曜日に延期になりました

昨日からの不幸はまだ続いているようです

夕方、何時ものように某サッカー選手から連絡ありました

中目黒で食事しようと

昨日、お世話になったひろきさんも一緒だったので中目黒の｢朱苑｣まで頑張って行ってきました



れいし君夫妻、美人社長の真奈美さんも一緒でした

とても楽しく食事できました

焼肉、とても美味しかったです

ひろきさんはハワイに住んでいますが、年の半分は日本です。

ハワイでやっているサッカースクールについて色々とお話ししました

課題も色々あるようですね

微力ですが、私も応援します

近々、ハワイの現状視察に行きますね

子供達のために、サッカーのために、頑張ってる方は世界中に沢山いるんだと、ひろきさんの話

し聞いて実感しました



嬉しいですね

朱苑で食事した後は、Ｏ社長と林さんが、自由が丘にいたので、迎えに来てくれて、南麻布のペ

ーパームーンに行きました

ケーキがとても美味しかったです

この二人といると癒されます

明日も頑張ります
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明早戦制す！山田君、ジュビロ磐田内定！

2010.05.24 Mon
うちのチームで応援している明治大学

神川君が監督やっている明治大学

神川監督はうちのチームのスペシャルコーチでもあります

昨日の関東大学サッカーリーグ第９節、早稲田戦

２－１の勝利

勝ち点２５！得失点１８！

２位の駒沢大学の勝ち点１８、得失点５を大きく上回り、単独首位です

そして 子供達が大好きな主将の山田大記君

来季(2011シーズン)からジュビロ磐田への加入が内定



鹿島アントラーズと悩んでいたと聞いてましたが、ジュビロに決めたんですね

磐田に行ったら、先輩の長友さんのように代表目指して頑張って下さい

長友さんは今日の日韓戦も一人で頑張ってましたからね

明治魂を忘れずに世界を目指して下さいね

小学生の明治サポーターチームがいたことを忘れないでね



鈴木保奈美、１０年ぶり女優復帰！！

2010.05.26 Wed
鈴木保奈美さんが１０年ぶりに女優に復帰にするそうです

鈴木保奈美さんとは高校時代の同級生でした 実家も近いです

今から２０年以上前、彼女がデビューしたホリプロスカウトキャラバンに応援団結成して、五反

田まで応援に行きました

サッカー応援してくれてました

ＨＮＫ大河ドラマで復帰するそうです

保奈美さん、頑張って下さいね

皆さんも観て下さい



2010 Ｊリーグ ヤマザキナビスコ カップ

2010.05.27 Thu
昨日は平塚競技場で「２０１０　Ｊリーグ　ヤマザキナビスコ　カップ」の湘南ベルマーレとジ

ュビロ磐田の試合が１９時キックオフでありました

長田社長からお誘い頂いたので、仕事が終わってダッシュで平塚に向いました  

知り合いの小和田ＦＣ、藤沢ＦＣが前座試合等で来ていました

ベルマーレのユニフォームの前で記念撮影

長田社長の会社のブランド「Ａ－ＬＩＮＥ」
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ザスパ草津、バスケットの埼玉ブロンコス、ライジング福岡のオフィシャルサプライヤーでもや

っています

私も愛用しています

Ａライン以外は着ません Ａラインは素材も機能性も最高です

プロだけでなく、少年サッカーから、大学生、社会人のチームまで広くＡ－ＬＩＮＥは愛されて

います

試合の方は・・・

両チーム選手入場

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10545904923-10560804103.html


上手く撮れていませんでした・・・

選手挨拶！

目の前にいたのに

撮れた写真は背中向けられています・・・

失敗  

試合は１－２でジュビロの勝利・・・

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10545904923-10560804094.html


ベルマーレは少し頑張らないといけませんね

関係者駐車場に車停めれると帰りは楽チンです

試合後はうちから徒歩１分の玉寿司へ

長田さんの同級生の長枝さんと、家族も参加して食事しました

やはり玉寿司は美味しいです

今日はこれから沖縄です

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10545904923-10560804092.html


飛行機がまさかの４０分遅れ

最終便なのに

レンタカー借りてホテル着くのは何時になるんだろう？

長田さん、アキさん、ケンティと暫くお別れです



遠藤組 ①

2010.05.27 Thu
飛行機が、結局一時間くらい遅れるらしいので

私の所属しているチームのメンバーを紹介します

とても大切で、感謝している方々です

今回は親分の遠藤彰弘さんをご紹介します

来月から始まる南アフリカＷ杯

日本代表のエース、遠藤保仁選手の実兄です

鹿児島の桜島出身

アキさんのお兄さんも高校サッカー選手権に出て、日本代表選ばれてます

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10546485352-10558056196.html


日本人で兄弟三人全てが日本代表経験あるのは遠藤家だけでしょう

本人は元マリノスで約１０年プレーしており、アトランタ五輪の時には背番号１０を付けて、ブ

ラジルを撃破したマイアミの奇跡を起こした選手です

現在は私と一緒にＪリーグＯＢ会、上海やハワイのサッカーとの交流を推進したりと頑張ってい

ます

また、うちのチームのスペシャルコーチもしてくれています

6月12日発売のサッカー雑誌｢ストライカー｣にうちのチームの子供達と一緒に集合写真が掲載され
ます

社長として日本料理「遠藤」を横浜関内に三月にオープンさせました

とても美味しいので、是非お越し下さい

最近、やんちゃが過ぎるような気がしますが

そんなアキさんですが、最後は私の言うことは何でも聞いてくれます

たぶん



次回は若頭のケンティを紹介します



美ら海

2010.05.28 Fri
昨日の最終便で沖縄へ

日曜日に大会があるので、明日の最終で羽田戻り

実質2日だけです

昨日はホテル到着が2時過ぎ

朝起きて美しさに驚きました

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10546529110-10562767649.html


沖縄の海はやはり最高です

ホテルの部屋も大きくて、綺麗で、海側で最高でした

海に潜りました 魚がとても綺麗でした

夜は地元で有名なお店｢美ら海｣に行って、沖縄料理を満喫しました。

オリオン生ビール

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10546529110-10563505317.html


大好きな海ぶどう

ゴーヤチャンプル

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10546529110-10563517912.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10546529110-10563505328.html


豚角煮

とても美味しかった、大満足です

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10546529110-10563513069.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10546529110-10563513021.html


明日は100㍉以上の大雨

最近、ずっとついてないです

でも、今日は女性二人の車が事故で動かなくなってるのを救出したし、明日は何か良いことある

かも？



ＦＣ琉球！

2010.05.29 Sat
沖縄2日目 でも最終日

今日は沖縄は大雨

本当は一私が番行きたかったのは・・

那覇空港降りて、すぐにこのポスターが貼ってあるのを見て、決めていました

沖縄唯一のプロサッカーチーム、ＦＣ琉球

周囲からは旅行にまで来てサッカー？？

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10547869688-10562767643.html


と言われましたが

私にとっては恵みの雨です

長田社長と良香さんがＦＣ琉球に連絡入れて、セットしてくれました

午前中、東風平運動公園陸上競技場でＦＣ琉球の練習を見学しました

ＦＣ琉球は元日本代表監督のトルシエさんが総監督をやっている、ＪＦＬのチームです

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10547869688-10564416484.html


現地では白井博幸さんが待ってくれていて、アテンドしてくれました

良香さん、アキさん、前園さん、中田英寿さん達とアトランタ五輪でブラジルを撃破したマイア

ミの奇跡を経験した一人です

清水エスパルス、ヴェルディ、ベルマーレ等で活躍されていました

トルシエ監督はいませんでしたが、永井秀樹さんはいらっしゃいました

ヴェルディの黄金期を哲さんやカズさん達と築き上げた有名選手です

当時から甘いマスクで女性から大人気でした

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10547869688-10564416473.html


高校時代は正月の選手権に出場して国見高校を全国優勝に導いたのを覚えています

ヴェルディ、マリノス等のＪチームを経て、今年で39歳になられますが、年齢と同じ背番号を付
けて頑張っています。

相変わらずの甘いマスクに鍛え上げた肉体は39歳にはとても見えませんでした

沖縄では県外ナンバーの車はまず見かけませんが、駐車場は練馬、大宮、滋賀、横浜、仙台等々

の車が並んでいました

Ｊリーグで活躍された選手が、サッカーできる環境を求めて沖縄まで来てるんですね 沖縄サ

ッカーの活性化にも貢献されて、素晴らしいことです

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10547869688-10564416466.html


選手の皆さんは、スタンドで見学している私の前を通る度に挨拶をしてくれました。とても礼儀

正しいチームだと感激しました

今年の夏の高校総体は沖縄が会場です

沖縄のサッカー頑張って欲しいです

ＦＣ琉球の皆さん、優勝目指して頑張って下さい

お土産にＦＣ琉球のＴシャツ戴きました



http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10547869688-10564841444.html


ハマーリムジン登場！

2010.05.30 Sun
明日は朝から全日本少年サッカー神奈川県予選

集合時間が朝７時のため、那覇空港を最終便で発ちました

予定通り羽田に到着したものの、最終電車に乗れるか不安でした

しかし、到着してみると何とそこには超大きなハマーリムジンが迎えに来ていました

サッカー関係で、いまや親友となった某社長さん

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10547952373-10565473372.html


私が沖縄から最終便で帰ってくるのを知っていて迎えに来てくれていました

周囲に注目されながら乗り込みました

前日に、｢迎えに行くから、奥さんには内緒にしといて！｣と言われてましたが、まさか大企業の

社長さんが本当に自ら来てくれるとは

しかもハマーリムジンで

家内は全く知らなかったのでびっくりです

車内は凄くゴージャス

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10547952373-10565473383.html


前から見るとこんな感じ

後ろからはこんな感じ

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10547952373-10565481841.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10547952373-10565481838.html


このハマーリムジンは全国のイベントで活躍しているそうです

もちろん、サッカーイベントでも

あまりに大きくて、我が家の前までは入ません

自宅近くの辻堂駅前スリーエフの駐車場に何とか停まれました

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10547952373-10565473390.html


後ろから車がついてきたり

ハマーが立ち去った後に｢誰が乗ってたんだ？｣と見知らぬ人に聞かれたり

｢辻堂にこんな時間に何でハマーリムジン？？｣とか面倒でした

単に海だけが目的だった沖縄が、ＦＣ琉球の見学も出来て、普天間にも行けて、帰りは羽田空港

からハマーリムジンで送ってもらって、大満足でした

河野さん、まんさくさん運転ありがとうございました

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10547952373-10565473393.html


敗退・・

2010.05.30 Sun
全日本少年サッカー大会

地区大会で足柄さんに負けてしまいました

1-2

試合終了後に主審の方が、押していたのに残念でしたね〜と言ってくれました 確かにゲームは

支配していたのに・・

残り２０秒でまさかのオウンゴール

でも、やはり足柄さんは凄かった

優勝候補の足柄さんにここまでやったのだから十分です

うちのチームも良く頑張ってくれました

都合の良い仮説としては、うちはベスト８まで行き、横浜ジュ二オールさんとベスト４をかけ

て準々決勝をと思ってましたが



でも、そんなに甘くないですよね

子供達は頑張ってくれました

足柄さんもさすが優勝候補！素晴らしかったです

全国大会目指して頑張って下さい



コロコロ？ＣＫ！

2010.05.31 Mon
イングランド戦

今日のＮＨＫ解説者は福西崇史さん

最近お会いしてませんが、相変わらずナイスガイ

7月29月から始まる｢暁星国際サマーフェスティバル｣には福西崇史さんもスペシャルコーチで参加
される予定です

Ａ日程に若干、空きがありますので、ご希望の少年サッカーチームは｢フェリーチェＦＣ｣のサイ

トから申し込み下さい

フェリーチェは松原良香さんが代表を務めているサッカークラブです

私も応援しています

代表戦の話しに戻りますが、イングランド戦は明らかに今までとは違いましたね

終盤はイングランドに支配されていましたが、俊輔、憲剛がいなくても良く頑張ってました



相変わらず驚異のスタミナと、フィジカルを武器に縦横無尽にピッチを走り回る長友

神が宿ったかのようにファインセーブを連発した、フロンターレの守護神、川島

そして何と言っても冷静になゲームをコントロールした我等が遠藤組、組長の実弟の遠藤保仁が

最高でした

先制点をアシストしたヤットのコロコロ？ＣＫ

ヤットでなければ、あのボール、あのスピードで、ピンポイントに合わせられなかったでしょう

ね

結果は1-2で負けてしまいましたが、次につながるゲームだったと思います

イングランドをあれだけ苦しめたのですからね

子供達に、サッカー界に、日本に夢と希望と勇気を与えて下さい

頑張れ日本代表



頑張れ、遠藤保仁

頑張れ、遠藤彰弘（笑）



遠藤彰弘＆城彰二

2010.06.03 Thu
我等が遠藤組の組長、遠藤彰弘が｢はなまるマーケット｣に登場します

ワールドカップ開幕の11日に放映予定です

先日、日本料理｢遠藤｣にて撮影がありました

アナウンサーの新井麻希さんと組長アキさん

皆さん、是非ともご覧下さい

また、横浜で一番美味しい日本料理｢遠藤｣もよろしくお願いします

来週、7日月曜日の城彰二さんのスクールにはアキさんも参加予定

鹿児島実業の同級生でアトランタ五輪、マリノスで同僚だった二人がクリニックをやります

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10552923123-10573023431.html


夢の共演です

無料体験受付中です

場所は藤沢市秋葉台体育館、藤沢市立秋葉台小学校から徒歩一分のＡ．Ｃ．湘南ミラネーゼのグ

ランドにて行います

本人の直接指導で、何と月謝は8400円

きめ細かい指導ができるようにと1クラス20名限定となっています

藤沢の何チームかには本日案内しましたが、市外チームの子供も大歓迎です

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10552923123-10536178439.html


参加お待ちしています

7日の体験は19時からです 問い合わせはお電話でお願いします

0466-86-6318

ヨシのブログ見たと言って頂ければ です

城さんが、ワールドカップのお仕事で南アフリカに行くので6月のスクールは7日だけです
是非ともお問い合わせ下さい。

スクール生の皆さんには6月の不足分は7月以降に振替ますのでご安心下さい

7日は私もアシスタントで参加予定です

ワールドカップ期間中はアキさん、城さんもテレビに頻繁に登場してきます

また、情報をアップしますね



ミニカー

2010.06.05 Sat
先日、某元日本代表達とサッカークリニックに行く途中、不幸なことに壊れた愛車

見た感じ大丈夫だけど反対側が悲惨な姿になっています

昨日さよならしました

次の車も全く同じ車種、色にしましたが、とりあえずはこんな車にも乗ることにしました

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10554590206-10575829985.html


ミニカー

前回ご紹介したハマーリムジンとセットで某社長が購入したものです

特別仕様車、全てグリーンで統一されています

本当に小さくて可愛いです

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10554590206-10575829979.html


ベルマーレカラー

夏は平塚競技場にハマーと一緒にいるかもしれませんよ

一人乗りです

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10554590206-10575829970.html


ふみつぐが乗りたがりますが、普通免許ないと乗れません。

見かけたら声かけてね

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10554590206-10575842214.html


緊急入院(T-T)

2010.06.05 Sat
最近、お腹が痛いと思っていたので、金曜日に病院に行って血液検査しました

今日の午前中、病院から来てくれと電話があり、行ってみると即入院と言われ

サッカー、仕事と忙しいのでどうしても東京の病院に行きたいと言って、紹介状をもらい脱出

空白の一日を作ったものの、明日は午前中に会社行き最低限の業務をこなし、午後からは入院す

る為に五反田の病院に出頭です

病院から戻り、ずっと寝ているけど、痛い 苦しい

仕事とサッカーで少し無理したかな

３週間くらいの入院になるかもしれません

と言うことで当分の間、ブログはお休みします



ブログ再開！Ｗ杯明日開幕！！

2010.06.10 Thu
入院してから５日目

絶食中・・

５日間で何と５キロの減

デブだったので普通の人より落ちるのも大きいのでしょう

点滴だけの生活、口に入れて良いのは水だけ

不思議と空腹感はなく、入院する前と変わらず元気です

仕事、サッカーによる寝不足、ストレス？、疲労？そして●●により、すい臓が腫れてしまった

ようです

退院まではあと二週間

名誉の負傷でなく、自己責任による入院なのですが、毎日絶え間無く多くの方がお見舞いに来て

くれます



感謝です

今日は、明日開幕するＷ杯を病院で応援できるようにと会社の方がユニホームをプレゼントして

くれました

会社では私が遂に南アフリカに行ったのではないか？と噂になっていたとか

良香さんも来てくれました 綺麗でしょ

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10559131246-10584732658.html


こんなかわいい、ひまわりも

母も一人でいきなり来ました うるさいからすぐに帰ってもらいました

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10559131246-10584732674.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10559131246-10584732682.html


横浜からアキラ君も来てくれました

うちの社長もサプライズで来てくれました

正面玄関で遠藤アキさんと遊んでいるところを見られちゃいましたけど

遠藤組のアキさん、ケンティも来てくれました

ありさも高校が品川なので来てくれました

帰りはアキさん、ケンティに送ってもらい帰ってましたが、残念なことにありさは全くサッカー

に興味ないんです

ありさはケンティは知ってますが、アキさんは知らないのでは・・

アキさんと二人でツイッターの話ししてたけど。。

ありさを送ってくれたあと、アキさんとケンティはＴＢＳ行ってＷ杯の特番にライブで出てＰ



Ｋ蹴ってました

私には見せることのない真面目な顔

そういえば、某新聞に本日私のインタビュー記事も出ていたはずですが・・

まだ、見てません

明日も多くの方々が来てくれるそうです

感謝です

が、仕事している時同様にスケジュールがパンパンです

両手にサッカー用と仕事用の二台の携帯持って

入院中だけど

入院してなければ、明日は開幕を中岡さん、哲さん、ラモスさんと食事して観戦してたはずだっ

たのに



やんちゃの南アフリカＷ杯リポート①

2010.06.12 Sat
南アフリカ Ｗ杯

開幕しました

私の親友の一流カメラマン、やんちゃ

国際スポーツプレス会員で、サッカーを中心に撮影しており、世界中を飛び回っています

インターハイ、正月の高校サッカー選手権に出場した時のチームメイトです

いまだに懇意にしており、私が主催する少年サッカー大会等で、写真を撮影してくれて参加した

子供達にプレゼントしてくれてます

すごく良い人です

クラブワールドカップのプログラムの表紙を撮影したりと腕もなかなかです

今回は南アフリカまで、ワールドカップの撮影に行ってます



私が入院しているので、現地の写真や状況をメールしてくれます

皆さんにも南アフリカの写真、やんちゃのメールをそのまま、ご紹介します

やんちゃには了承を得ています

やんちゃリポート①

やんちゃです。体調はどうですか？

こちらは今のところ順調です。11日の朝にタイ・バンコク経由でヨハネスブルグに着きました。
到着ホールはすごい人だかりで、いきなりブブゼラの洗礼も浴びました。

(その写真については明日送ります。)
空港で、今回行動を共にするカメラマン二人と合流し、そのままレンタカーでスタジアムに直行

しました。

開幕戦は運よくピッチで撮影できました。とりあえず両国のサポーターの写真を添付しました。

写真①



写真②

写真③

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10561198872-10587588152.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10561198872-10587588149.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10561198872-10587587098.html


写真④

開幕セレモニーはチケットのキャンセル待ちをしていたため、スタジアムにいながら見れません

でした。戦闘機？の轟音だけ聞けたくらい。

試合後はスタジアムのプレスセンターで21時過ぎまで写真の電送をして、そのあと駐車券を受け
取るために、ヨハネスブルグのもう一つの会場、Ellis Parkに行きました。その一帯はかなり治安
の悪いところで、夜だったし本当にやばそうでした。さすがに写真は撮れませんでしたね。

因みに今回は知り合いの手伝いできているのですが、雑誌数社に掲載されると思います。

まだスタジアム周辺くらいですが、会う人は皆いい人ばかりですよ。強盗にさえ会わなければ楽

しい大会になりそうです。

また時間ができたらメールします。

ルステンブルグのスタジアムメディアセンターより

追伸

日本の携帯はメール受信できないみたいです。
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STRIKER DXに掲載されました！

2010.06.13 Sun
昨日発売されたサッカー雑誌のSTRIKER DXに掲載されました

私が監督をしている少年サッカーチーム

実はスタッフ名に名前入れてませんが、掲載されている写真には遠藤組の親分アキさん(右側)、若
頭ケンティ(左側)も私の両隣で写っています

明治大学の神川監督同様に遠藤組の二人もスペシャルコーチ、スペシャルサポータとしてうち

のチームを応援してくれています

是非、ご覧下さい

次回、８月号からはアキさんも出るかも

今月号は城彰二さん、福西崇史さんも登場してます

今回のうちのチームの掲載も含め、何時も裏で皆さんの為に長田社長が動いてくれているんです

長田社長、本当にありがとうございます



長田社長の会社カレッジリーグでは群馬の尾瀬エリアで定期的に少年サッカーフェスティバルを

開催しています

グランドは天然と人工の綺麗な芝グランドです

皆さんのチームも是非一度ご参加下さい

うちのチームは８月８日〜１０日のフェスティバルに参加します

神奈川の強豪リトルジャンボさん、ベルマーレ、ザスパ等も参加予定です

まだ、申し込み可能です。ご参加お待ちしてます



ありがとう！

2010.06.13 Sun
私が指導しているチームの子供達から素敵な花が届きました

ありがとう

子供達からのお見舞いが一番元気になれます

今年度のリーグ戦開幕戦から入院してしまいましたが、第２節までは負けなしで頑張ってくれて

るようです

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10562118848-10589329817.html


想像以上に早く回復しているようなので、今週末からはまたサッカーができると期待しています

今回の入院は休む間ないほど、多くの方々にお見舞いに来て頂きました

Ｓ会長、まあちゃん、金野、所畑、小澤、会社の同僚、上司、サッカー関係者、友人・・感謝で

す

本当にありがとうございました



日本初戦勝利！！(^o^)v

2010.06.15 Tue
日本が見事に初戦を勝利しました

データによると初戦を勝利したチームは86％が一次リーグを突破できるそうですよ

皆、本当に高い集中力、勝利へのマインドを維持して頑張ってましたね

ありがとう、日本代表

ありがとうヤット

テレビにやたらと遠藤家のご両親が出てましたね

ヤットのお兄さん、アキさんも鹿児島のパブリックビューイングで頑張っていたようです



鹿児島の小牧君から送られて来ました

何時も余裕のアキさんも試合前に何度も電話してきて、応援してね！と言ってました

みほちゃん一家は家族全員で遠藤

今回の日本の勝利は日本中に元気を与えてくれました
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おかげで？私も、明日には退院できそうです

週末からサッカーできそうです

次回もみんなで応援しましょう

やっぱり、パブリックビューイングだね



やんちゃの南アフリカＷ杯リポート②

2010.06.17 Thu
昨日、退院できました

本日から、早速会社に行くことになりました

頑張ります

さて、やんちゃのリポート第２弾をご紹介します

やんちゃリポート②

やんちゃです。

あっという間に5試合終えて、いまはプレトリアのメディアセンターからです。
みんな仕事しながらもスペインの試合で盛り上がっています。

昨晩は南アに来てからはじめて連続7時間寝れて元気になりました。

遅くともキックオフの4時間前にはスタジアムに来て、試合後3時間くらい作業をしてからプレト
リアのホテルに戻ります。昨晩は3時にホテルに着いて、寝たのは4時過ぎでした。

エピソードを一つだけ。13日の帰りがけ、同行しているカメラマンの知り合いのロシア人カメラ
マンのレンタカーが動かなくなって助けを求められました。たしか夜10時くらい。みんなで押し
がけを試みましたが反応なし。通りがかりのパトカーが心配して見に来てくれたのは心強かった

です。警官も交えてあーだこーだしていると、地元の黒人がケーブルを持ってきてくれました。

それを僕らのレンタカーとつないで無事にエンジン始動して一件落着。ちょっとした国際協力で



した。

やんちゃからの写真

①6月14日カメルーン戦

②空港到着ロビー

③ルステンブルグのスタジアム
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④ガーナのサポータ

プレトリアにて

⑤ヨハネスブルク

Ellis Stadium
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長田さん&波戸ちゃんとオランダ戦！

2010.06.20 Sun
本日はオランダ戦

マリノスタウンでパブリックビューイングがあったので、ふみつぐ、ケンティ、えりかちゃんと

ユニホーム着て行って来ました

試合前に波戸ちゃんのトークショーがありました

波戸ちゃんは現役マリノス選手でフランスＷ杯時の日本代表選手です

トークショー前にふみつぐと記念撮影

ふみつぐは大喜びです

トークショーも大盛況でした
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波戸ちゃんのトークショー終わった後は、一緒にアキさんがマネージャーやってる馬車道吉田に

行きました

アキさんは鹿児島で解説あり不在でしたが、店は多くのサポータで盛り上がってました

長田社長、りかちゃんとも合流して、波戸ちゃんの生解説で観戦 すごく贅沢な時間

吉田の豚料理も最高 近所の菊池君が店長していますので、宜しくです

オランダ戦

あのシュートは仕方ないですね

フリーで打たせたことが悔やまれます
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しかし、日本はカメルーン戦同様にディフェンスは高い集中力で、組織的にしっかり守っていま

した

オランダは唯一のチャンスを活かしました

シュート数は日本が上回ってましたよね？

日本は三枚のカード全てを攻撃的な選手に使い、最後まで、一点を追い続け、最小得点差に止め

たことは大きかったと思います

次回、デンマーク戦に期待しましょう

波戸ちゃん、遅くまでお疲れ様でした 明日はキャンプで家族サービスしてね
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長田社長バースデーパーティー！！

2010.06.20 Sun
先日、長田社長のバースデーパーティーがありました

長田社長の地元藤沢の後輩の方を中心に多く方がお祝いに集まりました

アキさん、ケンティも参加しました

りかちゃんが中心となり、皆さんで企画した、とても素敵なパーティーとなりました

エーラインのオーダーメードケーキ

広尾のケーキ屋さんで作ってもらいました

長田社長もご満悦
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皆さんからのビデオメッセージをまとめたＤＶＤを作成 大爆笑の上映会で長田社長も大喜び

Ｗ杯開催中で忙しい城さんもメッセージくれました 実は城さんも長田社長と同じ誕生日です

来年は更に進化したパーティーになることでしょう

長田社長、これからも引き続き宜しくお願いします

私を何時も癒してくれる長田社長とりかちゃん
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ヤット！！！

2010.06.25 Fri
ついに日本が、ヤットがやってくれました

少年サッカーでも、自分のサッカー人生の中でも経験したことが、感じたことがありますが、こ

れまでの試合の内容、集中力の高さは次につながる、最高のパフォーマンスだと思ってましたが

、期待通り

パラグアイ戦も必ずやってくれるでしょう

テレビでは色々言ってますが、サッカー解説者の多くも期待はしていましたが、日本の三連敗を

当然のように話してました

下馬評を覆した今回の活躍、一次リーグ突破はサッカー界に、日本に元気を与えてくれました

ヤット、本田のフリーキック、岡崎のシュート、完璧なディフェンス！最高のゲームでした

我が遠藤組の組長の実弟、ヤットが活躍してくれたのが何より嬉しいですね！

兄のアキさんが経営している関内の日本料理遠藤は今日はドリンク、料理一品サービスです

特にこのブログ見たと言ってくれれば、今月いっぱい、ドリンク二杯、料理一品サービスします

ので、是非行って下さい



本人にはまだ言ってませんが お祝いですからね

最近、マスコミにも取り上げられていますが、本当に美味しいです

昨日、見たFLUSHにも大きく取り上げられてました

私達も明日はアキさんと遠藤行ってます

ヤット！パラグアイ戦も最高のパフォーマンスを見せてくれ



盛岡！

2010.06.27 Sun
７月１日から岩手県盛岡市に転勤になりました

一昨日、早速盛岡に日帰りで行ってきましたが、とても良いとこでした

ということで、昨日は皆さんが日本料理｢遠藤｣で送別会やってくれました

アキさん、ケンティ、まあちゃんの遠藤組に加え、長田社長、りかちゃん。更にはハワイからひ

ろきさん、鹿児島から小牧君達が来てくれました

横浜Ｆ・マリノスの選手も来てくれました

素晴らしいプレゼント頂きました

関西には遠藤保仁の抱き枕と言うのがあるようですが、これはアキさん達との思い出が詰まった

アキさん枕です



裏はこんな感じ

ありがとうございました
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えぼし本店

2010.06.28 Mon
昨日、茅ヶ崎のえぼし本店に行きました

焼きはまぐり

アジ
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美味しかったです
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最終日、ありがとう！

2010.06.29 Tue
今日で現在の職場は最後となりました

とても素晴らしい仲間に出会え、やりがいある仕事ができたことに感謝です

昨日は前職の横浜のメンバーが、今日は現職の新橋のメンバーが送別会やってくれました

本当に幸せな時間を共有してくれて、ありがとう

明日は引越しして、盛岡に移動

盛岡でも仕事、サッカーを通じて素敵な出会いがあることを楽しみに、単身赴任頑張ります



大健闘、ミラクル１６強！

2010.06.30 Wed
日はまた昇る

日本代表選手は懸命にやってくれました

日本中に大きな感動と勇気をくれました

岡田さんも見事な采配でしたね おそらく勇退となるでしょうが これからも代表にＧＭとして

関わって欲しいものです

延長に入る前の円陣には、岡田さんがチーム広報、用具係等の全スタッフを入れてやったそう

です。ジョホールバルと全く同じです。

敗戦後は、ＰＫ外した駒野さんを真っ先に労ってました。偉大な指揮官でした

決勝トーナメント８試合の中では、ブラジル戦の次に日本の試合が世界各国メディアからの取材

申し込みが多く、記者席も足りなかったそうです

世界の視線を集めた岡田ジャパン！最高でした



今回はＷ杯関連で友人達がたくさんのテレビに出ていたので、とても楽しく観ていましたが、な

んだか寂しくなります

ヤット、アキさんのお父さん武蔵さんもタレント並に出てましたからね

昨日は遠藤組のケンティまでテレビ出てました

負けて労ることはあっても代表や、駒野を責める人はいないですはず！

神奈川県は地元の岡田さん、フロンターレ、横浜Ｆ・マリノスの５選手を特別表彰してくれるそ

うです

テレビ観ても、皆が代表に感謝してくれています

日本もまだまだ捨てたもんじゃありませんね

このＷ杯で、Ｊリーグ、Ｊ-ＯＢ、少年サッカーがブレイクしてくれることを期待しています

明日は岩手に初出勤

私も気持ち切り換えて頑張ります



大船渡

2010.07.03 Sat
今日は盛岡から片道２時間強かけて、大船渡に行って来ました

鹿島アントラーズの小笠原選手の出身地です

岩手放送の元アナウンサーの樋田さんとご一緒しました

とても、とても綺麗な方で、お話が上手でした

相手を褒めること、笑顔でいることの必要性を教わって

地元企業の社長さん達との会食では、皆さんから親切に岩手のことを色々と教えてもらって

最後は樋田さん達と大船渡の百樹屋さんで名物のカレー南蛮 今まで食べたカレー南蛮では最高

山に囲まれた湖のような幻想的な海も印象的でした

また、行こう



あっ、オランダがブラジル破りました！日本が負けたオランダに優勝して欲しいなあ オランダ

頑張って

この試合はトルシエさんと長田社長と一緒に観戦しようと小西社長から電話もらったけど

大船渡で最終の新幹線にはとても間に合わず

一人ホテルよりは、皆さんと楽しく観戦したかたなあ

でも竹田先輩とも会えたから良いか



Ｊ-ＯＢ会からのプレゼント！

2010.07.07 Wed
盛岡にＪリーグ選手ＯＢ会から素敵なプレゼントが届きました

ワールドカップ解説等で忙しい中、皆さんがＪ-ＯＢのユニホームにサイン入れて送ってくれまし
た

ありがとうございます

これからも東京戻った時は頑張ります
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新ユニホーム！

2010.07.16 Fri
うちのチームのユニホームを新しくしました

Ａ-ＬＩＮＥの長田社長が自らデザインしてくれました

Ａ-ＬＩＮＥの最新モデルをベースにしたユニホームがこれ

ホーム用

背中には名前も入れて
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アウェー用

ゴールキーパー
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この他にも遠征移動用のプラクティスシャツ、コーチのウェアも長田社長に作って頂きました

６年生は残り半年 普通は今からなかなかユニホームは新調できませんが、長田社長のおかげで

、こんな素晴らしいユニホームができました

長田さん、何時も本当にありがとうございます

子供達も残り半年間、勉強にサッカーに頑張ってくれると思います
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久しぶりの長田さん！

2010.07.17 Sat
２週間ぶりの東京

帰って来ました

岩手がとても楽しかったので、２週間があっと言う間でした 初めての土地ですが、すっかり好

きになってしまいました

夜は渋谷の長田社長の会社に行きました

久しぶりに少年サッカーの話題で盛り上がりました。長田社長とは８月、９月に一緒に大会を企

画して開催します

小西社長、早稲田サッカー部出身の橋本君、ＰＬ高校野球部出身の本橋君と合流 食事しました

長田さんとお会いすると、何時も元気をもらえます

久しぶりの六本木は小西さんのお好み焼きのお店に行きましたがとても美味しかったです

つんくさんが考えたメニューもあります。｢カリフラ堂｣です

是非、一度



城さんお帰りなさい！

2010.07.17 Sat
城さんが、南アフリカから帰って来ました

私は盛岡で参加できませんでしたが、忙しいのに早速スクールやってくれました

ワールドカップ解説等で頻繁にテレビに出ていた城さんに、直接教えてもらって、子供達は大喜

びだったようです

城さんはスクールの子供達全員にお土産買って来てくれたそうです

ふみつぐにとっては一番の宝物になったようです
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城さん、ありがとう



Ａ-ＬＩＮＥスペシャルデー！

2010.07.18 Sun
昨日は前橋でザスパ草津のＡ-ＬＩＮＥスペシャルデーがありました

長田社長、小川さん、りかちゃん、ふみつぐと観戦

試合前はＡ-ＬＩＮＥのブースで福袋販売したり、長田社長のハマーリムジンにラッピングしてピ
ッチ横に入れたりとスペシャルデーのイベントは盛り上がってました

湘南一の美女と草津の美女達

ザスパ草津のマスコット湯友くんも頑張ってた
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長田社長はセレモニーで試合前に｢草津温泉の女神｣から花束を贈呈されました。羨ましい

今日の解説は偶然にも、Ｊ-ＯＢ理事の秋葉さんでした 元日本代表でマイアミの奇跡のメンバー
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です

解説頑張ってましたね

Ａ-ＬＩＮＥがオフィシャルサプライヤである湘南ベルマーレ、ザスパ草津で実施するＡ-ＬＩＮＥ
スペシャルデーは両チーム勝ちなしの５連敗中
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相手はアビスパ福岡 今日こそ、勝利だ！

頑張って

貴賓席で観戦させてもらいました
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前半にＰＫで先制したものの、後半に追い付かれ

またダメか・・ と思った後半44分！
見事な攻撃で勝利

見応えあるゲームでした

試合後はキャプテンの松下選手と

昨年、Ｊリーグ４００試合出場を達成した高田選手

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10593615238-10644774822.html


Ｊリーグデビュー、１６歳の最年少記録を持ち、各世代の日本代表に入り続けている菊池選手

Ａ-ＬＩＮＥスペシャルデー初勝利のゲームで使用したボールを頂きました

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10593615238-10644774807.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10593615238-10644772702.html


もったいないけど、早速うちのチームで使わせてもらいました

確かに変化します

８日にまた応援に行きます 頑張れザスパ

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10593615238-10644772683.html


耕余杯

2010.07.20 Tue
１８日、１９日と耕余杯に参加しました

羽鳥ＳＣさん、八松ＳＣさん主催の伝統ある大会です

残念ながら予選リーグは一敗して２位パートに入りました

初日に負けたチームは結局１位パートで優勝 うちはゲーム支配していたけど、やはりハートが

弱いからダメなんですね

ただ、二日目は頑張ってました 皆、暑い中を頑張って走り、優勝しました

ふみつぐも耕余杯はキーパーでしたが、ＰＫ止めたりと多少は貢献していましたね

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10596219640-10649914843.html


しかし、帰りに監督である私にタメ口を使ってしまったので、車で帰れず走って帰ることに・・

道に迷ったらしく、半ベソで二時間遅れで帰宅

キャプテンなんだからしっりしてよ

そもそもなんでキャプテンなんだ？？知らないとこで決まってたけど

あっ、明日は誕生日だ

週末家族は何も言わなかったけど 盛岡で寂しく、夜は仕事で会合だ



誕生日

2010.07.21 Wed
今日は誕生日でした

昼休み、会社の近くにある岩手医大に先日の検査結果聞きに行ったら・・

やはり、膵臓が悪化してました

入院できるか？と聞かれましたが、とんでもない

自己管理を誓い許してもらいました

当分は禁酒、食事はお粥です

仕事とサッカーやるためには仕方ない

盛岡に着任して、夜の会合も多かったからなあ 今日のパーティーはもちろんウーロン茶にしま

したが、注がれる時に断るのが、あまりにもカッコ悪い

とんでもない誕生日プレゼントでしたが、会社に戻ったら、食べれないことを知らない職場の男

性陣 が、部屋にさりげなく素敵なプレゼントを置いてくれてました



盛岡で一番美味しい

と言われるお店で買ったらしいです

ありがとう

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10597222711-10651676874.html


カフス

2010.07.22 Thu
長澤さんから、こんなかわいいカフスもらいました

長澤さんは、今月中にはベルギーへ行ってしまいます 寂しくなります

今日は最終で盛岡から戻り 明日は朝一から二泊三日で茨城県の波崎で合宿

最終日は新幹線間に合わないので、合宿終わったら新宿から夜行バスに乗って 盛岡翌朝着 即

仕事

今年の夏はこんな週末ばかりだな。きっと・・

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10598076421-10653188920.html


合宿初日

2010.07.23 Fri
今日も暑い

朝早くに藤沢市役所前に集合して、バスで茨城県波崎へ

昨日、遅かったので出発から到着まで爆睡でした

昨年までは山中湖でしたが、今年は波崎に変えてみました。風呂は２４時間入浴可能な露天風呂

エアコンも効くし、食事もまあまあですね

私は食事も制限あり、お酒も飲めませんが

しかし、山中湖ほど涼しくなく、風は熱風

グランドは天然芝で最高でした

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10598621560-10654547669.html


子供達は合宿名物サーキットに戦々恐々

最後まで、脱落者なく全員が走り切りました

泣きながら走ってる子供もいたけど、立派でしたね

食事の後はミーティングやって、一学期の成績が前回より悪かった三人は居残り筋トレでした

この三人は今回の合宿では用具係もやります

ふみつぐも用具係です

この制度を導入してから一年、うちの選手の成績は飛躍的にアップしたかも

明日も頑張ろう

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10598621560-10654850023.html


合宿二日目

2010.07.24 Sat
死ぬぅ〜

今日は更に暑い

限界です

昨日、泣きながら夕飯食べてたけど、結局完食できなかった三年生のエースまやと君

今日は完食できました

でも死んでました

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10599841710-10656336039.html


お父さんは毎年恒例のレクリエーション大会でいつものようにバニーで頑張ってました

まやと君もエリザベスとして復活してました

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10599841710-10656336028.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10599841710-10656362230.html


明日は最終日！頑張ろう

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10599841710-10656380065.html


合宿終了！

2010.07.25 Sun
疲れたぁ〜

終わったぁ〜

合宿最終日の練習を終え、シャワーを浴びて、お弁当 最高です

今回の合宿は怪我人も、病人も出ずに無事終了

子供との試合でコーチが一人熱中症でダウンしたけど 夜は元気に飲んでたし

来週はＪＣ杯

決勝はテレビで放映 頑張ります

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10600459843-10657496836.html


また、春から良香さん達と企画した暁星国際サマーフェスティバルも同時に木更津であります。

今回は良香さん、哲さん、本田さん、彰さんの元日本代表選手も宿泊で参加

野口君も上海から４チーム連れてきてくれます

両方参加で大変だけど、久しぶりに皆さんにお会いできるのが楽しみです

来週も頑張ります

これからバスで藤沢帰り、夜行バスで盛岡へ

もう少し遅い新幹線があれば

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10600459843-10657779420.html


来週は｢さんさ｣！

2010.07.26 Mon
朝、６時盛岡到着

歩いているとふと気が付いた

来週はさんさ祭だ

街も祭バージョンに変化して来てます

そういえば、うちの会社でも業務終了後に屋上で太鼓、踊りの練習しています

私も提灯持って浴衣来てパレード参加予定

一週間頑張ります

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10601199495-10658947825.html


セントラルフィットネス

2010.07.27 Tue
盛岡来て、最初にしたことがセントラルフィットネス盛岡への入会手続き

盛岡のセントラルは設備が充実していて、今まで行ったセントラルでは一番です

今日は二回目

退会しました

着任して、仕事、付き合いが思ったより大変で

土日はサッカーで藤沢の自宅に毎週戻るし

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10602727077-10661780006.html


先週、病院でまた膵臓悪化してるので、激しい運動控えろと言われてるし

と、自分に言い聞かせて退会してしまった

へたれなだけだとは、自分でも分かっているのでしょうね。きっと・・

私の前任者は一回で退会したらしいので、その人よりは頑張りましたね

セントラルは良心的です 退会しても一回1,575円で利用でき、再入会は2,100円で何時でできま
す

会員カードは持ったままです

でも入会金、７月·８月の料金払って二回だけ スイミングやるのにゴーグルとかも買いました

一回当たり約15,000円は高かったかな？やっぱり

この一ヶ月半で１６キロ痩せたとこと考えれば、ヨシとするかぁ〜

また、そのうち復活しよ



ケンティ潜入

2010.07.31 Sat
どうしてもブブセラが欲しい遠藤組の若頭ケンティ

長田社長と湘南台でお寿司食べてたら、横浜で某サッカー選手と食事してたケンティはサッカー

選手捨てて、湘南台にやってきました

Ａ-ＬＩＮＥの物流センターが湘南台にあるからです ブブセラがどうしても欲しいから

ケンティ、Ａ-ＬＩＮＥの物流センターに初潜入

お目当てのブブセラもらって大喜びでした

私も誕生日プレゼントにＡ-ＬＩＮＥの革の新作バックをもらっちゃいました

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10605725023-10667141990.html


エナメルのミニバックも

夏用ウェアも

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10605725023-10667142002.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10605725023-10667143608.html


ポロシャツも

うちのチーム用に長田社長がデザインしてくれて、他コーチの分もプレゼントしてくれました

長田社長、ありがとう

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10605725023-10667143611.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10605725023-10667143615.html


上海チーム来日！

2010.07.31 Sat
上海から少年サッカーチームの４０人が昨日、成田に無事到着しました

野口君が代表の上海最大のサッカーチーム

Total Football Asia

史嗣も日本からの特別参加で、上海チームと今日から四日間一緒です

下手くそだけど

練習初日はマリノスタウンでマリノスの練習を見学して、ショッピングして、お昼はレストラン

を特別に貸し切りにしてもらってバイキング

子供達は大喜びでした

マリノスは凄いね、やっぱり



ランチも美味しかった

選手の練習を見学しながらのランチ最高です

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10605736386-10667754217.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10605736386-10667746081.html


先日、食事したひろき君 今日もゴールキーパーでスタメンでしょう

みんなで応援に行くから頑張ってね

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10605736386-10667746062.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10605736386-10667751399.html


マリノス東山田グランド

2010.07.31 Sat
午後からは都筑区の東山田にあるマリノスの新しいグランドで遠藤彰弘クリニック

上海の子供達は南アフリカＷ杯で活躍した遠藤保仁のお兄さん、元日本代表アキさんの直接指導

を熱心に聞いて、頑張っていました

新しくて、素晴らしいグランドでした

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10605737978-10667867278.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10605737978-10667867260.html


明日の暁星国際フェスティバルは優勝目指して頑張ろうね



名古屋グランパス戦！

2010.07.31 Sat
いや〜 何もしていないけど疲れました

アキさんクリニック終え、新横浜のホテルに入り、子供達もコーチ達もシャワーを浴びて、日産

スタジアムに出陣

横浜Ｆ・マリノスの応援です

上海の子供達は挨拶もきちんと出来るし、礼儀正しいし、移動も整列して規律正しく、まるで自

衛隊のようです

うちのチームにも見習わせたい

日産スタジアムはやはり大きい

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10605736928-10668302303.html


横浜Ｆ・マリノスはさっき会ったひろき君、Ｗ杯で活躍したボンバー、俊輔、そしてサカティが

先発

でも、負けちゃいました

サカティは昨日のメールでみんなのために頑張ると言ってくれた通り、凄く良かったんだけど

次、がんばろう

ハーフタイム、上海チームを大型スクリーンと場内アナウンスで紹介してもらいました

子供達は大喜び

子供達は試合終了後、自分達のゴミはもちろん、周辺の席のゴミ拾いをして、場内のスタッフと

すれ違う度に｢ありがとうございました！｣と元気に挨拶していました

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10605736928-10668302344.html


うちのチームにも見習わせたい

ふみつぐが何か吸収してくれれば良いけど・・

中国語しゃべれないとかビビってるようだから、期待できませんね

野口君、明日も頑張ろう



http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10605736928-10668302287.html


暁星国際サマーフェスティバル

2010.08.01 Sun
いよいよ、春から良香さん、恵さん、フェリーチェの皆さんと準備してきた暁星国際サマーフェ

スティバルです

今日は早起きして、木更津の暁星国際に来ました

ひろきさんの息子さんもハワイから、ふみつぐと一緒に上海チームに今日から特別参加です

スタッフの皆さんとも久しぶりです

哲さん

午前中で金曜日からやっていたＡ日程が終了しました。閉会式には田川校長先生、良香さん達も

参加

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10606565012-10669686810.html


商品は代表キャプテンの長谷部さんのサイン入りユニホーム、哲さんやヤットのサイン入り表彰

状と、とても豪華

スペシャルゲストで、南アフリカＷ杯で日本代表コーチを務めた小倉さんも今回は参加してくれ

ました

小倉さんは私と同じ学年で高校時代のサッカーの話しで盛り上がりました

恵さん

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10606565012-10669686805.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10606565012-10669667423.html


恵さんは長年Ｊリーグチーム、日本代表のマネージャーとして多くの国際試合にも参加され、サ

ッカーに関してとても知識が豊富で、多くの選手と交流があり、何時も色々と相談に乗ってもら

いお世話になってます

午後からはＢ日程がスタート 初日の予選リーグ、みんな頑張りました

明日も頑張ろう

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10606565012-10669667433.html


小倉さんの南アフリカＷ杯裏話

2010.08.02 Mon
暁星国際サマーフェスティバルの初日も無事終わり、夜は全チームの子供、コーチ、父兄を対象

に日本代表コーチ小倉さんの講演会

全員が熱心に南アフリカの生の声に聴き入ってました

なぜ、日本代表はベスト１６まで行けたのか？どうすれば行けるのか？大切なことは何か？

デンマーク戦の前に代表選手のミーティングで使った秘蔵映像、エピソードを交えて貴重な講話

をして下さいました

以下、頭に残ってることをご紹介します

｢僕らのスーパースターはチームワーク！｣チームワークが何より重要！

Ｗ杯で延長に入った時、ベンチの全員が、疲れた選手を助けた！立場は関係なく思いやりの気

持ちがそこにはあった！

今日の少年の試合でも同じ光景が見受けられたが、とても良いこと！

少年もチームが勝つために何が必要かを選手が考えることが大切！応援する、ドリンク出す等

！



ＰＫ戦、六番目はコーチも知らなかった。岡田監督が一人、一人に伝えた。

言葉を楽しむ。自分で判断して、決断したことについて、自分の言葉は自分が決めたこと。そ

れを楽しむ！

自分が決めたことは実行する。それを楽しむ！

あのＰＫ戦は監督が選手に蹴れるか？と聞いたら、全員蹴ると決断した！チームのために止め

ても良かったが、全員が自分で決断した！

一番嬉しかったのは駒野が、翌日またＰＫを蹴りたいと言ってくれたこと！

良い時も、悪い時もあるが、自分が決めたら、楽しんで実行して欲しい！自分が決断したのだ

から、駒野は外したことに悔いは残っただろうが、蹴ったことには後悔はないはず！

デンマーク戦前に｢日本をかけて！｣と言うタイトルで選手のために作成した映像！スタッフが

一生懸命に作った。そんな一生懸命なスタッフは用具、コック等で２７人。

スタッフの思い、努力は選手の心に響いた！

長谷部はデンマーク戦で相手選手と交換したユニホームを世話してくれた用具係のスタッフに

プレゼント。勝った時はコックにお礼を言う選手もいる。感謝、ハートは大切！

スポーツマンになる！スポーツマシンではダメ！スポーツマンには心がある。ハートがある。

感謝、思いやる、叱る、笑う、反省する等はマシンには出来ない！



心を持って、子供に接して欲しい！仕事でも、何でも同じ！

ドリームキラーにならない！ドリームサポーターになってあげて欲しい！

夢は叶う！できる！ただ、でも、そのために何をするかをしっかり教える！

日本代表の三割は高校、大学時代は無名。夢を捨てないで、努力すれば夢は叶う！

そのためには叱る時は叱る！それも必要！

長くなりましたが、伝わらないかもしれませんが素晴らしい講話でした

今回のフェスティバルに参加した方々が小倉さんの講話を聞いて、何かの意識を持ってくれて

そして、日本サッカーの底上げ、活性化につながってくれればと願います

小倉さん、ありがとう

明日は５時半起き



次回は上海で！

2010.08.02 Mon
明日から盛岡さんさ祭のパレードで提灯持つために、最終日前に帰宅

新幹線ないので、これからいつものように夜行バス

今回は短い間だったけれど、上海の子供達、コーチ達と一緒に素敵な夏の思い出が出来ました

上海の子供達、コーチ、父兄の方々は本当に良い人ばかりでした

ふみつぐにも上海チームのウェアくれたり、チームの一員として違和感なく受け入れてくれまし

た

次回はみんなに会いに上海にアキさんと行きますね

フェスティバルはＡ日程のスペシャルコーチが本田康人さん、Ｂ日程はアキさん！今日からアキ

さんも参加しました

上海チームは大健闘

予選リーグを終え、プラチナリーグ、ゴールドリーグに進みました

優勝目指して頑張ってね



最後、日本のお土産としてＪリーグのマフラータオルを子供達全員にあげました みんな大喜び

長田社長が提供してくれたものです

大会商品も提供してくれて、長田社長には本当に毎回感謝です

今回の大会は私がお誘いした神奈川のチーム以外にも山梨、静岡、千葉、東京等から多くのチー

ムが参加してくれました

また、哲さんをはじめとする元日本代表の方々、南アフリカＷ杯代表コーチの小倉さん、更には

審判はＪリーグや国際試合でも活躍された方々が全て担当して下さりました

非常にクオリティの高い大会になったと思います

少年の育成、サッカーの活性化と言う思いに多くの方が協力してくれて、素晴らしい大会となり

ました

良香さん、恵さん、篠崎さん、フェリーチェの皆さん、暁星国際の先生方、素晴らしい大会あり

がとうございました



次回のフェスティバルは冬ですね

今回を上回る素晴らしい大会にしましょうね

昨晩の花火大会良かったです

今日の肝試しも参加したかったなあ

来週はザスパカップに参加します

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10607943822-10672047888.html


さんさ！

2010.08.04 Wed
世界一の太鼓と踊りのパレード｢さんさ祭り｣に参加しました

社員の希望者、約２５０人が参加

岩手大学、盛岡大学の学生さん、幼稚園、地域、企業の団体が多数参加されてました

１日〜４日までで数十万人の観光客が盛岡に来るそうです

私は先頭の沿道側を提灯持って歩きました

サッカー選手は何時もスタジアムでこんな風に多くの方にカメラ向けられてるのかなあ？と思い

ながら、少し緊張もしながら、何とかゴールしました

最終日の今日は太鼓だけのパレードです

来年は太鼓で参加できるように頑張ろう



ザスパカップ！

2010.08.10 Tue
１日から群馬県の尾瀬でザスパカップが開幕

長田社長の会社が企画・運営

Ｕ-１０からＵ-１３までのカテゴリーで開催されました

ザスパ草津、栃木ＳＣ、湘南ベルマーレのＪリーグ下部チーム、岩手、富山、東京等の多くの地

域からクラブチーム、トレセンチーム約８００人が参加

人工芝が何面もあり、グランドの横からは涌き水が流れ、緑に囲まれた素晴らしい環境です 間

違いなく日本一の環境ですね

今回、うちのチームは６年生だけ１３人で参加

うち１人は怪我でマネージャーとしての参加です
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うち１人は怪我でマネージャーとしての参加です

指導者&引率等の大人は私１人です

もう６年生だから大丈夫だろうと参加しましたが、初日から大変でした

子供達には開始前に、先週の暁星国際で日本代表コーチの小倉さんに教えて頂いた｢チームワーク

｣の話しをして、今大会のテーマを｢チームワーク｣としたんですが、初日から試練が

第１試合で１人が足を捻挫 病院に行って、ギプスして車椅子に

交替選手がいなくなりました

それでも何とか、他県の強豪に勝ち、湘南ベルマーレと決勝戦

結果は０ー２

準優勝でした

史嗣のファールでＰＫを取られ先制され、そのまま 悔しかったでしょうが、後悔はしないで欲



しいと思います

ザスパカップで得た経験、チームワークの深耕が、今後の子供達の人間形成に反映されたら幸せ

です

再来週の神奈川チャンピオンシップは、先週の全日本少年サッカー大会で、全日本チャンピオン

となったバディさんと２回戦で対戦します

今回の成果をしっかりと出してもいたいなあ

頑張りましょう

今回、素晴らしい大会を提供してくださったカレッジリーグの皆さん、うちのチームに多大なる

協力をしてくださったミラネーゼのコーチの皆さん、本当にありがとうございました
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今回のザスパカップの模様は次回のストライカーにも特別掲載されるそうです



長田さんありがとう！

2010.08.12 Thu
先日のザスパカップでは運営会社カレッジリーグ社長の長田さんには大変お世話になりました

長田さんは私のブログでも何度かご紹介してますが、地域の少年サッカー、大学、Ｊリーグ等に

幅広く支援をしてくれています

ザスパカップ初日、うちのチームの子供が捻挫して、泣きじゃくってました

長田社長が現れ、自らがアイシングしてくれて、それでも泣いていたら、汚いユニホームのまま

の子供を高級車に乗せ 遠くの病院まで一人で連れて行ってくれました

また、初日の夜にはうちのチームをザスパ草津の試合に招待して下さり、最前列で観戦させてく

れました

渋滞で間に合わないと分かるや、旅館の夕飯以外にスタジアムにお弁当手配してくれたり、怪我
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渋滞で間に合わないと分かるや、旅館の夕飯以外にスタジアムにお弁当手配してくれたり、怪我

した子供を後から連れて来てくれたり 本当に何時も感謝するばかりです

更には今回の大会で頑張った子供にあげてくれと、観戦した試合で使ったボール

長田さんの会社で提供している湘南ベルマーレの七夕限定ユニホームも

子供達のモチベーションもグーンと上がりました
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ザスパ草津も逆転勝ち

私と長田さんがホーム観戦すると２連勝中です

宿は老神温泉の素晴らしい旅館に宿泊させて頂けました

子供達は遠征で、こんな豪勢な料理を食べれて、ご飯のお代わりも宿の方がやってくれて 大感

動 露天風呂もあったし

大会自体も参加者全員にミニエナメルバックをプレゼントしてくれたり
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夜には大抽選会やって、現役のザスパ草津の選手呼んでくれたり

閉会式でも豪華プレゼント出たり、ストライカー掲載の写真会あったり

カレッジリーグの企画イベントは要チェックです

長田さんありがとうございました
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入院・・

2010.08.12 Thu
ザスパカップが終わり、ふみつぐと初めての二人旅 車で盛岡へ

休みながらの運転で、１０時間 疲れました

本日からマンションの駐車場も契約して・・

明後日は仙台でガンバの試合観戦して、アキさん、ヤットと食事して・・

来週は平塚で湘南ベルマーレと浦和レッズ戦での前座試合もあり・・

再来週は神奈川のチャンピオンシップも・・

でも、今日の午前中に岩手医大に検査に行ったらやはり・・即入院

無理しないで、入院しろと言われた時に入院していれば良かった

史嗣は朝から盛岡の図書館に行っていたのに、迎えに行けず、台風でずぶ濡れになり、初めての

街を一人で帰って来て



岩手の名所に連れて行こうかと思ってましたが、私の看病させるはめに

と言うことで、ブログはお休みです

皆さんも健康には留意しましょう



復活！？

2010.08.17 Tue
今回の入院は長期になりそうです

暇なので、ブログ復活させます

ふみつぐは盛岡に来てから、毎日病院に来てくれています 病院で勉強頑張っています

家内も来てくれています

ただ、私の状態は入院五日目ですが、絶食しているのに黄疸と腹痛がおさまりません

色々な検査していますが、先生ははっきり伝えません おそらくかなり悪いのでしょうね

神様が決めたこと、しっかり受け止め頑張るしかないですね

今日は会社の仲間のＴ部長とＨ課長が午後から、家内とふみつぐ連れて観光に行ってくれていま

す

焼肉と冷麺食べて



小岩井牧場の一本桜見て

醤油団子食べて

南部せんべい焼いて

まだ、帰って来ません

会社の仲間は知りませんが今日はふみつぐの誕生日

盛岡で楽しい想い出も作れたことでしょう

Ｔさん、Ｈさんありがとう
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唯一、私も入院直前にふみつぐを東屋のわんこそばに連れて行きましたが、ふみつぐは楽しいと

言うより苦しそうでした

結果、６０杯

まあまあかな
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元気をありがとうございます！

2010.08.17 Tue
今回の入院は少し？参っていて・・

東京で６月に入院して、退院した時には、軽い急性膵炎で、食事制限なし！薬なし！加療なし！

単身赴任よし！

と言うことで、盛岡来たんだけれど・・

軽い急性膵炎ではなかったようです 全く違いました おかげで、たくさんの検査で参ってます

知らない土地で一人入院していると、色々考える事もあり、少しへたれになりますね

長田社長から頂いたメールの返信にへたれメールを出してしまいました

昨晩、長田さんからの返事に、感激して涙してしまいました

さらに翌日、なんと

本日、忙しい中を東京からお見舞いに来てくれました



友人のりかちゃんも来てくれました

私のメール見て、元気付けようと、ただそれだけの為に急遽、新幹線で

夕方、盛岡に着いて、そのまま病院に来て、元気をいっぱいくれて

一時間ちょいで気遣い、帰って行かれました

帰りはまだ新幹線あったのに、私がふみつぐと先週乗って来た車を｢入院しているのに車あると気

になるでしょう！｣とまさかの自ら運転で乗って帰ってくれました

※ふみつぐ撮影
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東京までは５００キロ以上

長田さんの思いやり、優しさ、パワーには何時も救われます

先週のザスパカップでも、うちのチームは怪我した子供を病院に連れて行って頂いたりと助けら

れました

本当にありがとうございました

早く治して、またサッカー一緒に頑張ります
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おまけ

2010.08.17 Tue
長田社長が帰られたあと、私のマイブーム、Ｈ課長代理がやってきました

会社の方々にはお見舞いはご遠慮頂いていたのですが

ふみつぐの誕生日だと、Ｔ部長に聞いてケーキを持って来てくれました

病院、会社、自宅マンションが全て徒歩２分〜５分圏内なので色々あります

今日は元気になれた一日でした
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天国でまた逢おう！

2010.08.18 Wed
以前にもブログで少し触れましたが、私がトレセンで指導したこともあるＳ君

１年前に脳の病気でサッカーができなくなりました。

それでも再びピッチに立つために、少しでも長く生きるために、この一年間一生懸命戦っていま

した！

柱谷さん、水沼さんを始めとするＪ-ＯＢ会の皆さん、遠藤保仁選手、長田社長、山下さん、大勢
の方に応援してもらってましたが・・

とても残念なことに天国に行くことになりました。

今日がお通夜です

私はこんな状態なので、葬儀にも参列できないけど、もう一度逢いたかった

Ｓ君が大好きだった遠藤保仁選手と一緒に、天国に花を贈ることにしました。

サッカーが大好きで、将来の夢は少年サッカーの監督

もう一度ピッチに立つことを夢見て、諦めずに前向きに生きる素晴らしさを周囲の子供達、大人



達に教えてくれました

今、生きてるみんなは幸せです！例えどんな環境でいようと！

生きたいけど、生きられない人もいます！

生きてることは素晴らしいことです！

Ｓ君の分も私達はこれからも頑張って生きて、サッカー、日本の活性化に寄与していかなければ

！

そして、Ｓ君のような素晴らしいサッカー選手をまた育成できれば幸せです。

Ｓ君、いつか天国でサッカーを一緒にやろうな！



ついに一人・・

2010.08.21 Sat
本日、平塚球技場で湘南ベルマーレ ＶＳ 浦和レッズの前座試合にうちのチームが登場します Ａ-
ＬＩＮＥスペシャルデーです

ふみつぐはゴールキーパーです

と言うことで、昨日夕方に家内とふみつぐは盛岡から藤沢へ帰って行きました

ついに一人です

知らない土地で、病名もまだ分からず、友人も親戚もいない。。会社の方はいるけど、皆さん一

ヶ月前に会ったばかり

夜は薬もらっても眠れません

ふみつぐは｢前沢牛｣美味しい と新幹線から写メ送ってきたりのんきですが



こっちは今日で９日間絶食だというのに 水しか口にできない ので、隠れて飴玉なめることに

しました

これ以上の絶食は更なる強行手段に出るつもり もう、限界

来週は東京の病院に転院かなあ〜

早く退院したい

先日、他の施設に検査受け行ったので、その際に自宅へ立ち寄ると

長田社長がオーダーしてくれた湘南ベルマーレモデルの新着スーツが届いてました
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今日はこれを来て、前座試合のベンチ入る予定だったのに

悲しいからまだ、スーツは見てませんが・・

早くこのスーツ着て、仕事に復活したい

がんばるぞ



前座試合！

2010.08.21 Sat

私は一人、岩手医大で暇してましたが

平塚球技場のピッチサイドから、りかちゃんが前座試合の直前模様を中継してくれました

今日はＡ-ＬＩＮＥスペシャルデーだったので、湘南ベルマーレと浦和レッズの前座試合にうち

のチームを出場させて頂きました

ふみつぐは、一応キャプテンらしく？大きな声を出そうと言いながら、ピッチに入って行ったそ

うです

試合前のインタビューも何とかこなしたようで

試合前は大勢の観客の前で緊張もあった？ようですが・・

１ー０で勝利
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ふみつぐは盛岡の疲れもあったのか、試合終了後は医務室で吐いていたようです

湘南ベルマーレはやられたみたい

長田さん、りかちゃん、青柳さんありがとうございました

油井さんも写真撮ってくれてたようで

チームのお母さん、コーチもお疲れ様でした



限界・・

2010.08.22 Sun

長田社長達が帰り、家族が帰り、一人だけの土日

こんな土日が今までにあっただろうか？

子供の頃から、大人になっても周囲には必ず誰かがいて、何時も何かやらなければならないこと

があった。

土日はサッカー、旅行等楽しみがいっぱいだったが、こんな土日は初めてだ

岩手医大は大きいのだが、とにかく古くい

これで、盛岡の冬の寒さをしのげるのか？

大きくて、古いことが余計に暗く落ち込ませられる

見舞いに来る人はいない。来週、東京に転院するから来なくて良いとは言ったものの、かなり辛

い

知らない土地、知り合いは当然いない

看護師さん達は明るく良い方達だが、医師は若くて、暗い

まあ、ここは触れないでおこう



一日がこんなに長く感じるものか？

まして、検査結果の説明はなく、機械的に次から次へと検査を受けさせられるだけ 悪い

可能性だけ話される。当然悪いことしか考えない

何度も何度も外に出て、ぼーっと景色眺めたり

地下の売店に行ってお弁当やお菓子を見て飢えをごまかしたり

十日間の絶食、一人の生活、募る不安感・・・

まあ、良い経験させてもらってます

と、ブログやってたら、会社の野球部が試合終わったと顔出してくれました

普段はややこしいけど、今日ばかりは頼りになる奴らに見えました



転院

2010.08.23 Mon

東京五反田の病院に転院することになりました

喜ぶことではないんだけど、このくらいしか喜べることもありません

前社長が動いてくれて、万全の受け入れ体制を整えてくれました

自宅の藤沢からはちょい遠いけど、とても大きくて最新設備の整った病院なので安心です

ありがとうございます

いまだ病名も知らされず、いつまで入院かも分かりません

でも、また仕事するために、サッカー、助けてくれた方々に恩返しするために、先日天国に行っ

たＳ君のためにも、早く治して頑張ろう

前向いて、走るしかないよね



出戻り

2010.08.24 Tue

五反田の病院に約二ヶ月ぶりに戻って来ました

盛岡に転勤したばかりなのに、どうやら大きい病気を背負って、出戻り

意味わかんないですね

岩手医大は大部屋７人、２１時以降は完全消灯

こちらは個室なので快適そうです 夜もテレビ観て気がまぎれそうです

でも、高い

ホテルなら凄いとこ泊まれるだろうに

この病院での入院はどのくらいの期間になるのだろうか？

今週末は神奈川チャンピオンシップ 外出許可出してくれないかなあ？



とりあえずは、治療に専念しよっ



祝・全国準優勝！

2010.08.26 Thu

藤沢市立村岡中学校が全国大会で準優勝しました

村岡中学はうちのチームを卒団した子供達のほとんどが、進学する中学で、すぐ近所にあります

私が中学３年の時にも、新設されたばかりの村岡中学は、その当時の１期生で全国準優勝しまし

た

今回は神奈川県大会、関東大会を優勝しての全国出場でしたが、決勝戦は惜しくも東海地区一位

の静岡代表、常葉学園橘に負けてしまいました

今回の村岡中学の活躍はうちのチームはもちろん、藤沢、神奈川の多くの少年サッカーに元気を

与えてくれました

小学生も神奈川代表のバディさんが全国優勝したばかりだし

神奈川のサッカーは凄いよね Ｊリーグが４チームもあるから、やはり頑張ってますよね

高校サッカーも昨年秋の国体で神奈川が全国優勝してるし



湘南ベルマーレにも頑張ってもらいたい

村岡中学の皆さん、指導者、ご父兄の皆さん、お疲れ様でした

ありがとうございました



癌・・戦うしかない！

2010.08.30 Mon
｢悪性です・・｣

医師から告げられたその瞬間、私と膵臓癌の戦いがキックオフとなった。。

先週２６日、医師から告知されました。。

岩手医大に入院していた時に最悪のケースはシュミレーションしていましたが・・ 

五反田の会社の病院に転院して、個室に入り快適な生活を始めて、二日後だった。。

癌を告知されると、身体が震えたり、頭が真っ白になったり、取り乱したり・・と聞いたことが

あるが、私は淡々と聞き入れられた。

同席した母や家内のほうが動揺していただろう。

しかし、いきなり突き付けれた恐怖はしっかりと認識できた。。

死は確実に私のそばに現実のものとしてやって来たんだと。。



昔と違い癌は不治の病ではないと言うが・・

不治の病もある。それが膵臓癌だ。。

膵臓癌は癌の王様と言われ、発見された場合でも８割は手術できないとか・・

手術できても、術後１年生存率は５０％以下。５年生存率は１０％以下。

何故、私が？？

仕事もある・・

盛岡に役員として転勤したばかり・・

サッカーもある！

少年サッカーの監督やってるし、Ｊリーグ選手ＯＢ会も、長田社長、良香さん、アキさん、城さ

んとのサッカーもあるし・・

親父が２年前に亡くなり、お袋は一人でまだ頑張っている・・

ふみつぐも、ありさもいるのに・・ふみつぐは受験もある。



先日亡くなったＳ君の癌との戦いも応援してきた。。Ｓ君の分も頑張ると誓ったばかりだ！

訳分からん？？同級生でも、サッカー界、会社の同世代でも膵臓癌なんて聞いたことない！

そもそも５５歳以下はあまりならないとも聞く。

２ヶ月前に入院した時は癌はない！加療も、食事制限も不要と言われていたのに！

７月下旬に入院したほうが良いとは言われていた

でも、サッカーがあった。

転勤したばかりで、仕事で迷惑かける訳にも行かなかった。。

早く入院すれば良かったのかなあ・・？

・・とも思ったけど、サッカーの子供達にも、会社の社員にも言ってる。



自分で判断、決断したことは自分で責任持ち、楽しむこと！！

だから、私も後悔はない！

この何日か考えました。

混乱する自分をコントロールしてました。

夢ではないか？もしかしたら、夢から覚めるのではないか？と何度か自分の頬を叩いてみたりも

した。

夢ではなかったが、現実の結論は膵臓癌なんてただの病気！！

たいしたことない！

泣き、叫び、悩み・・

それで治るなら、いくらでも泣くし、叫ぶけどね。

何も変わらないんだ。



自分の中では、余命一年！

それ以上、一日でも長ければラッキーだ！

と腹はくくった！

その仮説以上に悪くなることはない。 だろう・・？

ならば、これから先は良くなることはあっても、今より悪くなることはない！

今まで通りに、それ以上に頑張るしかない！

家族のために、サッカーへ恩返しをするために、私の大切な友人達へ感謝をするために！

泣かず、負けず、後ろを向かず！

現実を、神様が決めたことをしっかりと受け入れ前向きに動くしかない！

これから一年のやるべきことのプライオリティを付けて行かねば！でも、それも結構楽しそうだ



！

これからも、より自分らしく、サッカー、仕事、全てに頑張ろう

それしかないでしょ

戦うしか



ありがとう！

2010.08.31 Tue

盛岡から東京の病院に転院してきて、朝から晩まで多くの方が来てくれる

仕事と違い、自分でスケジュール管理するから、とても大変だ

個室だから、面会時間関係なく？午前中から対応しているが、今日もダブルブッキングが２件

本当に、本当にありがたいです

今日は長田社長がまた来てくれた

城さんも忙しい中、来てくれて

｢ファイト！！｣と書いたサインボールを長田社長とくれました

先日、癌で亡くなったＳ君のお母さんも、葬儀が終わりまだ２週間も経ってないのに、来てくれ

た

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10634685713-10724154082.html


彼が戦って来た生き様を、天国に旅立ったことを私に伝えに来てくれた。

なべちも来た

Ｔ部長も

Ｉ部長とＹ部門長も

Ｍ取締役とＳ課長も

ひろきさん、ヤクルトスワローズの吉本さんが動いて下さり、Ｋ医大の膵臓の名医、Ｉ医師から

もお電話頂いた。これから力になって下さると

本当に、本当にありがたい

昨日は今後のＪリーグ選手ＯＢ会の在り方について、副会長の良香さんが私のところに来て思い

を語って行った

頼られることも、また嬉しい

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10634685713-10724154104.html


明治大学の神川監督からも電話あった

波戸ちゃん、サカティ、勇人さん、現役選手達からも

やんちゃも、竹中さんも

他にも、たくさん、たくさん・・

明日からもいっぱい、いっぱい

ただの病気なのに・・

逢いたい仲間が、話したい仲間が来てくれて、得した気分

なんか申し訳ない

半分くらいの方は目が潤んでいた



大丈夫なのに

最低でも、一年も猶予があるんだから



手術が出来る！？

2010.09.01 Wed

６日キックオフ

来週月曜日に手術が出来ることに

内科と外科の医師達が遅くまで会議してくれて、決定してくれました

転院して、癌と診断して、手術決定までの期間は異例のスピードらしいです

岩手医大の主治医、今の医師、看護師の方々に感謝です

手術は１０時間？かなりの大手術みたいです

頑張る？？

この言葉は違うんだと思うようになりました

生きてくために当たり前の営みなんですよね！

うまい言葉が見つかりませんが。。



頑張るのは家族や医師の方々なんですよね

膵臓癌で、手術できる人は２０％未満？

まずは神様に感謝です！

看護師、医師の方々に感謝です！

最近は点滴が外れて、金曜日から食事も始まって

重湯と具がない汁

でも、２週間ぶりの食事は最高に美味しかった

食べれること、手術が出来ることに感謝します

夜が明けます。

手術終わって、もう一度この景色みたいなあ

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10634684263-10724422605.html


病室からみえる景色

好きなんです
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フコイダン！？

2010.09.01 Wed

フコイダン

知ってますか？

私は知りませんでした

このセットを食前に飲む

１週間で、５万円強

そんな、馬鹿な

なんでも、飲むと癌の進行が止まるとか？手術の時に開いたら腫瘍が小さくなっていたとか・・

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10635870198-10725748470.html


命が・・・

延命されるなら、買っちゃうかもしれませんね

まあ、家内のその気持ちが嬉しいですが

医師に聞いたら・・・

止めないけど、勧めない

どっち？

手術前は肝機能に何かあると良くないから、やめたほうが安全だと・・

手術遅れちゃう方がリスク高いと・・

その通り

でも、やっぱり飲んじゃいますね  家内にも悪いから



味は・・ ビミョー

このビジネスは凄いだろうなあ〜  利益率は・・・

フコイダンもいいけど・・やっぱりハート！元気！だよね

必要なのは

会社の先輩の加茂さんが

岡山にある玉泉寺という癌封じで有名なお寺に頼んで、明日から手術明けまで一週間祈祷をして

もらうことにしてくれたそうです

加茂さん、ありがとう

気持ちが嬉しいです  ありがたいです

今日もたくさん元気になりました
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久々の日本料理｢遠藤｣！

2010.09.03 Fri

手術前に体力つけて、気分転換

医師からも言われてましたが・・

外出しても暑いし

食事は制限されてるし

でも、私が外出したくなるような会合をケンティが企画してくれました

私の大好きな仲間達を集めてくれました

横浜Ｆ・マリノス組

長田組

遠藤組



上海からも  ハワイからも

私の友人達を家族に引き継ぐために、家族四人で招待してもらいました

久しぶりの日本料理｢遠藤｣です

ふみつぐはサカティの横でドキドキ

中澤佑二選手は、なぜ写真撮影の時にカメラ見ないのか？ 質問してました

アキさんが的確に分かりやすく解説してた

アキさん、サカティは挨拶、礼儀の重要性をふみつぐに語ってくれました

私がチームで話すことと同じですが、一流選手の言葉には説得力があり、ハートに響きますね
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波戸ちゃんはありさと一生懸命に話してくれてました

ただ、ＡＫＢにしか興味のないありさにとって現役元日本代表は、ケンティと同じ楽しいお兄さ

んにしか見えなかったみたい

家族と仲間が寄せ書きをプレゼントしてくれました

癌と告知されてから、皆が元気をくれます

病気になる前よりも、確実にパワーアップしています

このパワーの使い道がないのが虚しい

今なら、良い仕事するのに

風邪でも自覚症状はある。。

今は食欲もあるし、絶好調

なんで月曜日に１０時間もかかる手術が必要なのか訳分からない・・

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10635947200-10727631461.html


帰りは神奈川支店で同期のＭさんが、病院まで送ってくれました

三年ぶりの再会でした

癌になるまでは、当たり前で何とも思わなかった日々の生活・・

今は生きる証として、家族や仲間に感謝の気持ちとして受け止めている。

いつまでこの生活を続けられるのか？？

そんなことが頭をよぎる。。

癌になり、色々なものが見え、感じることができるようになった。

神様に感謝ですね

今日もまた元気もらっちゃいました
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神様に感謝！

2010.09.04 Sat

人間は皆が夢を持って、その夢の実現に向け頑張って生きている

夢は叶う  絶対にあきらめるな

うちのチームの子供達に常にそう教えている

しかし、人間は夢を持っていても、自分の｢寿命｣を残り期間１０年、３０年、５０年と決めて、

その時間を計画的に生きていく人なんていないだろう。

ただ漠然と死にたくない、長生きしたいと思ってるだけでしょう。。

｢死｣、それだけは自分のことではないし、真剣に考える必要もないし、何処か彼方へ遠ざけてい

るはずです。

死を目の当たりにした人間しか分からないだろうけど、死は子供でも、大人でも、高齢の方でも

怖いものです

しかどんなに泣こうが、叫ぼうが、誰かが身代わりになってくれようが、私の病状は変わらない

んだ。。



だとしたら、今までとおりに元気に頑張るか

いや、それではダメだ  今まで通りとは死を認識する前のこと。。

医師の告知でもあったが、手術をしてもほとんどの人間が１年から２年で亡くなるらしい

だとしたら、一年を大切に計画的に、ハイペースで動くしかない！

普通に幸せに長生きできる方も最後は事故？病気で死に到る。

その時はあっと言う間だろう。。

私は今から１年を大切に使って行くことができる

それは神様が私を病気にしてくれたから

まだ、若い。 色々できることはある



楽しみだ

１年が過ぎ、１日、１ヶ月、１年とまだ生きていれば超ラッキー

今までの人生に、全く悔いはない

これからの毎日は厳しい戦いもあるだろうが

楽しいことも沢山あるはずだ

神様が与えてくれたものをしっりと受け止め、感謝せねば



さすがに凹む。。

2010.09.04 Sat

医師から明後日の手術の説明がありました

お腹を開く手術では一番難しい手術

順調に行けば１０時間。少し何かあると１２時間くらいか？いや、１５時間以上になる可能性も

あるとのこと ・・

膵臓、胃、小腸、胆嚢、沢山あって覚えきれなかった  切り取るんだって

死亡率３％・・かなり高いなあ

合併症・・沢山あるなあ

リスクを説明され、沢山の書類にサインした。

淡々と儀式は終わった

｢大手術｣、｢転移｣と言う言葉を何度聞かされただろうか



医師も説明する義務があるんですよね

サイン拒否した人いるのかなあ？ もちろん拒否できるなら、拒否したかったけど

するしかないよね 他に方法ないんだから、やるしかないんだから

外食は半年、一年はできない・・らしい

抗がん剤治療もやるらしい・・

色々あるが、全て受け入れ病気と戦うしかないね

でも、さすがに今回は少し凹むなあ

｢まず無理だろうな・・｣

説明聞いたら、誰もがそう思いますよ

｢先生！何か良い話しもして下さい！｣

母は泣きながら聞いてましたが  当たり前か。。



２時間くらい説明聞いて、最後に質問ありますか？と聞かれて、家族は質問したかったみたいだ

けど・・

｢何もありません！宜しくお願いします！｣、家族は｢えっ？｣という顔していたが。。

手術受けるのは私自身

質問しても何も変わらないもんね

先生、宜しくお願いします



再びグランドで！

2010.09.04 Sat

うちのチームの子供達が全員でお見舞いに来てくれました  お母様達も

サインボールや写真を持って来て、またサッカーやろうと

作文も持って来てくれた

早くグランドに戻らないとね

しっかり卒団まで見届けないと

子供達が六年生で良かった

そこまでは、何とか間に合うだろう

少し凹んでたけど、子供達と会って復活だぁ〜
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都市対抗

2010.09.04 Sat

手術前に最後の、２回目の外出許可をもらいました

小さい頃、亡き父に後楽園球場によく連れて行ってもらいました

ふみつぐはサッカーばかりで野球を観戦したことなかったので、都市対抗の応援に東京ドームま

で行ってきました

原監督にびっくり

今度はふみつぐと巨人と阪神の試合観戦に行きたいなあ  行けても来年になるだろうなあ

 必ず、行こうな

ちなみに、ありさはバトンの大会で不参加でした

いつものことですが

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10635872395-10729981619.html
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ブラジルに向けて好発進！

2010.09.04 Sat

２ヶ月前のリベンジ

２１歳、香川のシュートで勝利

ブラジルＷ杯に向けて、最高のスタートを切りましたね

今週お見舞いに来てくれた城彰二さんが解説でした

病院の看護師さん達も観戦に行ってました

やっぱり、長友は凄いなあ

さすが、神川の教え子

さすが、明治魂

ヤットはお休みでした



明日、キックオフ！！

2010.09.05 Sun

いよいよ明日キックオフ

よく考えたら、明日は結婚記念日

記念日に何かイベントをしたことはなかったが

明日の記念日は、人生最大のビッグイベント

手術を成功させよう

東京に転院して、十日あまり、お見舞いも２００人、いや３００人以上は来てくれただろう

勇気、元気を沢山もらった

お見舞いもこんなに

お守り、魔よけも国内外から

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10638360823-10730445193.html


こんなに

神様が喧嘩するよね

前の東京の職場、そのまた前の横浜の職場の方々が千羽鶴を作って持って来てくれました

メッセージが入った鶴も沢山いた

癌告知後、初めて涙ぐむ

気持ちがすごく、すごく嬉しかった

六会、ミラネーゼ、スカイブルー、大清水等の他チームのコーチや子供達やお母様達が

中学、高校時代の仲間が

サッカー選手達が
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多くの友人達が

スタンドは満席

負ける訳には行かない



男鶴！？

2010.09.05 Sun

岩手から、男鶴が届きました

岩手の職場の皆さんで作ってくれたそうです

手術に間に合うように、車で届けに来てくれました

女性が少ないので、ほとんど男性が作ったとのこと

昨日の千羽鶴も、今日の男鶴も手術が確定した火曜日から織り出したらしい

岩手は私よりも、年上の男性がほとんどだったはずだが、どうやって作ったのだろう

あまり近くで見ないで下さいと置いて行ったが、確かに力強い鶴でした

本当に大変だったと思います ありがとう

今まで、当たり前のように一緒にいた方々・・

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10639285951-10731662625.html


その方々の優しさをこういう状況であらためて、感じることができた

ちょっとした言葉、行動に敏感になれる。

だからこそ、人の何倍も感謝の気持ちが強くなる。

前に指導していたチームの子供達が、これから来てくれると連絡があった。

家内は泣いていた。。

沢山感謝し過ぎて、どうやって皆さんに御礼したら良いの分からない！？

今日もまた、私のことを少しでも大切に思ってくれる方々がいるんだと励まされた

生きているって、やはり素晴らしい



出陣！！

2010.09.06 Mon
手術が、数時間後に迫った。。

長時間に渡る難易度の高い手術。 死亡率も数％の手術と言われている

再びこの部屋に戻って来れるのだろうか・・

転移はしてないだろうか・・

技術的に対処できるか・・

恐怖感があることは否めない。。不安が頭をよぎる。。

でも、選択の余地はないんだ！

やることはやって来た。

家族へのメッセージも残した。。



当事者でない人間はまさか！？と思うかもしれない

しかし、私にとってはまさかがあってからでは遅い！

最悪のケースも視野に入れなければ。。

｢死ぬ時は、死ぬが良かろう｣ ある歌人の言葉がある。

それで良い

しかし、まだその時ではない

今は、生きることに、生き抜くことにこだわる  

徹底的にこだわる

家族に、そして今回私に元気と勇気を与えてくれた全ての大切な人達へ感謝をするために

まずは手術。 その後は、合併症のリスク、リハビリ、抗がん剤治療・・



真摯に現実を受け止め戦っていく  

いや、戦うとかそんなカッコイイものでも、美しいものでもない！

最後の最後まで、抵抗してやる！ 悪あがきしてやる！

泥臭く、何と言われても、何を言われても生き抜く！

最後は花に囲まれて死にたい？海を見ながら死にたい？畳の上で死にたい？

そんな贅沢は言わない！

子供達を遺して行くことが悔しい。。

だから、一日でも長く生きたい・・

最低でも１年は必要なんだ！

統計上の数字に付き合う訳には行かない。

うまく行けば、火曜日には集中治療室から出れるらしい・・



成功させて必ず戻る！

今は看護師、医師の皆さんを信じて、頑張ってもらうしかない



手術、予選突破！

2010.09.09 Thu

すみません

遅くなりました・・

手術は無事に終わりました  しかし、激痛でまだ日常会話もなかなかできず、ブログ更新も

苦しい状況です

手術はベテラン主治医の記録更新となる、過去最長記録

１５時間以上となる大手術でした

転移もなく成功したようです

ただ、膵臓は今後継続して抗がん剤治療とか、再発させない為の治療を継続していく必要があり

ます 。

これからが勝負です。

今まで医師、看護師の方々や、家族に頑張ってもらってました



周囲の方々から元気と勇気をたくさんもらいました

これからが私の出番です

本大会出場 キックオフです

いまだ、激痛で何もできませんが、昨日から歩き始めました

看護師さんはもう歩いてる と感動してくれて、涙流してました

すごく痛いですが、今後の為に歩かないとダメみたい

とにかく痛いです 死にそうですが、生きてるんだから贅沢言えませんね

痛み治まったらまた、再開します

恐ろしくて？今まで付き合ってきた内蔵が可愛そうで！まだ、自分の傷口見てません

バッサリ切って、内臓たくさん切り取ったんだから痛いよね



情けない・・

2010.09.18 Sat

術後１２日目。今朝、病院の外に出てみた 気持ち良かった

手術が大きかっただけに過去の膵臓癌の手術とは比較できないようだが・・

手術自体は成功！？見た目には転移もなかったようだが、あくまでも目視によるもの。病理の結

果はまだ出ていない。

病理の結果はあと２週間くらいだろうか？

そこで死刑宣告されるのだろうか？

まだ、再発に怯えるには早いが、間違いなく何かが変わった。。

告知後、手術までは事実を受け入れ、友人や先輩達にも励まされ、前を向いて進んで来れたが・

・

手術と言う最初の山を越えた後は、チャレンジすることではなく、再発から逃げれるのか？ 不安
の日々しかない。。



最初の告知と違い、再発告知のダメージは大きいだろう。圧倒的不利な状況下でのキックオフと

なる。

今は、物欲や将来的な目標も持てない。持つこと自体が非現実的である。

今日はありさの学園祭、明後日からはふみつぐの修学旅行。私の為に家族の生活を犠牲にする訳

には行かない

手術から付き添ってくれていた家内も先日、家に帰った。

手術から１０日間、家内は本当に良くやってくれている。 まだ３０代。こんなに苦労させて良い
のか？

高校生の長女と、小学生の長男。お前達の友達で同じ環境の子供はいるか？

２年前に２０年の闘病生活の末に父親が他界したばかり。次は息子か？ 母は見舞いに来ても、い
つも無言でいる。

少年サッカーの指導がある、来年はJr.ユースも長田さんと立ち上げるつもりでいた。



Ｊリーグ選手ＯＢ会も来月で２年目を迎える。

中岡さん、柱谷さん達と会を飛躍させていかなければならない。

良香さんの暁星国際も、野口君の上海も、ひろきさんのハワイもこれからだ！

岩手では社員の皆さんが私の帰りを待ってくれている。

そんな時に周囲に心配だけかけて、何をしているんだろう？

とにかく悔しい！

手術前の覚悟が揺らいでいるのが分かる・・

そんな自分が情けない。。

前を向くしかないことは理解しているが、一人でいることはやはり辛い。。

あらためて、弱い人間なんだと情けなく思う。

本当に情けない。

それでも前へ進むしかないことだけは分かっている。



みんな、頑張ってる！

2010.09.18 Sat

横浜Ｆ・マリノスとグランパスの試合

ザッケローニ監督も視察に来てましたね！

波戸ちゃん、大樹はスタメン  サカティも何時も通り？後半途中から出場して頑張ってまし

た

誰か代表呼ばれないかなあ？

でも、波戸ちゃんは立派だ 今シーズン当初は肉離れで来るしんでいたけど

３４歳になってまだ、頑張ってます 今日も大活躍

何時か一緒のチームで波戸ちゃんとサッカーやる約束してます 私も頑張らなければ

湘南ベルマーレはどうなってるんだ

今、テレビ観てるけど、前半分３４分でハットトリックされてる



解説は福西さんだ 平塚来てるんだぁ〜

コメント困るよね、これでは

フロンターレは確かに強いが・・

Ｊ１に昇格したから、年間指定シート購入したのに、まさか一度も使わないうちにＪ２降格

頑張れ、湘南ベルマーレ １７歳遠藤選手も初出場してるし

勇人さんのジェフは明日の千葉ダービーが勝負だね 後はない 頑張って

良香さんのフェリーチェは高円宮杯予選で前半３点のビハインドを後半跳ね返し５ー４で逆転勝

利

皆、頑張ってるんだな

仲間が、周囲が頑張ってるとこっちも元気がもらえるね

風邪もうつるが、元気もうつるんだ



明大神川監督の文武両道

2010.09.22 Wed

昨晩、明治大学サッカー部の神川監督がお見舞いに来てくれました

神川さんは私と高校サッカー部時代の同期で、主将でした

彼と一緒に神奈川代表として選手権、インターハイに出場しました

関東大会以外の新人戦等、全ての神奈川タイトルを制覇していたと言うことは昨日、神川さんに

言われて気付きました

やはり、高校時代に一緒にサッカーやった仲間は良いでね

神川さんが０５年に監督に就任してから明治は大躍進

０７年には４３年ぶりに関東大学リーグ優勝

昨年は５１年ぶりに大学選手権優勝

天皇杯でもＪ１チームを撃破

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10655507243-10760785856.html


その勢いは失速せず、今年は現在まで関東大学リーグの首位を独走しています

神川さんは私の少年サッカーチームの指導にも時間が許すと来てくれてます

彼と何時も話しているのは｢文武両道｣を貫かせること

私達のサッカーの原点はそこにあったし、今の少年サッカー、大学生、Ｊリーガー、あるいはサ

ラリーマンにおいてまで、飛躍するためには絶対必要な精神だと思います

日本代表の長友選手は、スポーツ推薦で明大に入れる能力はなかった

しかし、勉強を頑張り指定校推薦で明大に入学

明大で神川監督と出会い、ＭＦからサイドバックに起用され、今の長友選手が誕生した

二人はずっと文武両道を貫いている

長友選手だけではない。

今年の明大の４年生は４人がＪリーグ、他も銀行、証券、広告、アナウンサーと様々なフィール

ドに出ていく。 文武両道の精神を持って

「ジュニアサッカーを応援しよう！」という雑誌に神川監督の文武両道に関するインタビュー記



事が掲載されています

少年サッカーに携わるご父兄、指導者の方、是非とも一読下さい

神川監督は明大の選手にもうちのチームの子供達にも毎回語りかけます。

｢この練習は何のためにやっているのかを考えれば、同じヘディングでも違う。同じ練習でもイン

テリジェンスを持て！｣

全てのフィールドに共通する言葉だと思います



抗がん剤治療開始

2010.09.22 Wed

本日から抗がん剤治療が始まりました

医師から説明を受け、今まさに点滴で始めたところです

リスクとしては、以下が想定される・・

①吐き気、嘔吐、発熱

②骨髄の障害による白血球等の減少

③脱毛 他

何があろうが、これからもサッカーと仕事を続けるために、家族を守るために、どんなリスクが

あろうが選択の余地はなく、やるしかありません

論理的根拠は少ないかもしれませんが、湯治療、先進医療等にも今後、チャレンジしていくつも

りです

元気と勇気をたくさん与えて下さった方々、１５時間以上の大手術を成し遂げて下さった医師、

看護師の皆さん、多くの方の想いに報いて、恩返しするためにも



今の状況は私や家族をこれまで以上に成長させるために神様が仕組んだのこと。

神様は｢乗り越えられる人にしか苦難を与えない｣

そう信じて、今は前へ進むしかない

可能性が０でない限りは、自ら諦めたり、ダメかもしれない・・と考えることは許されない

自らがそう思った瞬間に可能性はなくなる

評価、反省は全てが終わってからやれば良いこと。。



先輩(^_^)v

2010.09.23 Thu

昨日、本日と高校時代の先輩達がお見舞いに来てくれました

上の方々はアポなしでいらっしゃる場合が多いのですが・・

その分喜びも大きいです

昨日は、大手町で高校時代の仲間と飲み会があるからとＴ先輩、Ｋ先輩、Ａ先輩が来てくれまし

た

何故、飲み会が湘南でなく大手町なのかは知らないけど

Ｔ先輩は神奈川のエース、卒業後は中央大学のキャプテンとして関東大学サッカーリーグで大活

躍されてました

当時のＴさんのポストプレーは絶対的なもので、私は左ＦＷでしたが、とにかくボールが良く流

れて来ました

今日はＨ先輩が来てくれました

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10656042101-10762586165.html


Ｈさんは一つ上のキャプテンで、ゴールキーパー

現在は中学校のサッカー部顧問、トレセン指導者として活躍されてます

コスタリカの日本人学校にもいたことがあり、コスタリカの教会チームのユニホームをお守り

に持って来てくれました

高校２年の時にこの先輩達と一緒に愛知のインターハイに出場したことは今までのサッカー人生

の中で私の一番の想い出です

私にとって、初めての全国大会でした

諦めなければ、夢は必ず実現できるんですよね

私ごときの見舞いに何度も来てくださるサッカー、会社の先輩方

本当に本当に感謝します 幸せだと思います。

病気になったけど、悪いことだけではないんだな。。

負けない気持ちで、諦めたりせずに、少しでも前へ進んでいれば、良いこともあるんですね
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子供達にもサッカーを通じた人間形成、文武両道の精神から、素晴らしい仲間と経験をたくさん

得て、多くを学んで欲しいと願います

サッカーは、飛躍して行く子供達の人間としての礎を必ず築いてくれるはずです



藤沢サッカーへ恩返し！

2010.09.27 Mon

藤沢市サッカー協会の親分Ｓ木先生とＳ川さんがお見舞いに来てくれました

Ｓ木先生とは今から２０年ほど前、まだ私が学生だった頃に善行小学校で一緒にサッカー指導し

ていました

それ以来、少年サッカーにはまってます

早く治して、藤沢のサッカーのために一緒に頑張ろう

そう言ってもらえることがとても嬉しかった

手術と言う目標を成し遂げ、後は癌の再発に怯え、逃げる生活しかないのか・・そう思ってしま

うこともありましたが

違いますね

先日、会社の先輩がこんな言葉をメールでくれました



『夢はラッキーな誰かにのみ神様が叶えてくださるものではありません。夢はあなたが描いて、

あなたが叶えるもの。そうなるようにできています。同じように奇跡さえも、偶然起きるのでは

ありません。あなたの思いが、奇跡を起こすのです。』

チャンスは掴むもの、夢は叶えるもの、奇跡は起こすもの

まずは自らが前へ進むこと

私は自分の人生に少しの悔いもない

そんな風に生きてこれた私を育ててくれた、私の原点である藤沢サッカー

元気なうちに出来る限りの恩返しをしなければ

Ｓ君の想いと一緒に、必ず

それが私の夢の一つ

早くグランドに帰ろう



抗がん剤治療第２回目！

2010.09.28 Tue

昨日の採血結果は特に異常なし

と言うことで、２週連続で抗がん剤治療を明日受けることが出来ます

辛いけど。。当然、毎週できた方が良い

抗がん剤治療には自覚症状がある副作用と、自覚症状がない副作用がある。

今のところ自覚症状はなかったが、血液検査で白血球が著しく減少していたりすると２週連続で

治療できない可能性もあった

まずは一安心

昨日、神奈川支店のＭ澤さんと、Ｔ丸さんがお見舞いに来てくれた

抗がん剤治療の副作用を心配してくれて



わざわざ中華街で

必要ありません

まだ、早いでしょう

そもそも抜けても、これは被れません

Ｍ澤さんは本社へ来月からご栄転するそうです

おめでとう

同期入社で、入社当時はフランス人形のように可愛かった・・

現在もやはりフランス人形でした
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秋ですね(T0T)

2010.10.01 Fri

今日から１０月

８月に入院して、いろんなことがありました

もう、秋なんですね

今年は初めて海に入ることなく夏を終えました

来年は必ず海に入るぞ

今日から私を診て下さる先生のチームが変更になりました

主治医はベテランＮ先生

そして、若手イケメンの頼りになるＲ先生

新人で頑張り屋さんのＫ先生

この先生達で今まで私を診て下さいました。１６時間の大手術、土日も含めて毎朝、毎晩回診に



も来て下さり本当に感謝しています

ありがとうございました

今日からＲ先生とＫ先生は他の先生と替わりました

私が順調だから変わっても大丈夫なんだろう  と思っいます

早く回復しなければね

今月末には湘南読売が始まります

私が指導しているＤ道は藤沢の代表として参加します

私もベンチに入り、必ず優勝させます

岩手のＨさんから『いわて めかぶパワー』のフコイダンも送られて来たし

岩手のめかぶパワーで、湘南読売は優勝だ

おまけ

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10663993698-10777058615.html


ふみつぐは昨日、横浜Ｆ・マリノスのセレクションに行って来たようです

キーパーで記念受験

あいつのポジションってどこなんだろう？

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10663993698-10777126694.html


病理結果・・

2010.10.01 Fri
病理結果が出た・・

やはり癌であった。。

覚悟は出来ていたが、可能性は０ではなかったから、ショックは残る

今までは、あくまでも画像等からの診断であり、Ｎ先生からは手術後に、腫瘍を病理検査してみ

ないと１００％癌とは言えないと言われていた。

想定内の結果。。終わりのない戦いの始まり

これからは、癌を再発させない為に、生きてる限り戦うしかない

昨日までの私の病名は『癌の強い疑い』であったが、今日からは『癌』と変更になる

正真正銘の癌患者になってしまった

しかし、今までの時間で覚悟は出来ている



少しでも長く生きる

絶対に癌は再発させない

サッカー、仕事への恩返し

家族、先輩、仲間、子供達への恩返し

やるべきことは沢山ある

やり甲斐もある

死を目の当たりにした人間だからこそ、出来ることもあるはず

今月中には退院できるだろう。これからは、きっと忙しくなる

より熱く！より激しく！より優しく！

そんなふうに生きて行きたいなあ



最後の運動会

2010.10.02 Sat

今日はふみつぐの小学生最後の運動会

天気も問題なし

私はまだ、外出ができないので行くことができない

彼は今年は応援団をやるらしい

さきほど、母からふみつぐは頑張っていると涙声で電話があった

応援に行ってやれないことがとても悔しい

息子だけではなく、その小学校には私が指導していたチーム、スカイ●●の子供も沢山いる

私は辻堂海岸のスカイ●●、藤沢駅前の●道の２チームを指導していた。

最近は●道のコーチが私以外いなくなったので、なかなかスカイ●●には行けませんでしたが



だからこそ、運動会行って皆に会いたかったなあ

スカイ●●は規律あるチームで、ハートがある素晴らしい子供達ばかりでした

と言うことで、私は一人病室でしたが

今日は久しぶりに遠藤組若頭のケンティが来てくれました

親分のアキさんは来なかったけど

横浜では色々なことが起こってるみたい

早く退院して、行かなければ
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羽鳥ＳＣさん、ありがとう！

2010.10.02 Sat

羽鳥ＳＣのＫコーチがお見舞いに来てくれました

なんと、羽鳥ＳＣさんの全学年の子供達が千羽鶴を折ってくれたのです

それを届けてくれました

Ｋコーチの前で、自然と涙が溢れ、止まりませんでした。入院してからこんなふうに涙が出たの

は初めてでした。

私と何の利害関係もない、他チームの子供達、ボランティアのコーチ達が、ここまでしてくれる

ことが、とても嬉しかった

私の存在はサッカーを通じて子供達に、藤沢に、神奈川に少しだけでもプラスになっていたのか

？そう思っても良いのか？

羽鳥さん、大清水さん、ミラネーゼさん、六会さん等の他チームのコーチ達、子供達、サッカー

協会、Ｊリーグ選手ＯＢ会、選手の方々・・

私は、何もたいしたことはしてきていないし、出来ていない
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それなのに、こんなにも多くの方々に応援してもらい、元気と勇気を与えてもらい・・ここまで

来れた

とにかく早くグランドに戻りたい

子供達に、地域に、サッカー界に、サッカーを通じて、少しでも早く、少しでも多く、恩返しし

なければ



ステージ４・・

2010.10.03 Sun
本日、主治医のＮ先生から先日の病理検査の結果について詳細説明が私と家族にありました

ステージ４ｂでした

膵臓はステージ１〜４まであり、更に４は４ａ、４ｂとありますが、４ｂは末期の状態・・

なぜ、６月に何でもないと断言されたのに、８月に末期なのか

なんて、言っても仕方ない

手術はできたのだから、感謝せねば

絶対に再発はさせない

先生の説明後、天使達が来てくれた

私が指導していた地元のスカイ●●の六年生達



数年前に｢お父さんコーチ｣としてでなく、一人のサッカー人として、このチームを進化させたい

と思い・・

泣き叫ぶふみつぐを、隣駅の●道に移籍させ・・・

自分の息子を他チームに出して、チームコーチに専念して、試合毎にミニ新聞を配布したり、会

社行く前、暗いうちから車で子供達をピストンで何度も送迎して朝練習したり・・

理解者も増え、結果もついてきました

四ヶ月後の藤沢市のトーナメント大会では、私が指揮するスカイ●●と、息子のチーム●道が決

勝戦で対戦するまでになりました

結果は息子チームの勝利

ふみつぐと私にとっては、貴重な経験でした

それから早２年。。

●道にも頼まれ、藤沢市では有り得ない２チームの指導者を同時にやって来ました



こんな身体になってしまったので、おそらく監督として、チームを持つことは今年が最後かと思

います

しかし、天国のＳ君もいた藤沢市のＵー１２世代にはチーム横断的にこれからも中長期的にサ

ッカー、文武両道の人間形成の一助を担っていければと考えています

この子供達のためにも、病気と遊んでる場合ではない

何百回も腹はくくって来た

前へ進むだけだ

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10663992558-10780955668.html


長田社長！

2010.10.03 Sun
今日は、長田社長のチームＡ．Ｃ．湘南ミラネーゼのコーチ達もお見舞いに来てくれました

岩手医大に入院する前日まで、尾瀬のザスパカップに一緒に行き、大変お世話になった方々

来年度のジュニアユースチームについて、色々と議論しました

偶然にもその後、長田社長も来てくれて

りかちゃんも来てくれた

私が辛くなると、何時も現れてくれます

今後のことを色々と相談して

元気出たあ〜
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サッカー関係は、長田社長とやることが、沢山あるなあ

Ａ-ＬＩＮＥ新商品のトレーニングシューズを持って来てくれました

すごくカッコイイ

皆さんも是非履いてみて下さい

このシューズ履いて、早くグランド戻ります

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10666127519-10781535330.html
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ふみつぐ

2010.10.05 Tue

昨日、ふみつぐは城スクールへ

城さんに声かけられたと、電話で喜んでた

ふみつぐは私が病気になる前に、中学受験をすると決意して、塾に通い始めていました

長いサッカー人生、本人が決意したのなら、秋に数ヶ月休んでも良いだろうと、私も考えていま

した・・

サッカーは、一人だけでも練習できるからと、自主トレもして頑張っていたし

しかし、電話でサッカーやりたい、チームに復帰したいと言い出して

父親の状態を理解しているのでしょう

私と一緒に小学生の残り何ヶ月かサッカーをやりたいと・・

また、来週からリーグ戦等、大会が始まりますが、ふみつぐがいないとチームも１１人ギリギリ

ベンチでも良いから試合に行きたいと・・



ダメダメのキャプテンだと思ってましたが・・

仲間に迷惑をかけたくないらしい

親としても、姉の時のように何が何でも受験 とは考えておらず、トライすることにより、勉

強する姿勢とマインドが醸成できて、中学に進めれば良いと思っていた。。

しかし、まさかの「受験もやらせて欲しい、頑張りたい・・」発言

そりゃ無理だよ〜

そもそも、受験は記念受験みたいなもんだと思ってたし〜

しかし、諦めない気持ちがあることが嬉しい

また、下手くそだけれど、チームの為に頑張ると言う気持ちが嬉しい

いつの間にか成長していた、強くなっていた



ただ、私が病気になっていなければ、受験だけに専念していただろう

あるいは、サッカー復帰したらサッカーだけに専念していただろう

小学生の息子に悩ませること、我慢させること・・

とても悔しい  情けない  ちくしょう

しかし、それは彼の将来の財産になってくれるはず

横浜Ｆ・マリノスのセレクション落ちた悔しさもね

綺麗な水の中では蓮の花は咲かない。人間も、何もかも調子良くトントン拍子にいくと、大成し

ない。逆境に遭って初めて花が咲き、実が実っていく！

ふみつぐ、一緒に頑張ろう
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Ｊ-ＯＢ

2010.10.05 Tue

昨日、Ｊリーグ選手ＯＢ会の中岡事務局長が来てくれました

中岡さんは会社経営もされており、中岡さんの会社では『みんなの放送』もやってます

サッカーネタ中心の放送局も結構ありますよ

http://www.minpo.tv/3

是非ともご覧下さい

本日はさきほどまで、マイアミの奇跡、Ｊリーグ選手ＯＢ会副会長の松原良香さんと、事務局の

大串さんも来てくれて

今月で２年目を迎えるＪリーグ選手ＯＢ会

皆さんから、「頼む！お願いします！」と言われることが嬉しい



良香さんと２時間も議論した  疲れたぁ〜

身体はイマイチだけど、頭は動く Ｊ-ＯＢのフィールドもお借りして、サッカーへの恩返しを

させてもらおう、少しでも少年サッカー、日本サッカーに寄与したい

色々あるなぁ〜

まずは今持っている夢のプライオリティー付けをして、スケジュールも作らないと

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10666576620-10784309830.html


シンガポールから！

2010.10.05 Tue

シンガポールからお見舞いに来てくれました

山本さん

藤沢サッカーで出会った最高のおじさん

現在はシンガポールで単身赴任中

この人がいたからこそ、ふみつぐもスカイ●●から、●道へ移籍させることが出来た

二人でめちゃくちゃやりましたねぇ〜

まだまだやりましょうね

シンガポールのお守り

ありがとう

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10667816837-10784809438.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10667816837-10784809445.html




抗がん剤治療第３回目！

2010.10.06 Wed

抗がん剤治療第３回目、無事終了

毎週水曜日、３週続けて実施した抗がん剤治療が無事終了

特に自覚症状がある副作用は今のところない

白血球の低下等はあるが、支障のない範囲のようだ。

来週は１週休み

再来週からまた３回やって１回休む。それを延々と繰り返す  選択の余地はないんだよね。
。

だけど、４週間前には１０本以上身体に入っていた点滴等の管も現在は２本だけ

これも来週中には抜ける予定

手術の傷はさすがに痛むが



ついに来週末は、外泊で自宅に一度戻れる

藤沢少年サッカーの後期リーグ戦にも間に合う

２ヶ月以上の入院生活も、多くの方のお見舞いで、元気と勇気を頂き、ここまでは順調に来れま

した

皆様には心から感謝致します

これから先も、ややこしいことだらけだろうけど、少しでも進まなきゃ



３ヶ月目突入・・

2010.10.12 Tue

抗がん剤治療の影響はないと思っていたけど、最近ずっと食欲がなかった

胃腸を切除した影響か？副作用か？

医師はおそらく副作用だろうと・・

ただ、白血球が著しく減っている訳ではないので、食欲ない等の副作用については、私が耐えれ

れば問題なし

もちろん、吐こうが、髪が抜けようが、絶対に耐え抜く

そうすれば、治療は続けることができる

今日で、入院してから丸２ヶ月 ３ヶ月目に突入する

色々なことがあった。。

色々なことを考えた。。



色々な人に迷惑をかけた。。

色々な人に元気と勇気をもらった。。

朝の採血の結果が問題なければ、身体から出している最後の管を明日には抜くことができる

そうすれば、今週金曜日には外泊が許され、自宅に帰れる

本当は今が外泊している状態なんだけど

絶対に完全復活してやる



延期

2010.10.13 Wed

昨日の採血の結果はイマイチだった

管を抜くのは来週以降

今週末の外泊は延期

藤沢の後期リーグ開幕戦には間に合わなかった。。

日曜日には、ふみつぐと湘南ベルマーレのゴールキーパー教室に一緒に行く約束をしていた。。

来週月曜日には、外出してＪ-ＯＢ理事会に顔出そうと思ってた。。

残念・・

また、色々と検査がある

今は少しでも長く、少しでも前へ・・それでＯＫ



想定内のこと

今までが順調だったんだ

悩んでも、嘆いても前に進まない

その瞬間その瞬間を、夢を捨てずに精一杯生きるのみ

ヤットもそういう努力があって、昨日の日韓戦で史上４人目、代表戦１００試合出場を達成した

んだ

やっとの応援、ブラジルに必ず行く



仕事

2010.10.13 Wed

今日は岩手と本社の幹部が病院に来てくれた

これからのことを私が不安にならないように色々と説明してくれた

ブログでは仕事のことには触れないようにしているが、私は懐の深い、やり甲斐のある素晴らし

い会社だと思っている

この会社に入ったことに少しの後悔もない

多くの素晴らしい仲間に出会えた

人としても育ててもらい、多くの経験を積ませてくれた

この会社でプレーできたからこそ、今の自分がある。一切の悔いがない人生をここまで送ってこ

れた

サラリーマンでいたこと、この会社にいたことを感謝する



しかし、サラリーマンは面倒なこともある

盛岡に同化して頑張る と言う気合いで、単身赴任であるにも関わらず、藤沢の自宅から私の

物は全て盛岡に送っていた

ダイニングテーブル、テレビ、洗濯機等は全て新たに購入

一度も使ってない物も大量にある

そりゃそうだ、盛岡行って一ヶ月くらいで入院したんだもんな

全て盛岡のマンションに置きっぱなし

退院に備え、自宅に新たにベッドを購入した

今は岩手の人間だからね マンション空ける訳には行かないし

早く退院しなきゃ



公文さん

2010.10.14 Thu

横浜Ｆ・マリノスのスカウト公文さんがお見舞いに来てくれました

公文さんは、私の高校時代の同級生です

中田英寿さんと湘南ベルマーレのＪ１時代の黄金期を築いた立役者です

中村俊輔さん達のサイン入りユニホームを持って来てくれました

期間限定ユニホームも

ありがとう

先日のふみつぐの横浜Ｆ・マリノスセレクションの評価も持って来てくれました

正式なキーパーでなく、一年ちょいの経験で、独学にしたら悪くはない

そもそもフィールド選手なので、繋ぎを意識し過ぎて、ミスがあったと

母親には伝えときました ふみつぐは、ポジティブに受け止めることができれば、ニンマリ
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しているでしょう

結果発表の時に横浜Ｆ・マリノスからの電話をずっと待っていたようですし

頑張ったけどダメだったのはやはり能力がないから 全否定されたと思っていたでしょうか

ら

事実はしっかりと受け入れなければなりません

現時点において、能力がなかったのは事実です

しかし、強みもあったはず。そのポイントについて、褒めること、元気を与えることも大切です

よね

大人でも、子供でも能力を伸ばすためのコーチングの原理原則は同じだと思います

結果は必ずついて来る

努力は裏切られない

文武両道の精神で、子供達にはサッカーを通じて夢を追い続けて欲しい



大人の私もだけどね



ストライカー ＤＸ

2010.10.14 Thu

ストライカーデラックス１１月号

是非ともご覧下さい

私の入院直前に参加した｢ＴＨＥＳＰＡ ＣＵＰ｣の特集が１１月号に掲載されました

うちのチーム、●道ＳＣの写真を特集のトップページから大きく扱ってくれています

私が元気出るように、長田社長が配慮してくれたんでしょう

ありがとうございます

集合写真の中には黄疸で黄色くなった私がいます

何故かうちのチームの集合写真だけ指導者が入っちゃってました

２日後には岩手で入院

現在に至る



大会はザスパ草津や県外の強豪を破り準優勝

元気だった私の最後の大会となりました

それを察していたはずはないが 湘南ベルマーレとの決勝戦はふみつぐがなぜか、ハーフタ

イムから涙を流して必死に戦ってくれていた

本当は自分のファールでＰＫとられて、失点したからだろうけど

来年もＵ‐１３で必ず参加します

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10675829070-10685514363.html


博多から！

2010.10.15 Fri

昨日、横浜で学会があったからと、博多からＫ医大のＩ医師が来て下さいました

膵臓専門の医師です

看護師さんから、部屋を借りて家族と２時間程度の説明を受けました

今の病院では取り組んでいない免疫療法について、色々と教えて頂き、ご相談にのってもらいま

した。

退院したら、博多に行ってより具体的な治療方針を検討する予定です

もちろん、現在の主治医Ｎ医師にも継続して助けて頂きます

Ｉ医師は某プロ野球選手からの依頼で私をサポートしてくれるようになりましたが、これからも

友人として協力して下さるとのこと

心強いです



色々な方に本当に助けて頂いてます

少しでも前に進む為に、今日は身体から管を出したまままですが、断念していた外泊にチャレン

ジする予定です

不便なことだらけで、サッカーに行っても、痩せて身体から管を出してる私を見れば子供達も驚

くでしょう

私もそんな姿を見せたくないですが、でもそれが現実です

少しでも前へ行かないとね



お休み・・

2010.10.20 Wed
先週末は自宅に帰れた。

しかし、まだ体調が万全ではないので、病院にいるほうが楽だ。

今日は予定通り、２クルー目の抗がん剤治療。前回、副作用が色々あったから少し不安

来週末には退院できる予定だけど・・

当面は仕事を休み、自宅療養とリハビリです

新しい生活の準備をする為、ブログは当分お休みします

退院して落ち着いたら再開します



生きること！

2010.11.05 Fri
生きること、あきらめない！

ガン再発予防としての抗がん剤治療とその副作用。。

開腹手術の後遺症による腹痛、下痢。。

仕事、プライベートにおける私を悩ます様々な問題・・

ずっと悩み続けていた

あまり悩む人間でないが、かなり悩んだ

なので、ブログも自粛していた。。

神様は何故私にだけ、こんなにも辛い試練を与えるのだろう？と恨むこともあった。

しかし、その問題、事実を受け入れるしかない。

また、何度考えても、悩んでも、結果は同じ。前へ進むしかないんだ。

ブログも復活させてみた

生きているんだから、どんなに格好悪くても、生きることにこだわる。生き抜く、悪あがきする



神様が私に与えた恐ろしい数の試練。これを乗り切れば何でもできそうな気がする

退院予定日は既に何度か延期されている

今週末に退院予定だったが昨日、また延期が決まった

退院は来週以降

来週の盛岡行きは全てキャンセル マンションの引っ越しは社員の方にお願いすることに

なる。どこまで、迷惑かけるんだろう？

１日の朝、上司から人事発令の電話を病院に頂いた。

声を聞いた瞬間、涙が溢れた。。言葉にならなかった。ずっと泣いて謝っていた。。

ありがとうではなく、ごめんなさい。許して下さいとの気持ちしかなかった。。

役員で着任したのに、働けたのは１ヶ月

それでも、皆さんが千羽鶴届けてくれたり、また仕事一緒にできるから！と励ましてくれた



岩手に何も残せなかった自分が腹立たしい、悔しい。

岩手の皆さんに謝りに行く予定だったけど、謝ることも今は神様が認めてくれない。。

今月からは神奈川。

ロケーションは自宅からも近く、私のチームの●道小学校がそのビルの裏にある。

こんな私の為に、色々な方が考えてくれたんだろう。感謝です

先週末は体調が良いので、外泊許可もらい、自宅へ戻ったが・・

近くの温泉に行くと、私のお腹の傷を他人がジロジロと見る

何か悪いことしたか？？

少し長湯をすると貧血で倒れる

何の前触れもなく３９度の熱が出た。

疲れる。。家族にもあたり、迷惑かける。。

私がこれからも生きること、生き抜くと言うことは、こういうことなんだ。。

大変だぁ



しかし、事実を受け入れ、それと付き合って行くしかないんだ

サッカーに携わることができ、仕事の仲間が私を忘れないでいてくれること

こんな幸福はない

これからだ

まだ、誰にも恩返しできてないから・・



藤沢市後期リーグ！

2010.11.09 Tue

先週末の退院は延びてしまったけれど・・・

白血球の値は戻ったので、週末は外泊許可もらって自宅に戻りました

土曜日は後期リーグをやっていたので、リハビリを兼ねて湘南台小学校へ

対戦相手は新林さんと強豪の六会湘南台さん！

うちのチーム●道ＳＣは元気のないサッカーをしていたので、ついついお腹を押さえながら、ベ

ンチで怒鳴ってしまいました

まだ、開腹手術の傷口が痛く、お腹が破けそうな気がして大声を出すのは怖かったけれど、その

恐怖よりも怒りの方がはるかに大きく・・・

負けても良いから、ハートがあるサッカーをして欲しい それだけ何ですが

ハートの意味は彼等は理解しているはず



そんな感じでやっていたら、帰りにお母さん達から「退院おめでとう 」とステキなお花

を頂きました

まだ、退院してないけれど・・・

リーグ戦は何とか逃げ切って２勝しました。。最終節、引き分け以上で優勝 頑張ろ

う

湘南台小学校は天国に行ったＳ君の自宅に近かったので、前節の帰りに線香をあげて来ました

私が入院している間に逝ってしまったＳ君。。ようやく会えました

Ｓ君の遺影の隣には私とアキさん、ヤットで出した供花の札が飾られていました。私の名前は余

計だったかと思いますが、あらためてＳ君の分も生きてサッカーを頑張らなければと強く思いま

した

まだ、Ｓ君は天国に私を呼んでいないので、天国でたくさん報告できるように色々とやらなけれ

ばね
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横浜ＦＣ前座試合！

2010.11.09 Tue
一昨日は全国共済が提供する、Jリーグディビジョン2 「全国共済・チャイルドラインDAY 横

浜FC vs 水戸ホーリーホック」が、ニッパツ三ツ沢球技場で開催されました

長田社長にご配慮頂き、この試合の前座試合を何と 私が指導している２チーム、スカイ●●

と大●ＳＣでやらせて頂くことになりました

なりましたが・・

台風の影響でその日は順延になっていた湘南読売大会の準決勝があったので、●道ＳＣは５年生

が前座試合をすることに・・・

湘南読売大会は、宿敵村岡キッカーズさんに０－１で惜敗・・・

決勝の横浜Ｆ・マリノス戦、優勝目指して頑張って下さい

私は試合終了後、三浦から横浜へ移動

横浜ＳＣの試合は後半途中からカズさんも出場

横浜ＳＣが１－０で勝利しました
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長田社長、リカちゃん、小川さん、河野さん、皆さんと久しぶりにお会いしました

ふみつぐはカズさんと写真撮れて大喜び

奥寺さんともお会いしました

痩せた私を見て驚いていました

長田社長と三人でいたところに、ふみつぐがビビりながらやって来ました

奥寺さんは横浜ＦＣの取締役会長兼ゼネラルマネージャー

日本人プロ第一号としてドイツで活躍されたスター選手、神様ですからね

試合後はアキさんの店、「横浜馬車道吉田」へ

ヨーグルト豚の専門店、美味しいですよ

ケンティも乱入して来て、長田社長と楽しい仲間と家族と美味しく、素敵な食事会になりました
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いつまでも、ずっと、こんな環境が継続して欲しい

こうしていると、病気と向き合う元気も出てきます

でも、常に最悪な事態を視野に入れなければならない

それが悔しい  けど、仕方ないか



採血結果

2010.11.09 Tue

今朝の採血結果は問題なし

皆さんには分からないだろうけれど、採血がＯＫで抗がん剤治療が可能と言うことは、学生時代

に大会で優勝したり、優秀選手に選ばれたりするのと同じくらいハッピーなこと

抗がん剤治療ができることは私にとって、とても重要なことだから・・・

明日午前中、抗がん剤治療を受けて、今週の金曜日にはついに退院

１３日から藤沢招待 もあるから、調子がよければリハビリでベンチにも入りたいし

夜は長田社長達と来年度からのジュニアユース立ち上げに関する打ち合わせもある

絶対に退院する

本当は昨日、病院に戻らなければならなかったけど、戻らなかった



もう病院は嫌だ

３ヶ月いるとおかしくなる

私と同じ病気で、再入院してくる方がたくさんいる 皆さん頑張っているけど、私は絶

対にそうなりたくない 　　再入院、再発はしたくないから

早く出ないと

昨日は藤沢で久しぶりに城さんに会った

来週の月曜日はウェア着て、城スクールで会いたい



明治大学サッカー部 優勝！

2010.11.10 Wed

さきほど、明治大学の神川監督から連絡頂きました

｢ブログ復活したね！｣と気にしてくれてたのが、嬉しかった

また、長田社長からも聞いてましたが、明治は残り２試合を残して、３年ぶり３回目の関東大

学サッカーリーグ戦の優勝を飾ったと報告してくれました

柱谷さんの国士舘に引き分けて、優勝が確定したようです

本当に良かったです

病気になって自分のことで精一杯でしたが、夏までは明治大学を何時も応援に行ったりしてまし

たから

神川監督はじめ、選手の皆さんは辛く、苦しい道のりだったでしょうが、本当におめでとうござ

います

来月からはインカレが始まりますね

大学日本一 連覇目指して頑張って下さい



国立競技場に応援に行きますから

神川さん、うちのチームにもまた来て下さいね



Ｊリーグ選手ＯＢ会からのプレゼント

2010.11.10 Wed

嬉しいプレゼントが届きました

Ｊリーグ選手ＯＢ会の寺田さんが、お見舞いに来てくださり、ＯＢ会のユニフォームを持ってき

てくれました

ＯＢ会理事の皆さんのサイン入りサッカーボールも

柱谷さん、本田さん、良香さん、上野さん、秋葉さん・・

多くの方が頑張れ！とサインしてくれてた

中岡事務局長、柱谷会長、理事の皆様ありがとうございました

早く病気を黙らせて、Ｊ－ＯＢをはじめとするサッカー活動、仕事に完全復活してみせます

２年目を迎えたＪリーグ選手ＯＢ会

やること色々あります
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巨人の星

2010.11.11 Thu

平日１９時から２０時まで、神奈川テレビで巨人の星を放映しています

知ってますか

１日に２回分放映してますから、１週間で１０回分です

昨日は血染めのボールを花形が、川上監督に送ってました

分かる人は分かりますね

巨人の星は私のバイブルでした

大リーグボール養成ギプスの影響を受けて、中学、高校では両足首に鉛を着けて、踵を地面に着

けずに歩いてました

毎日ではないですが・・

小学校６年生のお年玉でペンテルボールを買いました

自分だけのシュートを身につけようと、今思うと馬鹿げたことを色々やりました



夜になると海に行って、オーバーヘッド系の技を編み出そうと砂浜の上で飛んでたり

夜中に中学校のゴールにペンテルボール吊したり・・

これは、大リーグボールを編み出した星飛雄馬と、キャプテン翼の影響ですね

完全に・・

おかげで足だけは早かった

高校では一年生から試合に出れた

全国大会にも出場できた

私は自分でも、本当に下手くそだったと思います

できるはずだ

と真面目に考えて、あきらめなかったんですね

夢を、目標を持たなければ何も生まれない



実力が劣っていても、100パーセントの力を出せたやつが夢を掴めるんです

夢の実現に近道や、魔法は存在しない

自分の足で一歩ずつ歩いていかなければならない。

その一歩一歩がいつか信じられない高みにまで自分を運び、夢の実現に至る唯一確実な方法とな

る

夢は叶うとその頃から思うようになった

そういえば、県大会優勝したり、何かお祝い事があると、私は高校時代に先輩から何時も巨人の

星を歌わされていたなあ

なんでだったんだろう



頑張れ、哲さん！

2010.11.11 Thu
Ｊリーグ選手ＯＢ会、柱谷哲二会長が、水戸ホーリーホック監督に就任すると発表された

日本代表主将として活躍されたあと、コンサドーレ札幌、東京ヴェルディの監督を就任

今年はＪリーグ選手ＯＢ会会長、国士舘大学コーチ、暁星国際テクニカルアドバイザー、解説等

で活躍されてました

先日は国士舘のコーチとして神川監督の明治と引き分けて、優勝をさせてしまった哲さん

来期は水戸のＪ１昇格を果たして下さいね

今度、就任祝いやりましょう

サインボールの御礼もしなきゃだし



確定！退院・・・

2010.11.11 Thu

昨日の抗がん剤治療は何とか無事に終了

若干の熱と吐き気があったものの、明日の退院が確定しました

本当に、本当に長い戦いでした・・・

盛岡のマンションには１ヶ月しかいなかったけど、病院にはちょうど３ヶ月いました

病院から二度と出れないと考えていた状況から、外に出てまたサッカー指導ができるまでになっ

た

でも、これからが後半戦のキックオフ

後半戦のポイントは再発防止治療とリハビリ、そして生き抜くための強いマインドの醸成だ

皆さんに支えられた命、最大限有益に使わせてもうおう



皆さんへのお礼は言葉では表現できない

これからの私の生き様を見てもらうしかない

あいつを応援して良かったと思ってもらえるように生きて行きます

来週からは毎週一泊入院で抗がん剤治療

その他あらゆる治療に取り組んで行く予定

未だに１０種類の薬を毎食後に服用

他にプロポリスとフコイダンのサプリメント

油断は禁物

しっかりと３月までは自宅療養で治療に専念だ

リハビリでサッカーに携わりながら、４月からの職場復帰を目指します

身体は悪いけど、脳はまだまだ大丈夫

仕事復帰したら、今までよりもパワーアップしているように、Ｊ－ＯＢや藤沢少年サッカーで脳

をフル稼働させて行く



私にしかできないことがきっとあるはず



ただいま！

2010.11.13 Sat

退院延期で、今週の盛岡行きはキャンセルになったので・・

社員の方々が立会いをして下さり、一昨日盛岡のマンションの引越しをやってくれました

盛岡のマンションでは、毎朝ドアを開けると岩手山をはじめとする山々の素晴らしい景色が飛び

込んで来ました

今は、紅葉、落ち葉と様変わりし・・

体の芯に寒さが浸透するまでに冬を迎えつつあるようです

そんな、岩手も経験したかったなあ

引っ越しの荷物は、昨日無事辻堂到着

私も退院して、自宅到着

でも、病院を出る時はやはり悲しかったなあ。。

私を担当してくれた外科チームの先生達、薬剤師、栄養士、看護師の皆さんは本当に親切に良く

してくださったから



命を救ってくれて、ありがとうございました

引っ越しの方は・・

家具等は極力、譲って来たはずですが小さな家は荷物で、いっぱいになってしまいました

大変な引っ越しになりました

疲れたあ また、熱も出ちゃった。。不便だなあ

引っ越しの荷物と一緒に、送別の品と素敵な手紙を岩手の幹部の方々から頂きました

ありがとう

岩手の南部鉄瓶

必ず、また岩手に行きますね

岩手の皆さん、本当にありがとうございました
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入院！？

2010.11.16 Tue

今日から、五反田にある会社のグループ病院にまた入院

出戻りだぁ

金曜日に３ヶ月の入院生活から無事生還したばかりなのに・・

でも、この入院は計画通りの入院なので大丈夫

これから、再発予防のために抗がん剤を毎週投与

３週治療して、１週は休み。毎週の入院は治療と検査で一泊入院となる

休みの１週は先進医療と言われている、免疫療法を博多のＫ医大の先生と相談して、実施する方

向で検討中

三ヶ月前はあきらていた命だから

髪が抜けようが、吐き気があろうが、喜んで治療してもらわないとね

今回の部屋は差額費用がかかるけど・・



東側の部屋で、窓からは東京タワーが見れる

夜になると綺麗だろうなあ

お世話になり、仲良くなった看護師さん達にもまたお会いできて、なんか凄く安心できる

自宅療養中の出来事を病院のスタッフの方にお話しすることにより、不安が払拭される

本当はお世話にならないことが一番だとは理解しているけど、今は１週間に一度の入院も私に

は色々な意味で必要なんだと思う



断念・・

2010.11.16 Tue

午前中の採血検査結果を持って、主治医のＮ先生チームが回診に来た

Ｎ先生は非常に優秀で、慎重な先生である

かつ、顔にすぐ出るので、回診に来られた時に今日はヤバい？ＯＫ？特に問題なし？が分かる

今日は明らかにヤバい顔だった

何時も気にしている白血球等の値はＯＫだったが、１つ悪い値があった

確かに家でも微熱が続いていた

量を減らして抗がん剤治療を実施してくれと訴えた。。

土日に少年サッカーで、少し無理してベンチに入ったから、単なる風邪だと訴えた。。

しかし、あっさり却下され、抗がん剤治療は断念



明日、微熱が続いている原因を調べるために緊急でＣＴを撮るとのこと

微熱の原因を調べるのにＣＴ

嫌な予感

岩手医大の時も怪しいＣＴ検査等があった

結果、最悪の事態だった

まあ、今回の結果は来週の入院で分かるでしょうから、考えても仕方ない

今、テレビで原千晶さんが子宮がんを告白して、結婚報告してました

二年間も戦っていたようです。立派ですね

私はまだ数ヶ月。敵を理解も把握もしていない

これからもこんなことは、日常茶飯事だろう



不便なこともたくさんあるだろう。。

でも、生きているだけ幸せだ

私よりも辛い想い持っている人なんて、たくさんいるんだから

これ以上、家族や母を困らすことはできない

チームの子供達に不安を与えることはできない

親不孝のアホ息子、ダメな父親、うるさい鬼コーチも少しは頑張らなければな



天国と地獄

2010.11.17 Wed

先週末、三ッ沢競技場で高校サッカー選手権神奈川大会の決勝戦が行われた

県立座間高校と日大藤沢の決勝戦は延長、ＰＫ戦の末、見事死闘を制した座間高校が初優勝を成

し遂げました

おめでとう

日大藤沢もナイスゲームでした

今の私にとって、この決勝戦はとても感慨深いものであった

二十数年前、私は鎌倉高校の２年生で初優勝、初出場の瞬間、三ッ沢のピッチに立ち、喜びの涙

を流していた

３年生の時は絶対的神奈川王者と言われながら、同じ三ッ沢のピッチで延長の末、準決勝で敗退

連覇を逃し、悔し涙を流した一年後だった。。

今更ですが、なぜ連覇できなかったのか？？



サッカー特待生がある高校ではなく、普通の県立高校でしたが、その時のメンバーにはＪリーガ

ーが３人いた。

この時の神奈川国体は全国初優勝を成し遂げた

怪我で最終的に辞退したメンバーもいたが、鎌倉高校がメンバーに一番多く選ばれていた

当然、国立を夢見ていたが、その夢は途切れた・・

スキがあったんだろう。。

未だに、そのスキについて、優勝できなかったことについて、真剣に考えることがある

それが今の仕事や、子供達への指導に役立つことがあるからです

また、考えることにより、今の自分の立たされている局面にプラスの答えを出してくれることも

ある

一年間で二回の涙、同じ場所で、同じ夢の大会で・・

この天国と地獄があったからこそ、今の私があり、現在こんな状況になっても生きることを諦め

ないでいれると思う

天国の経験も、地獄の経験も、夢が一瞬途切れたとしても、必ずそれはプラスに反映されるはず



夢を追いかけ、真剣に取り組んだ結果であれば

子供達にも色々な経験をさせたい

サッカーを通じて、夢を追いかけるプロセスにおいて、しっかりと将来のプラスになる人間形成

を成し遂げてもらいたい

これからもジュニア、ジュニアユースを通じて、またＪリーグ選手ＯＢ会を活用して、生きてる

限りその一助となりたい

サッカーだけでない、勉強だけでもない。

文武両道のマインドを醸成させて、夢を諦めさせないことが大切だと思う

話しは変わりますが、天国と地獄を味わった、湘南ベルマーレ、反町さんもきっと、来年はやっ

てくれるでしょう

信じて、応援します！頑張って下さい



急ごう！

2010.11.18 Thu
ＣＴ結果が出た。。

今回の微熱、採血の数値に関する悪い結果、炎症等はなかったが・・

他に悪い可能性が出て来た。。

次回、１２月のＣＴ検査で明確になるだろう。

次回検査はおふくろの誕生日だ

何とか良い報告をしたいが・・

もし、悪い可能性が現実のものとなれば早い。。

次は手術はできない

現実のものとなる確率は５０％

医師にはそう言われている。再度、確認した。。

そうなるなら、そうなるしかないだろう・・



退院は一日延びた。

三ヶ月の入院を終え、退院して僅か四日で、最悪の可能性を突き付けられた。まだ、何もしてな

い

湯治療にも行ってない

免疫療法もやってない

｢人生一直線だと面白くない。いろいろなことがあったほうが面白い。｣

サッカー日本代表前監督の岡田さんは、この言葉を監督退任時ではなく、着任時に言ったんです

よね？

私も困難や、絶望を目の当たりにした時、こう考えて臨みたいものです！

いずれにせよ、神様が与えたこと。

ありがたく、真摯に前向きに事実を受け入れるしかない。

私なら何とかすると神様も思っているんでしょう？

期待が大きすぎです

最短一年のスケジュールを立てて・・と考えていたけど、修正だな。。



半年でやれることをやっとかないとな

周囲の方やサッカーにも、恩返しをしなきゃ！たくさんしなきゃ！

一度は仕事にも戻らないと

色々楽しむしかないな

法律犯さない範囲で、家族に迷惑かけない範囲で、やりたいこと全部やろっ



赤座海老

2010.11.19 Fri

家族でご近所の玉寿司さんに行きました

赤座海老

刺身が最高です

伊勢海老より旨い

大磯の海底２００mを歩いてるそうです

捕れない時は２年も仕入れが出来ないことがあるそうです

ラッキーでした

お通しも大好きな生シラス
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あん肝、海老の天ぷらも最高

お寿司はもちろんですが、他の料理もとても美味

湘南ベルマーレの選手も良く来ます

皆さんも、是非一度お越し下さい
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竜泉寺

2010.11.19 Fri

「竜泉寺」に行って来た

湘南バイパス走って、茅ヶ崎で降りる

最近オープンした？スーパー銭湯であるが、天然温泉もあり 、露天風呂からは富士山がとて

も綺麗に見れる

関東最大級の岩盤浴も素晴らしい

私がオススメするイチ押しのスーパー銭湯です

特に凄いのが効用

がん予防を堂々とうたってる

しかも、推奨している某大学教授の名前も出てる

至る所に「がん予防」が掲げられている



フレッシュジュース全８種類、全品３５０円

なんと、「南国気分」と「小松菜パイン」の効用はがん予防

メニューに明記されている

岩盤浴では、がんに一番良く効くと言われている秋田玉川温泉と同等の効用があると明記されて

いる

がん予防の効用をここまで露出しているのは初めて見た

本当かなあ？

信じる者は救われる。私はここに決めた



後期リーグ優勝！

2010.11.20 Sat

今日は●道ＳＣとスカイ●の後期リーグに行ってきました

スカイ●は辻堂小学校で小糸さんと試合でした。

小糸のコーチは高校時代の一つ後輩でＧＫをやっていたＳさん

高校時代の大会前は実家近くの小糸小学校で、Ｓさんと夜遅くまで、よく練習をしたものです

試合は支配していたけど、結局引き分けで終わってしまいました

スカイ●の練習には、なかなか行けないけど、皆上手になっていて、ビックリです

●道ＳＣは湘南台小学校で最終戦

四年生の時の県大会で３位になった強豪の藤沢ＦＣさん

今年の選手権決勝では０ー１で負けています



しかし、今日は頑張りました ２ー１で見事勝利

後期リーグの優勝を決めました

小学校のサッカーもあと三ヶ月と少し

●道ＳＣもスカイ●も、中学に繋がる記憶に残る経験をたくさん積んで欲しいと願っています

頑張ろうな

コーチも頑張るよ

昨日から副作用？で吐き気に苦しめられてますが。。

自分のチームの子供達に会えたり、他チームの子供達やコーチとも色々話しが出来たりすると本

当に嬉しく、元気が出ます

ありがたいです



撮影会

2010.11.21 Sun

昨日から某サッカー選手のテクニカル本の撮影会を町田市のサッカー場でやってます

私は昨日の午前中に差し入れ持って行ってきました

グランドは人工芝でとてもきれい

モデルとしてふみつぐも参加しました

フィールドとキーパーと二役をこなす活躍

見本になるほど上手くないけど、本には写真で掲載されるので大丈夫

動画でないからね、静止画だから

約２００ページで構成されるテクニカル本

１月に発売される予定です

また、後日ご紹介します
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夕方はふみつぐと「竜泉寺の湯」に行きました

明日はがん治療では秋田県の玉川温泉の次に人気がある、山梨県の増富温泉に行ってきます

私のリサーチによるものですが・・

今回は２３日にセレクションがあるので、一泊で色々と調査してきます

良ければ、会社復帰できるまで、毎月通うつもりです

あきらめていたら、可能性は０だけど、あきらめない限り何が起こるか分からないからね



ハリマオさん、ありがとう！

2010.11.21 Sun

今日は●道ＳＣ、Ａ．Ｃ．湘南ミラネーゼ、愛川町のハリマオさんと練習試合

私は珍しく、サッカー以外の予定があり、今日の試合は不参加

お会いできなかったのですが、ハリマオの皆さんから退院祝いに素敵な花をプレゼントして頂き

ました

退院して、多くの皆さんから退院のお祝い、お気持ちを色々な形で頂き、とても元気になれてい

ます

また、ハリマオさんのような市外の子供達やコーチに元気をもらえることは、本当に幸せなこと

です

本当にありがとうございます

来月、暁星国際のクリスマス・フェスティバルでお会いできることを楽しみにしています

必ず、行きますね
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韮崎

2010.11.22 Mon

今日は朝早くから、温泉療法の為に山梨県の増富温泉に向かいました

行きに韮崎駅に立ち寄りました

電車で増富温泉に行く場合は、韮崎駅からバスになります

私が初めてサッカーで遠征したのは小学校五年生の時、ここ韮崎でした

このサッカーの銅像を三十数年ぶりに見たくて

変わってませんでした

駅前にサッカーの像がある地域に藤沢の自分達が勝てる訳ない

と、萎縮したことを覚えています

韮崎には縁があり高校時代も何度か中田英寿さんの母校、韮崎高校と練習試合もやりました
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まさか、がんの治療で韮崎にまた来ることになるとはその時は思ってもいませんでしたが・・



増富温泉 金泉閣

2010.11.22 Mon

初めての増富温泉

とても素敵なところです

元気だったら、来ることはなかったでしょうが

午前１０時到着

早く着き過ぎましたが、直ぐにチェックインさせてくれました

本日の宿は金泉閣

社長さんが親切丁寧に温泉療法を教えてくれたので、早速温泉へ

温度２０度ほどのラジウム温泉

１００％かけ流しの療養温泉

ちょっと冷たい
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源泉に３０分入り、上がり湯で身体を温める

これを１日に４回繰り返す

結構大変そう

その都度、ラドンが溶け込んだ温泉を飲みます

これはさすがに、まだムリ

戦国時代、武田信玄公が川中島合戦の際に傷病兵達の湯治場として利用したことから、信玄公の

隠し湯と言われています

後に東京大学の木村博士が日本の放射温泉の調査を行った結果、ラドン、ラジウムの含有量が世

界屈指であることがわかったそうです

また、山、澄んだ空気、川のせせらぎ

自然の中に身をおいて、心や体の調子が良くなる転地効果は抜群のものが期待できそう

部屋の前の渓流では、天然の岩魚も多く釣れるそうです
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夕食にはその岩魚も

とても美味しかった

昼食はホテルの隣の山菜料理のお店で頂きました

ほうとう、山菜てんぷら

岩魚塩焼き

吐き気、腹痛がもう少し和らげばなあ

もっと美味しく食べれるのに

今日の天気は雨だったけど

増富温泉、好きになれそうです
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Ａ．Ｃ．湘南ミラネーゼ

2010.11.23 Tue

Ａ．Ｃ．湘南ミラネーゼ

来年度からジュニアユースのカテゴリーを立ち上げることになりました

私もゼネラルマネージャーとして携わって行きます

もちろん、現在のチーム、Ｊリーグ選手ＯＢ会等のサッカー関連の仕事も可能な範囲で、私にで

きることはご協力していきます

しかし、こんな身体になってしまったので、学年を持って技術指導を直接していくことはもう無

理です

そもそも、仕事もあるし 私のサッカーは全て完全ボランティア

仕事があり、ボランティアだからこそ、サッカー界において、色々なことができると思っていま

す

私のサッカー、子供達の育成に対する想いを実現して、何か形に遺したい

そんな想いを長田社長や、多くの方がバックアップしてくれてます。



藤沢には小・中一貫のクラブチームがありませんでした

昨日の韮崎のようなサッカー環境をつくる為に、どこまでやれるか分かりませんが、小中一貫の

クラブチームを作ります

幸いにもここ数年指導してきた学年が来年、中学生になるのでその世代を対象として立ち上げま

す

長田社長と一緒に自分の限りある時間をかけて、藤沢のサッカーとクラブの子供達の為に頑張り

たいと思っています

私は子供達に何時も言います

「文武両道 」

特に中学生までは人間は勉強をする権利と義務を有している

高校、ユース世代までの三年間は中学校の勉強もありあっという間です

この時期にしっかりとサッカー、勉強の両立を実現させ、次カテゴリーに向けた人間形成をしっ

かりと質の高いものにして行きたい



机上の空論でなく、計画的に海外遠征等も視野に入れ、その戦略をゼネラルマネージャーとして

打ち出して行きたい

私は、大学生の採用に関する最終面接官をやることがありますが、内定を取れる学生は何社も内

定を取れる

内定を取れる学生さんに共通して言えることは、文武両道を実現して来た学生さん。

夢を持ち、決してあきらめることをしない学生さん。

自分自身をしっかり持っている、熱いハートを持っている学生さん。

会社員だけでなく、Ｊリーガーでも同じです。どんな職業でも同じです。

子供達の将来に少しでもプラスの育成をできればと言うコンセプトで、クラブを運営して行きま

す

頭を使うことならまだまだできる！

今日は夜からセレクション 楽しみです



総監督、遠藤彰弘氏！

2010.11.24 Wed

Ａ．Ｃ．湘南ミラネーゼの総監督には遠藤彰弘氏が就任します

アキさんは私の友人であり、現日本代表遠藤保仁さんの実兄

自らも日本代表経験を持ち、アトランタオリンピックではブラジルを撃破した、マイアミの奇跡

の背番号１０です

アキさんにはお兄さんがいますが、鹿児島の桜島で育った遠藤３兄弟は、全員がカテゴリーは違

いますが日本代表に入っています

そんな凄い兄弟は日本では遠藤家だけでしょう

また、現在Ａ．Ｃ．湘南ミラネーゼのグランドで藤沢の子供達のために「ＪＯ MONDAY School｣
を開講してくれている城彰二さんとは鹿児島実業でチームメイト、アトランタオリンピック代

表チーム、横浜Ｆ・マリノスでも一緒でした

その二人が藤沢の地で、藤沢のサッカーの活性化に協力してくれる

Ａ．Ｃ．湘南ミラネーゼをフィールドとして



ありがたいことです

二人の技術とマインドをしっかりと継承しよう

城さんは今年、Ｓ級ライセンスも取得しています

総監督のアキさん以外にライセンスを持ったコーチもいます

子供達には次のStepにつながる一流の技術を身につけてもらえるように、一流のスタッフを揃え

ました

私ごときは現場には入りませんが、人間形成の一助になれるように、できる限りのことをしてい

きます

今日はセレクションにアキさんと一緒に行ってきました

長田社長も来てくれました

セレクションは数回開催予定ですが、今日は約２０名の子供達が参加

期待できる子供がたくさんいました
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Ａ．Ｃ．湘南ミラネーゼのグランドはジュニアユースの発足に向けて、１２月からは人工芝にな

ります

楽しみです
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ＪーＯＢ理事会

2010.11.24 Wed

今日は抗がん剤治療の入院日

午前中はＪリーグ選手ＯＢ会の理事会で、御茶ノ水駅前でアキさんと待ち合わせ

サッカー通りを通って

ＪＦＡハウスに行って来ました

退院後、初めて皆さんにお会いしました

痩せた私に驚きながらも、皆さん喜んでくれた

柱谷会長、松原副会長、その他理事の方々が集まる理事会

凄いメンバーです

内容はシークレットですが、皆さん熱い議論を交わしてました
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さすが、元一流アスリート 会社の取締役会と変わらぬ緊張感がありました

２時間の会議に出席しましたが、仕事復帰に向けて大きな自信になりました

贅沢なリハビリです

ただ、現在は自分自身の体調と相談しながらの動き方で許されるけど・・

まだまだ治療もたくさんしなければならない・・

仕事復帰はそんなに容易ではないかぁ〜

昼食は学生時代に良く通った「キッチンカロリー」に皆さんを誘って行って来ました

２０年ぶりの名物カロリー焼き、ボリューム満点

どうしても行きたかった

美味しかった

今日は吐き気なし

さきほど、無事入院

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10712901006-10878338849.html


採血を終え、明日の抗がん剤治療の実施可否を待ってます

サッカーだけでなく、治療も頑張らないとね



今日はＯＫ！

2010.11.25 Thu

今日は抗がん剤治療ＯＫでした

お昼過ぎに始めます

今日出来ないと、来週は福岡のＫ医大に行くので、３週間も空いてしまうことになる

それだけは避けたかったので、吐き気等がまた出るでしょうが、治療が出来ることは本当に嬉し

い

吐き気等の辛い副作用があるのに何故こんなに嬉しいのか・・

生きるためだからだろう

それにしても、不便な生活になりました

３０キロ痩せたので、服は全て着れなくなった

サイズはＸＬからＭに

使えるのは靴下と靴だけ

友人に会っても、皆さん私のことをすぐには認識できない



薬は１日３回、１回で１０種類以上を飲む

薬を用意すること自体が面倒だ

少し前まで、体重計で一喜一憂のダイエットに励んでいたが、今は体重が増えてることが凄く嬉

しい

でもそんなこと言えるのも生きてるから、幸せなことだ

盛岡から転院して３ヶ月

まずは３ヶ月を乗り切れたことに感謝しなければ

６月のブログには「入院してしまったが、痩せた 」と喜んで書いていたが。。

間抜けだった

その時、既にがんの進行は始まっていたんだよね？

仕方ないと思っていたけど、内科では何故、がんでない 薬も飲まなくて良い

盛岡に転勤しても、病院に行かなくて良い と言ったんだろう・・

なぜ、最後まで痛みを訴えたのに、「急に食べ出したからだ・・」と急性膵炎しか疑わなかった

んだろう？



なぜ、２週間入院して主治医は一度も私のところに来なかったんだろう

今更だけど悔しい・・

悔し過ぎて涙も出ない

違う先生だったら、ステージ４ｂになる前に何とかしてくれたのだろうか？

膵炎になったら、膵臓がんを疑えと言うのは常識らしいが・・

疑ってくれなかった

私の例を無駄にして欲しくない

私に報告はしなくて良いが、病院としては振り返りをして、二度と同じ患者さんを出さないで欲

しいとお願いをした

この先、私がどんなに長生きできても、私の人生も家族の人生も変わってしまったことは事実だ

それなりの夢もあった



でも、今の状況も真実である。神様が与えてくれた現実なんだから、真摯に全てを受け入れる

外科のＮ医師達には本当に感謝している

現在のスタッフに命を預けて前に進むだけ

さあ、また３ヶ月頑張ろう

その積み重ねだ



湘南生しらす

2010.11.27 Sat

昨日は前々職の仲間が一泊で藤沢に忘年会をやりに来てくれました

私に会う為に気を使ってくれたのでしょう

一次会に少しだけ顔出して来ました

とても元気になれたぁ〜

湘南の地魚を出すお店でしたが、生しらすを食べ忘れた

なので、茅ヶ崎の北村水産さんに、どうしても食べたかった生しらすを買いに行きました

すごい量です

これだけで、１，５００円

新鮮です

今日とれたシラスです

このまま生で食べるのが最高
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今日は江の島花火大会もやってました

うちの屋上から良く見えます

携帯カメラの性能が低い

この時期にも江の島花火大会やってたっけ？

元気なうちに、花火大会をまた見れて良かった

明日は湘南ベルマーレのホーム最終戦で、ＡーＬＩＮＥスペシャルデー

長田社長と一緒に観戦、楽しみだ

生しらす食べ過ぎた
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ベルマーレホーム最終戦！

2010.11.28 Sun

今日は湘南ベルマーレのホーム最終戦＆ＡーＬＩＮＥスペシャルデー

セレッソ大阪戦です

試合前の前座試合には私が指導していたスカイ●と、私のお見舞いに千羽鶴をくれた羽鳥ＳＣさ

んを招待してもらいました

対戦相手は、先日のＡ．Ｃ．湘南ミラネーゼカップで優勝したチームをご招待 相手チームも

喜んでいてくれました

試合前に記念撮影会

ベンチでふみつぐと

スカイ●のご好意で、今日はふみつぐも昔の仲間と一緒にやらせてもらいました

５月の沖縄旅行の帰りに羽田空港まで迎えに来てくれたハマーリムジン

ピッチサイドに入って来ました
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前座試合は１－１

さあ、湘南ベルマーレのホーム最終戦！頑張って

ふみつぐはエスコートキッズもやりました

長田社長も試合前の花束贈呈式で、プレゼンテーターやりました

何時も本当に大変ですね

最終戦、結果は０－４

来年、Ｊ１復帰目指して頑張ろう

前回、８月の●道ＳＣの前座試合の際は、ガンかもしれないと言う不安と恐怖に押し潰されそう

になりながら、岩手医大に入院して、苦しんでいました

皆さんは平塚にいて、私一人盛岡に取り残されたような疎外感がありましたが・・

今日は長田社長、家族、友人、チームの子供達と一緒に参加
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本当に生きて、もう一度こんな環境に立てるなんて思っていませんでした

ありがとうございます

今日も元気を一杯頂きました



ザッケローニ監督！

2010.11.28 Sun

今日は日本代表監督のザッケローニさんにもお会いしました

凄いオーラを感じました

病気を吹っ飛ばしてくれたような気がします

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10721038235-10886215282.html


博多

2010.12.02 Thu

昨日は一人で博多へ

何時も付き添いをお願いしたりと、家族にも迷惑ばかりかけれないから

いずれ会社にも復帰するんだし

最近は調子も悪くないから 今回は一人旅

できることは一人でやらないと

でも、羽田空港に一人で向かってると、何故いま自分はこんなことしてるんだろう・・？？

とても切なくなった

数ヶ月前には何の不安もなく、盛岡に夢と希望を持って旅立ったのに。。

ダメでなあ・・

そんなこと考えても、前に進まない

福岡空港到着したら、いきなりアビスパが

盛り上がっているようです



そのうちアビスパも行くでしょうが

今回はあくまでもガンの治療

全国１０のガンセンターや、大学病院等の機関で実施されている先進医療の「免疫療法」につ

いて、九州大学の友人である膵臓専門医と相談です

さらに、規制を受けずに海外の薬等、進んだ技術を提供してもらうことができ、九州大学と連携

していている、民間のがん総合クリニックでの治療を検討する為に親交のあるＭ院長ともお会い

しました

費用面、治療面等について実際に取り組むべきが？？

保険が適用されない治療なので、莫大な費用をかけるなら、悪あがきはせずに、いずれ遺される

家族にお金を少しでも残すべきか？

あるいは、僅かでも可能性があれば、費用がかかっても治療を受けるべきか？

悩みます

凄く悩みます
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家族にまた迷惑かけて、ただの悪あがきで状況は変わらずに、お金だけ無駄に使う結果になるか

もしれない・・

生きる為に悪あがきすることは自分では決めていたし、家族からも悪あがきしろと言われてた

けど・・

結局は、やはり自分でも怖いだけだろ？死にたくないだけだろう？と自分自身に問い掛ける・・

お前が少しだけ長生きするよりは、家族のこれから何十年もの生活の為に少しでもお金を残すの

が正しいことではないか？？と悩む・・

いずれにせよ、現在は赤血球の値が低いので、そこを改善して、やるなら来月からとした

新宿でもできるらしいが、実績、友人医師と言う安心感、信頼感から、治療に取り組むのであれ

ば毎月博多に来てやることにしました

悩みます・・

一ヶ月考えます

まずはレバーを沢山食べて、赤血球の値をあげなければ



太宰府

2010.12.02 Thu

昨晩は友人の医師とイタメシ屋で食事

某関取達もいました

朝はホテルのバイキングで明太子を大量に食べた

昼飯は豚骨ラーメン、餃子、割り飯

お腹は・・大丈夫

でも、食べ過ぎだな

きっと後で吐き気がするだろう

栄養摂って、赤血球上げなきゃと焦りすぎだ

午後は、帰りの飛行機までの時間を利用して太宰府へ

姪っ子が高校受験
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ふみつぐは中学受験するのか

チームの子供にも中学受験する子供がいたから、神様にお願いをして、全員分のお守りを購入

来年、皆が受かってくれますように

ふみつぐは・・

もう、いいな  

お父さんをここまで支えてくれたから

これからも手を抜かず全力でサッカー、勉強、礼儀を真剣に学んでくれれば

自分なりにね

頑張れ



師走

2010.12.03 Fri

師走

この時期は好きです。

街には人出が多く、心なしか人の歩くスピードは早く、そして忙しく、楽しく、活気があって

来年の今頃どうなってるか分からないから・・

たくさん、今の時期を満喫しよう

今日は神奈川時代の社長を囲んでの定例？食事会、●●会があったので、アキさんがいる「馬車

道吉田」に行って来ました

横浜まで出たので、高島屋のお節料理コーナーに寄って 今年は頼んでみようかなあ？

いつもは東京でやる●●会ですが、私に配慮してくれて横浜にしてくれたのでしょう

会いたい方にいっぱい会えた

とても元気になれました

このメンバーと仕事している時は成果出ないと自ら坊主頭にしたりして



楽しく、熱い仕事していたのが今思うと、とても懐かしい

私は１時間程度で帰りましたが、最後に皆が握手して見送ってくれて

お店出たら、泣けました

皆の優しさと、自分が少しの時間かもしれないけど元気になっていると認識出来ていることが嬉

しかった

また、必ず次回の●●会に参加しよう



土佐さん、サカティ！

2010.12.04 Sat

今日はそれぞれ違うフィールドにいる仲間に元気を分けてもらいました

あるミュージシャンがこんなことを言っていた。

「途中であきらめちゃいけない！途中であきらめてしまったら、得るものより失うもののほうが

、ずっと多くなってしまう。」

また、ある芸術家は｢一人で見る夢は夢でしかない。しかし誰かと見る夢は現実だ。」

今日は何時もの仕事やサッカーの仲間だけではなかったけど、皆さん前に進む、諦めない姿勢は

同じ

横浜Ｆ・マリノスの坂田選手、サカティは戦力外を受けて、今日が最終節だったけど、終わって

駆け付けてくれた

次のステージをしっかりと見据えていた

自分に自信があるから、夢があるから絶対に諦めないと

土佐ノ海関、土佐さんは現役幕内力士で最年長の３８歳

ベテランらしく、諦めることを決してせずに、少しだけ今よりも頑張ればいいんだ
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夢は実現できると話していました

私のサラリーマンの世界でも、闘病生活でも同じなんだなあと実感

皆、目指すゴールは違うけど諦めない気持ち、夢を追う姿勢は同じ

スポーツの世界だけではない

鹿児島から来てくれた小牧醸造の小牧君！小牧醸造を更に飛躍させる為に２４時間体制で営業を

頑張っている

フリーアナウンサー目指してるＹさん！前向きにオーディションにチャレンジしている

ハワイから来た博樹さん！春にレストランをオープンさせると頑張っている

みんな、みんな頑張っている

皆さんから、免疫療法もやらないとダメだと言われた・・

費用はかかるけど、生きて家族に何かを与え続けるべきだと



私は家族や支えてくれた仲間に恩返しする為にも、絶対に諦められない

生き抜くこと、仕事に復帰すること、サッカー界の活性化・・自分の、家族との、仲間との夢を

必ず実現させる

頑張らないとね

話しは変わりますが、今日の食事会は六本木にある「黒牛屋」

凄く美味しいです

ホルモンも

アキさんの鹿児島実業の先輩がやっていて、肉は鹿児島の自分の牧場から入れてます

是非、一度お越し下さい
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湘南ベルマーレ・オークション

2010.12.05 Sun

昨日でＪリーグの日程を全て終えた湘南ベルマーレ

来期はＪ２降格

諦めず、Ｊ１昇格の夢を追い続け、湘南の街に元気を与えて欲しい

先週は抗がん剤治療がなかったので、調子は良い

火曜日はまた入院だから 今日はリハビリのつもりで・・

湘南ベルマーレの感謝祭が平塚のホテルであったので行って来ました

眞壁社長、反町監督以下、全選手、スタッフが勢揃い

パーティーの最後にはオークションがありました

目玉商品は２つ
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Ｊ１昇格でオーロラビジョンになった平塚競技場！

それまでの約１７年間、グランドで湘南ベルマーレを見守り続けていたチームの名板 全

選手のサイン入り

今年、Ｊ１昇格を果たして３，８８５日ぶりにＪ１新潟戦での勝利を収めた時のフェアプレイ

フラッグ

両チーム全選手のサイン入り

収益金を湘南ベルマーレの運営費に充当すると言うことから、少し頑張ってしまった・・

１人１枚の入札方式だったので、参加はしたけど半分落札出来なくて良い

相当額でなければ落札出来ないだろう？とも思っていた・・

落札①

反町監督も喜んでくれたが

落札②

車検の支払いに行く予定で持っていた代金と財布の中身が全て消えた

車検代金持って来なければ良かった？

明日は娘の誕生日
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これがプレゼントだと怒るよなあ サッカー好きじゃないし、ＡＫＢなら喜んでくれるだろ

うが

まあ、湘南ベルマーレの運営に少しだけでも寄与できたから良しとしよう

湘南ベルマーレがＪ１に昇格して、勝ち続けてくれたら、価値が更に出るだろう

頑張れ、湘南ベルマーレ



久しぶりの城さん！

2010.12.07 Tue

昨日は城彰二さんのＪＯスクール

体調良かったので、顔出しました

久しぶりにお会いしまた

毎回思うのですが、城さんの指導は本当に上手です 子供達のハートを完全に掴んでいま

す

子供達は藤沢の多くのチームから集まって来ていますが、城さんの指導を楽しく、真剣に受けて

ました

ＪＯスクールは藤沢市内チームの横断的な交流も深められる素晴らしいフィールドとなっていま

す

ワールドカップ、オリンピックに出場したキャリアとか、Ｓ級ライセンス持っているからとか、

そういうこともあるんでしょうが、やはり城さんの人間性ですね

３０人近くいる子供の名前を全員覚えて、スクールが終わると子供達を個別に呼んで熱心に指導

してくれてました

クラブハウスに戻ると私に一生懸命に自分の経験談を話して、病気に負けるなと勇気をくれる



その後、２０時近くになり、収録の為に慌てて日本テレビに戻って行きました

藤沢で子供達にサッカー教えて、疲れ果て東京に戻り収録、明日以降もニュース、サッカー解説

と仕事がいっぱい

本当に感謝です

城さんは近い将来Ｊリーグで監督として活躍する時がくるでしょうが、それでも藤沢のＪＯスク

ールは子供達の為に継続してくれます

スクールやっているＡ．Ｃ．湘南ミラネーゼのグランドも今月中にはＡーＬＩＮＥさん等のサポ

ートを頂き、最新の人工芝にする予定

ハードもソフトも日々充実、進化しています

来年はアキさんを総監督としてジュニアユースも立ち上がる

飛躍の年に必ずしてみせる

今日の抗がん剤治療も頑張らねば



パーマ(T-T)

2010.12.07 Tue

血液検査パス

明日は抗がん剤治療が出来る

腫瘍マーカーにも異常はなし

明後日は山梨増富温泉へ ５日間かけて初めての本格的な湯治です

できる治療はガンガンやって行く

今日で術後４ヶ月目に突入

早ければ３ヶ月で再発の可能性ありと言われてた

この病気は手術しても１年以内に半分以上の方が亡くなる

私のステージにあると５年生存率は３％

ここまで本当に良く回復できたものだ

あらためて思う



まずは３ヶ月目のハードルをクリアできた

とても嬉しい 生きているんだから

「泣かず、負けず、後ろを向かず！夢を諦めない！」

神様が与えた試練をしっかりと受け入れる

自分に言い聞かせて来た

しかし・・

かなり落ち込んだこともあった

その都度、サッカーや会社等の色々なフィールドの先輩、仲間達に支えられて来た

感謝です

ここまで、退院して一通りのやりたいことはやってみた

食べたい物は全て食べた

お酒、煙草もやってみた

サッカー、仕事関係者等、色々な世界の方達とお会いして、沢山のお話しした

来年１年を人生最後の１年と捉え、今月中にスケジュールを立てる



それもまた楽しみです

仕事に早く復帰したい

リハビリでハワイに行きたい

沖縄、鹿児島、札幌 好きな街を家族と一緒に訪ねてみたい

体力をつけて、自分自身もサッカーを楽しみたい

１年過ぎて１日でも長く生きることできれば、超ラッキー

そう覚悟して、これからも前向きに、生きる為に悪あがきして行こう

話しは変わりますが、３ヶ月をクリアしたので、昨日は高校以来？のパーマをかけてみた

しかも、ベリーショート

抗がん剤の副作用があるかも・・髪抜けないか

関係ない

やりたいこと全てやるんだから

でも・・パーマは失敗



家族には馬鹿にされるし 後悔しています

反省しています

病院でも、看護師さん達が微妙な反応しています

笑った人もいました

先輩の美容院に行って、雑誌で「できるビジネスマン」と言うページ見て、これで！とやって

もらったんだけど・・

先輩の腕が悪いのではなく、私と言う素材が悪いから、パンチパーマが伸びちゃった みた

いな頭になってます



塩坂源一郎さん！

2010.12.09 Thu
抗がん剤治療を終え、帰りに辻堂の｢田代｣で友人の塩坂源一郎さん達と食事して帰って来ました

塩坂源一郎さん、源さんは神奈川県議会議員

現在は、みんなの党・神奈川県議会議員団・副団長として、｢現場主義｣をモットーに、次の世代

の子供達の笑顔の為に、藤沢市を中心に活動中です

高校時代はバレーボールで神奈川準優勝

元プロサーファーと言うキャリアも持っています

来年以降、源さんには更に飛躍して欲しいと願っています

私は応援します

まだまだ長生きしてやらなければならないこと沢山あるなあ

元気でますねえ

来年のやることリストに、しっかりと源さんの応援

入れてます



源さんには藤沢のサッカーを始めとする各種スポーツを更に活性化して頂き、次世代の子供達の

成長をサポートして欲しいと願っています

頑張れ、源さん

皆さんも応援して下さい

源さん情報、またご紹介します

帰りは私を自宅まで送ってくれた、優しい源さんでした



湯治

2010.12.09 Thu

山梨県の増富温泉へ湯治に来ました

東京での抗がん剤治療

博多での免疫療法

そして、山梨県増富温泉での湯治

この３つの治療が精神的にも、肉体的にも私の支えとなっています

今回は増富温泉に３件ある全てのホテルに宿泊して、自分の治療に合った温泉を探そうと思って

います

本日の宿は津金楼さん

ラジウム源泉は２７度



既に増富温泉郷には雪が積もっています

すごぃ寒い

この源泉は冷た過ぎる

ムリ・・

上がり湯上は４１度

源泉で３０分頑張った後に最高のご褒美です
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ラジウム源泉も飲まなければ・・ でも、やはりムリ・・

湯治って、単に温泉に入れて気持ちイイ と思っていたけれど、とんでもない

辛いし、厳しい

だから、観光目的の方はほとんど見かけません

会社復帰したら、治療の時間も制限されるだろう

今のうちに、術後再発リスクが高い時だから、耐えなければ

それにしても、本当に冷たい  風邪ひきそう

来る途中、相模湖寄ってみました
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人が少ない平日の相模湖。とても綺麗です

こんな景色と出会えるのも病気になったからかぁ。。

悪いことだけではないな
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清里

2010.12.10 Fri

今日の宿は不老閣さん

チェックインまでの時間を利用して、清里高原まで行ってきました

シーズンオフで人出はほとんどない
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清泉寮のソフトクリーム 濃厚な味で美味しかった

清泉寮からの景色は最高

正面には富士山、金峰山がとても綺麗に見れます

北側には八ヶ岳

西側には南アルプス連峰
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癒され、元気が出ます

素敵な景色を頂いた後のお昼ご飯は｢甲州ほうとう小作｣で牡蠣ほうとう

これまた美味

宿にチェックインして、宿の社長さんからきめ細かく、湯治についてご指導頂き、やるぞ〜

とモチベーション上がりましたが・・

その後、３９度近くまで熱が出た

おそらく、抗がん剤治療の副作用だろう
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結局、温泉には入れない

明日の朝の状況次第では、残り２泊をキャンセルして帰宅することに・・

やはり、普通の身体ではないんだなあ

不便な生活を強いられる 悔しい



不老閣さんに決めたV(^0^)

2010.12.11 Sat

熱が若干下がったので、本日もう一泊頑張ることに

昨晩からとても親切に宿の方々に対応して頂きました

ソフト面も、ハード面も充実している｢ホテル不老閣｣｣

湯治の宿はここに決めました

四季折々に合わせて変化に富んだ色彩を見せる山の湯治場として、不老閣さんについては年々訪

れる方も増えているようです

｢増富ラジウム温泉｣と言う別称を付与されるほど、ラジウム温泉の雄として、日本全国の湯治客

から注目されています

明日、１２日の早朝４時５０分よりテレビ朝日系列の｢秘湯｣と言う番組で不老閣さんが放映され

るそうです

部屋からの眺めも素晴らしい



すぐ近くには｢みすがき湖｣や綺麗な渓流もたくさんあります

春になったら、釣り、登山、通仙峡七福神巡り等楽しむことが沢山ありそう

その時幸せを祈りながら、大自然の神秘を満喫しよう
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増富温泉郷での湯治の方法は、宿の温泉がそれぞれ若干違うので異なるそうです。

先月お世話になった金泉閣さん、昨日の津金楼さんと比較すると私には不老閣さんが一番合うみ

たいです 費用は一番高いけど

お湯に浸り皮膚から、飲泉して胃腸から、そして気化されて内風呂に充満しているものを呼吸器

から体内に取り入れることが可能

ラジウム温泉自体の効能が高いのではなく、ラジウムが崩壊する過程にできるラドンと言う放射

線に効能があるそうです

身体が入ってくる異物に反応して、血液循環が活発になり、自己防衛本能、自然治癒能力が高ま

ると言うことらしい

不老閣さんは内風呂の他に外に岩風呂もあり、源泉は全部で５つ

ラジウム１００％のかけ流し湯です

岩風呂はまさに秘湯



湯治場ならではのゆったりとした時間が流れ、湯治客の皆さんが挨拶を交わし、情報を交換し合

って頑張っています

私もこの宿、この温泉であれば確信を持って、治療に取り組めそうです

今回は不老閣さんの源泉を持って帰ることにしました 母にも飲ませよう

飲めるのかなあ
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安らかに・・

2010.12.14 Tue

私が病気になる前に、私の周囲にはがんと闘っている仲間が既に二人いました

一人は私の入院とほぼ同じ時期に天国に行ってしまったＳ君

とても悲しく、悔しい想いをしました・・

サッカーが上手で、素晴らしく良い子供でしたから

将来の夢は少年サッカーの指導者になることだった

そして、もう一人は私の部署のＫさんでした。。

何故自分と関係ある人ばかり、そして自分までも・・と神様を恨みました

Ｋさんは、偶然にも私と全く同じ病気、同じ病院、同じ主治医でした

術後２年近くは頑張っておられましたが・・

昨日、天国へ旅立ちました



私の退院と入れ替わりで、同じ病棟に入院されていたようです

私は今日、抗がん剤治療でまた入院です。

入院したらお会いできるか？と思っていましたが

お互いに入院しているのは知っているはずでしたが、怖くて今まで、あえて会わなかったんだと

思います。

Ｋさんはご自分の治療で私が入院している病院に来ていながら、私に顔は出しませんでした。

それはＫさんの優しさだったんだと思います

私はがんと告知されたあと、Ｋさんと電話で何度かお話しをしました。

その時、Ｋさんは｢大丈夫！｣と勇気付けてくれましたが、Ｋさんはその当時は既に字が書けなく

なり、会社を休む時期だったそうです。そんなこと何も言ってませんでした。。

私を不安にさせないように配慮してくれていたんです。。



何も知らずに、知ろうともせずに、電話してしまい後悔していました

それでも今日は勇気を出して会おう と思っていました。

さきほど、珍しく娘も一緒にいて家族４人で笑い合えていたので・・

俺はダメかもしれないけど、もう十分かもな・・

そんな話しを前向きにしながら。。

でもＫさん、今日はいないのですよね？もう、天国だよね？

ごめんなさい。本当にごめんなさい

後悔してもどうにもならないのは分かっているが。。

自分と重ねてしまうことが怖かったから、会えなかった。。会うべきだった・・

仕事においても、人間としても多くを学ばせて頂いた方です

素晴らしい方でした

ごめんなさい、私はまだ悪あがきさせてもらいますね。。



私の分とＳ君の分も一緒にサッカーに恩返しして

私の分とＫさんの分も一緒に会社に恩返しして

そして何よりも、お二人と私のマインドを何らかの形で少しでも多くのプラスとして残したい

私まで、行ったら誰も残らなくなっちゃいますから

今はすごく不安で、怖いけど・・

今日のＣＴ検査で再発してないか？そう考えると逃げ出したいけど・・

でも逃げませんから

後は私に任せて下さい

お疲れ様でした。

ありがとうございました。安らかにお休み下さい。

御冥福をお祈り致します。



後退はない！

2010.12.22 Wed
Ｋさんが天国に旅立たれ、一週間が過ぎた。。

自分の同僚、同じ病気、同じ病院、同じ主治医・・

失って初めて気付く喪失感

考えることは色々とあったが、それでまた、私は強くなれたかもしれない

しかし、それでも身体の状況は飛躍的には良くならない

いや、逆に悪化している

吐き気、体重減少、熱・・

昨日入院して、抗がん剤治療を終え、本日退院予定であったが・・

白血球の値が低く、値が高くなるまで退院できない 抗がん剤治療もできなかった

明日の退院は大丈夫だろうが、来週の暁星国際クリスマスフェスティバルは検査で行けなくなっ

た

卒業前の思い出に、チームの子供達と計画していたのに



いろいろ考えると、楽観的には決してなれない

しかし、｢泣かず、負けず、後ろを向かず！｣この思いをどこまで貫けるか分からないが、親父や

Ｋさん達のところへ行った時に恥ずかしくないように貫き通す

人生は何時かは終わりを告げるんだ。早いか、遅いか、ただそれだけのこと

しかし、思いは永遠に生き続ける

その思いをしっかりと伝える為に、前へ進む

９歳でサッカーを始め、絶えることなく続けて来た三十数年

これから先もサッカーと共に、少しでも前へ進もう

サッカーへの恩返しの為に

同じ病気の方々に勇気と元気を少しでも与えることができるように

何度も、何度も繰り返し考えてしまうが・・

後退は有り得ないはず



毎週の抗がん剤治療は厳しいと言われている

しかし、絶対に変更はしない！副作用に打ち勝ち、毎週の治療は継続させて見せる！必ず



クリスマスプレゼント！！

2010.12.24 Fri
ゼネラルマネージャーとしてお手伝いさせて頂く、Ａ．Ｃ．湘南ミラネーゼの専用グランドが最

新の人工芝グランドに生まれ変わりました

最高のクリスマスプレゼントです

カレッジリーグの長田社長が全面的にバックアップしてくださり、実現出来たグランドです

藤沢市内で唯一の人工芝グランド

元日本代表、遠藤彰弘氏の総監督就任 最新の人工芝
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そして、来年はジュニアユースのカテゴリーが発足

遂に、藤沢にジュニア、ジュニアユース一貫クラブチームが誕生です

子供達の為に、サッカー界の為に、藤沢の為に

時間と身体が許す限りできる限りのことをしよう

ソフト、ハードは整った あとはスタッフと一緒に子供達に闘魂を注入して行くだけです

次のステージである、ユース、高校に繋がるサッカーと学力の向上をサポートし、子供達の人間

形成の一助になれればと思います！

明日から、人工芝に生まれ変わったＡ．Ｃ．湘南ミラネーゼのグランドには、３日連続で元日本

代表選手がクリニック等で来てくれます

１２月２５日

１０時〜１２時

■秋葉 忠宏 さん
■小松原 学 さん

１２月２６日

９時〜１１時

■福西 崇史 さん

１２月２７日

１７時３０分〜１９時



■城 彰二 さん

病気になってから、福西さん、秋葉さんには会ってないから驚くだろうなあ。。３０キロも痩せ

たから

痩せた姿であらためて、人と会うのは辛い

でも、悪いことした訳ではないからね

お時間ある方は是非、クリニックを見学にいらして下さい

来年がＡ．Ｃ．湘南ミラネーゼにとって飛躍の年となりますように



ＪーＯＢクリニック

2010.12.25 Sat

本日はＡ．Ｃ．湘南ミラネーゼでＪリーグ選手ＯＢ会のクリニックがありました

講師は秋葉忠宏さん

小松原学さん
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お二人とも日本代表経験があります

二人の熱い指導に子供達も大喜びでした

秋葉さんは来シーズンから柱谷さんが監督に就任した水戸ホーリーホックのコーチになられます

頑張れ秋葉ちゃん、頑張れ水戸ホーリーホック
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福西さん、城さん！

2010.12.27 Mon

昨日は福西崇史さんと一緒に、来春発売されるテクニカル本の撮影がありました

ふみつぐはストレッチからテクニカルなプレーまで指導をしっかりして頂いて

今日は城彰二さんと
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クラブワールドカップの解説でドバイに行かれて城さん

帰国したばかりで忙しい中、ゲームを中心に熱心に指導してくださり、クリニックの最後は少し

早いけれど、子供達にお年玉をくれてました

ふみつぐはゲームで頑張り、城さんのサイン入りウェアももらってました
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ふみつぐは今日も元気に楽しくやってました

私の方は・・

体重が減る一方で明るい状況は見えて来ません

必ず出口はあると信じて、一日、一日を過ごしていますが・・

万が一の時を考え、今できることを、残せることを最大限やっておく必要がある

今、この瞬間にできることの一つとして、色々な方々からサッカーの指導を受けさせること

私は息子にはサッカーはもう教られないから

福西崇史さんも城彰二さんも日本代表としてワールドカップに出場して、現在はテレビ解説等で

も活躍されている、頑張っている

ふみつぐにはサッカーだけでなく、一流のマインドもしっかりと吸収してもらいたい

明日は朝一で、病院に行って検査



友人であるＫ大学のＩ医師が書いてくれた手紙を持って行きます

Ｉ医師は治療方法がおかしいのでは？と、疑問を持ってます

主治医の医師にどうやって手紙渡そうか、悩みます

問題なければ、そのまま木更津の暁星国際へ

とにかく、全てにおいて走り続けるしかない



蹴り納め

2010.12.30 Thu

昨日は羽鳥ＳＣさんと今年最後の練習試合

秋葉台ＳＣさんも参加されていて、高校・中学の先輩、後輩等たくさんの方々とお話しできまし

た

ベンチに入る暇もなかったくらい

でも、ありがたいことです 元気もらえました。

一昨日は五反田の病院に行ってから、木更津の暁星国際に入り、クリスマスフェスティバルに参

加

うちの●道ＳＣも参加させて頂いてましたから

松原良香さん、鈴木隆行さんのクリニックもあり、大会も大盛況



私に万が一があるといけないからと、私と行動を一緒にしていたふみつぐ。。

途中参加での試合。。

試合中とハーフタイムの対応で、ふみつぐはやってしまいました

父親に対する対応と監督に対する対応は別

技術云々の問題でなく、マインドの問題です

ありえない、あまえている、私が病気だからこそ強くいて欲しい

キャプテン更迭、卒業までボール拾い
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厳し過ぎるか？と思ったけれど・・

でも、乗り切って更に飛躍、進化してもらいたい

サッカーは小学校で終わりではないから

その史嗣のこれからの成長を見届ける為にも来月は輸血して、赤血球を上げることを決意しまし

た

主治医も了承してくれましたので、やるしかない

緊急ではない状況で、先進医療と言われている免疫療法を受ける為だけにリスクがある輸血、他

人の血を身体にいれるか？と言う議論もありましたが。。

やめたり、迷ったりしている時間は私にはないから

今年は病気にはなったけれど、色々な方々にお会いできたり、自分の生き様振り返れたり、これ

からの人生をしっかり考えたり、医学の知識も身についたり、プラスの方が多かった一年でした

ね

悪いこと、悲しいことは何もなかったと思う



ガンになって良かったんだと思う。神様が決めたことだしね

誰も悲しんでない

これで良かったんだと思ってくれているはず

これからの私が泣かず、負けず、後ろを向かず、常に前を見ていれば

ただ、母親だけはやはり悲しんでるだろうなあ・・

終われないなあ〜

来年も頑張るぞ



初日の出

2011.01.01 Sat

今年はうちの屋上からの初日の出

富士山も素晴らしかった

今年はうちでゆっくりお正月を過ごす予定
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今日は小学校時代からの友人がやっているお店でお節料理を頼んでのんびりと

しかし、食べ過ぎで体調不良に・・

とんでもない一日となりました

それでも、茅ヶ崎に映画を観に行ってみた

相棒

なかなか面白かったです

協力のエキストラが藤沢市民の皆さんと紹介されてたけど、どこで出てたんだろう？

藤沢と言えば、今日のアド街で辻堂が紹介されてました

今年注目の街ベスト５０で１０位だから、辻堂にしてはすごい

１位はやはりスカイツリーの押上でしたね

辻堂は、今年１１月には湘南最大のプロジェクトとして、東京ドーム５個分以上の再開発商業

地区、湘南ＣーＸが完成します



シネコンをはじめ、約２８０店舗が入るショッピングモール、湘南ビレッジが誕生

今年の辻堂にはビッグウェーブが押し寄せます

うちの周辺が、元気に楽しくなりそうなんだから、自分も元気で頑張らないとな

今年も可能な限りチャレンジしよう



鎌倉高校初蹴り！

2011.01.04 Tue

車を運転していると、反対車線ではちょうど箱根駅伝が

明治大学、頑張れ

昨日は毎年恒例の鎌倉高校の初蹴り

湘南海岸を走り鎌倉高校に向かいました

私の原点である鎌倉高校サッカー部
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いつまで元気でいれるか分からないから、今年はふみつぐも一緒に初蹴りへ

初蹴りの開会で高校生達に話しをする機会を頂けました

今の仲間と環境が、必ず将来への礎になる。夢をあきらめずに今の営みをしっかりと進めて欲

しい・・そんな話しをさせてもらいました

ふみつぐは何かを感じてくれたかな？

受験をするのか？しないのか？サッカーを続けるのか？辞めるのか？やるならどこでサッカーを

やるのか？

自分で考え、自分で決断して欲しい

その決断はまだ、無理なのか
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豚汁、お餅に夢中でした

夜は、インターハイ、選手権と県代表になった時の一つ上の先輩方が中心となり、新年会を開催

してくれました

当時の監督、コーチ達含め２０名以上が集まっての新年会

先輩達が私を元気付けるために企画してくれてたんです

同期や後輩も来てくれました

来年から、１月３日初蹴りの後は、藤沢で新年会と決まりました

来年も参加できるように頑張らないと

新年会前に葬式で皆さん集めたら怒られちゃうからね
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病気になって、人前で泣いたことは一度もなかったが、昨日は皆さんにお礼を言おうとすると、

何も声が出なかった・・

何度も何度も声出そうと頑張ったけど、涙しか出て来なかった。。

すごく嬉しかったんだ

また、今まで誰にも言えず抱えていた不安、恐怖等もあったんだろう・・

涙となり、いっきに爆発してしまった

最後は皆で円陣を組んで校歌を歌い・・

昔は遠征帰りに藤沢駅改札で、よく円陣組まされたけど、まさかこの歳になって、街中で円陣で

校歌とは・・

恥ずかしかった  けど、最高に嬉しかった

当時、インターハイに出場した時のユニホームに寄せ書きを入れたものをプレゼントしてくれま

した

誰がユニホーム持っていたんだろう？？

最高のプレゼントでした



ありがとうございました！鎌倉高校 鎌倉高校サッカー部最高です

この環境と素晴らしい仲間がいるからこれからも生きていけそうです

先進医療である免疫療法にも、これから取り組む決心が固まりました

再発させずに、必ず来年も初蹴り参加するぞ

今日も治療入院してますが、明日は抗がん剤治療できるみたい でも、血液検査の結果は色

々とあるなあ

何があっても仲間を裏切れない！病気に向かい合い、治療に取り組むしかないんだ
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鹿児島！

2011.01.08 Sat

両親の故郷である鹿児島

私が元気な間に家族にも鹿児島を見せておきたい

病気を再発させないためにも、今年は鹿児島で初詣をしよう

鹿児島の色々なパワーをもらおう

と言うことで、家族で鹿児島に行くことにしました

羽田から元日本代表、マリノスのアキさんがアテンドしてくれて

鹿児島では小牧醸造の小牧君が全てコーディネートしてくれて

ハワイから博樹さんも来てくれて

パワーを蓄える旅が始まりました
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先日は高校の初蹴りで先輩達からパワーもらい、この前日は長田社長、城さんからパワーもらい

ました

やはり、サッカー、仲間からのパワーは絶大なるものがありますね

パワーをたくさん蓄積して、やりたいこと全部やって、自分の人生に勝ち逃げしちゃおうと思い

ます

やりたいこと、全部やっちゃえば、何も怖くないしからね



小牧醸造！

2011.01.09 Sun

鹿児島空港からまずは、小牧醸造へ

蔵を見学させてもらいました

 

米から酒を仕込んで
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さつま芋を蒸して、発酵させて

 

美味しい｢小牧｣が完成します

 

とても貴重な経験をさせてもらいました

数年前の水害で大きな被害が出た小牧醸造
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それでも元気がある会社として今も頑張っていられるのは全国で｢小牧｣を飲んでくれているお

客様、地域の方々が支えてくれているおかげだと、社外の方に対する対応の素晴らしさには驚か

されました

小牧君が常務として頑張っているからか？

とにかく、特に社員の方の挨拶が素晴らしかった

どうしたら、こんなに相手を気持ち良くさせる挨拶を社員の方全員ができるのか？

笑顔で近付いて来て、大きな声で丁寧な挨拶をしてくれます

挨拶って簡単なことだと思われますが、ここまでやるのは難しい

色々な企業、学生さん、スポーツ少年団の子供達と接して来ましたが、こんな挨拶を受けたのは

初めてです。

衝撃的でした

小牧醸造は必ずこれからも飛躍する企業となるでしょう

頑張れ小牧君



城山観光ホテル

2011.01.10 Mon

鹿児島でのホテルは小牧君が「城山観光ホテル」を予約してくれていました

鹿児島の市街地を見下ろせる高台にあり、展望露天風呂からの桜島の眺望は最高です

部屋からの桜島もとても綺麗でした

この撮影直後に噴火

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10763763798-10970517936.html


更に２発目が

１日に何度か噴火するそうです

私達の部屋には前日まで長淵剛さんが宿泊していた らしい

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10763763798-10970520538.html
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ヴォルカ鹿児島　恒松監督

2011.01.10 Mon
アキさんの鹿児島実業の後輩、元アルビレックス新潟のゴールキーパーで、現在はＪリーグ参入

を目指している、ヴォルカ鹿児島の監督を務めている恒松さん

サッカーに携わりながら、鹿児島で飲食店を経営されています

私達が鹿児島に行った２日前に４店舗目をオープンさせたので、皆で新しいお店の「百福」さん

に行ってきました

鹿児島郷土料理の鳥、きびなご、豚

何を食べてもとてもおいしかった

鹿児島に行ったら、是非｢百福｣へお越し下さい

頑張れヴォルカ鹿児島！頑張れ恒松監督



http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10763768350-10970558432.html


遠藤家！

2011.01.10 Mon

２大会ぶり、４度目のアジアチャンピオンを狙う日本代表

昨日は惜しくも、引き分けてしまいましたが、我らがヤット、遠藤保仁は日本代表の最年長者と

して大活躍してくれました

このままブラジルＷ杯まで、日本を引っ張って下さいね

ヨルダン戦の前日、私達はアキさんのご両親にご招待頂き、遠藤家で昼食をごちそうになってき

ました

とても優しく、楽しいご両親でした

桜島から兄弟全員が日本代表となった３兄弟を産んだ、武義パパ、ヤス子ママからパワーをたく

さんもらいました

これで、病気も近寄らないでしょう

遠藤家はテレビで何度も観てましたが、まるでサッカー博物館のようでした

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10764156057-10970584005.html


Yoshiのブログ

武義パパがヤットが高校生の時に一計を案じ、ベットの上の天井に日の丸の旗をはって、「目指

せ日本代表、目指せシドニーオリンピック、目指せＷ杯！」と書いて、欲のないヤットを奮発さ

せていたそうです

３兄弟が学校に行く前にいつもミニゲームをしていたという庭で皆さんと記念撮影 元気を沢

山もらいました

Yoshiのブログ
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ヤット、アキさん、ご両親のサイン入りユニホームはふみつぐにとっては嬉しい宝物、私にとっ

ては頼もしいお守りとなりました



http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10764156057-10974788829.html


桜島パワー！

2011.01.11 Tue
ヤットもアキさんも温和な性格、人柄、そしてサッカーのプレーが、その人気の秘密なんだと思

う

今回の桜島の旅では、遠藤家のご両親の他にも、兄弟のルーツを探ってきた

鹿児島市街地からフェリーに乗って約１５分

ヤットもアキさんも毎日このフェリーを利用して、鹿実に通っていたそうです

お腹が減ると、部活の帰りに食べていたと言うフェリーの名物うどんをご馳走になりました

めちゃくちゃ美味しかった

遠藤３兄弟の母校「桜州小学校」

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10765016235-10977071351.html


いつも汗を流していた「溶岩グランド」

Ｊリーグの下部組織等は人工芝でプレーするのが一般的ですが、桜島のサッカーグランドは火山

灰土で地盤は不安定

そんな土のグランドでサッカーに励んでたそうです

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10765016235-10970577397.html
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桜島からは遠藤兄弟以外にも日本を代表する選手が何人か輩出されています

トレーニングはボールを止める・蹴るの基本が中心だったそうで、走りなどフィジカルを鍛える

内容も多かったそうです

アキさんは、当時は相当辛かった メチャメチャ走らされた とにかく厳しかった練

習を良く覚えているそうです

今の時代、特に子供のうちから厳しさを教えることも大事だと思います

『良いサッカー選手』になる前に『良い社会人』になって欲しい

苦しい経験をさせることはその後の成長に必ずつながりますからね

また、恵まれすぎたところからは遠藤兄弟のような研ぎ澄まされた選手は出てこない

桜島からスケールの大きな選手に育った遠藤兄弟

まさに、私がこれからＡ．Ｃ．湘南ミラネーゼのジュニアユース、藤沢に伝えたいサッカーその

ものが、桜島には昔からあったような気がしました



Jのクラブは環境も整い、指導者もスタッフも揃い、サッカー中心の生活ができるよう完璧なまで
の配慮がなされている。。

しかし、過剰な配慮はジュニアユース世代までは不要だと思う。。

来年度に船出が決まったＡ．Ｃ．湘南ミラネーゼのジュニアユース

船出にあっては慎重に再考する必要もあるのではないかと、改めて気付かされました

鹿児島のスター、鹿児島実業の同級生、アキさんと城さんの２人がサポートしてくれるＡ．Ｃ．

湘南ミラネーゼ

必ず飛躍させます
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桜島観光(^O^)

2011.01.11 Tue

ふだんはそんなことしないアキさんですが・・

色々案内してくれました

長渕剛さんの叫びの肖像

２００４年長淵剛さんのオールナイトコンサートが開催され、人口約４，７００人の桜島に約７

．５万人の観客が集まり、盛り上がりをみせたそうです

それを記念して建てられたモニュメント

こちらは桜島の溶岩なぎさ公園

全長１００メートルある日本最大級の足湯

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10765306893-10970570845.html


自然の恵みに浸りながらゆったりと、桜島や錦江湾の向こうの鹿児島市街地を一望することがで

きます

めっちゃ気持ちいい

桜島のお土産センターでアキさんがふみつぐに買ってくれたカップラーメン

アキさんいわく｢最高に旨い｣らしい

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10765306893-10976586784.html
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元気と勇気をありがとう！

2011.01.12 Wed
昨日１０日、中田英寿さん企画の｢ＴＡＫＥ ＡＣＴＩＯＮ ｉｎ 宮崎｣が宮崎市内で開催されました

前日９日には被害の大きかった西都市で、少年サッカークリニックも開催

イベントの収益は、口蹄疫復興のため寄附、及び地元サッカー少年団へのボール配布・購入事業

に充てられる予定だそうです

結果は宮崎のホンダロックと２－２の引き分け

宮崎県・東国原英夫知事は「素晴らしい試合に感動しました。口蹄疫で苦労をしたが、今日の試

合で選手たちから勇気・元気・活力を与えていただきました。感謝したい」とコメントされたそ

うです

私は前日の９日午前中にTAKE ACTION F.Cの皆さんが宿泊しているホテルに遊びに行って来まし

た

今回はカズさんも参加され、元日本代表のスター選手が勢揃いしていました

ゾノさん



Yoshiのブログ

奥さん

Yoshiのブログ

他にも藤田さん、良香さん、この試合をもって引退を表明した平野さん、沢山の選手が家族と私

のところへ来てくれました。宮崎の方同様に私も家族も沢山の元気、勇気を頂きました

昨日１０日、TAKE ACTION F.Cの試合が宮崎で行われていた頃、私達は横浜に戻ってきて、少

年サッカーの神奈川県大会を戦っていました

５００チーム以上ある中でよりによって、２回戦で横浜Ｆ・マリノスと対戦

うちはシードで２回戦からでしたが、横浜Ｆ・マリノスは１回戦を１７－０で勝ち上がって来て

ます

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10765477053-10976592315.html
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何百人もの子供達がセレクションを受けて、合格した子供達約３０名？で編成されているスーパ

ーチーム

うちは小学校の生徒を中心に、来た者拒まずの６年生１２名と助っ人５年生のチーム し

かし、藤沢最強だと私は子供達に言い続けてきましたが・・

まして、監督の私が今年度は癌との戦いに精一杯で、指導することもほとんどできなかった

でも、試合前に子供達に一つだけ言いました。今、この瞬間は君達の通過点に過ぎない。しかし

、小学校のサッカーで勝ちにこだわる最後の大会だ。悔いだけは残すな

諦めることだけはするな そう話して、ピッチに送り出しました

もちろん、子供達は私がいなくても立派にやっていけるように成長してくれています

言わなくても理解していたことでしょう

結果は０－０の引き分け。ＰＫ戦の末に負けてしまいました

会場は横浜Ｆ・マリノスのホーム 土のグランドでしか練習できないうちの子供達には、

ド緊張して人工芝に置いたボールを蹴ることは厳しかった いつもと同じコースに蹴れな

い



横浜Ｆ・マリノスはさすが、ホームの強みを最大に活かした上に、コース、スピードともにパ

ーフェクト 誰も外しません

負けたけど、横浜Ｆ・マリノスのような一流クラブチームに対して、うちみたいな普通のスポー

ツ少年団であっても、夢を捨てない限り可能性はあるんだと言うことをあらためて証明出来たと

思います

他のチームに元気を少しは与えられたのではないか？と思います

ＰＫを外した子供に声をかけると、私にも涙が溢れて来たので、トイレに逃げこみました

試合に出た子供も、ベンチにいた子供も、本当に良く頑張りました

勝ちに等しいＰＫ負けでした

中学に向けて、飛躍することができる敗北でした

TAKE ACTION F.Cの皆さんとうちのチームの子供達から、元気をもらえました

夢は必ず叶う

元気と勇気をありがとう



ゴールが見えた。。

2011.01.30 Sun
鹿児島で元気をもらい、子供達の県大会で横浜Ｆ・マリノスと引き分け、勇気をもらった翌日、

今月１１日に、それは医師から告げられた・・

膵臓癌は再発したらおしまいだと言われていたが。。

１月の採血の結果、腫瘍マーカーの数値が悪化していた

主治医の経験上、１００％癌が動き出していると言う

すかさず、｢あと、どのくらい？やることあるから！｣と問い詰めると、｢あと半年・・最初に言っ

たけど、半分以上の方は術後１年以内に亡くなるんですよ！早い人は術後半年です。あなたの場

合はもう術後半年と言うことはないけれど・・｣

ついにゴールが見えてしまった。。

今回も病気の告知の時同様に、私には一切の動揺はなかった。

想定内のこと。なるようになれ、死ぬなら、死ぬも良かろうと覚悟はできていたから



普通は身体が震えたり、頭が真っ白になったり、泣き叫んだり、そんなふうになると聞いてい

たが・・

｢ついに・・｣、そんな気持ちだけがあったかな？

ブログを始めて約１年が経つ。時間を作れない父親が、サッカー小僧の息子に興味を持ってもら

おうと、こっそり始めたものだった。

癌闘病記で始めたつもりはない

なんで、こんなことになっているんだろう

昨年６月、岩手への転勤前、手術の２ヶ月前には病院で、｢痛い！癌ではないか？本当に大丈夫か

？単身赴任できるのか？｣何度聞いても、病院は全てを否定した

病院に行く必要も、薬を飲む必要もない、単身赴任には何の問題もないと・・

しかし、この時既に私は癌におかされて、末期の状態だった・・

こんな馬鹿げたことがあるのか？？

その時に癌と仮説をたててくれていれば。。

病院もしっかりと今回のことを振り返って欲しい。



何もなかったかのように、進んでしまえば、まさに私は犬死にだ

私と同じ思いは、もう誰にもさせたくない

犠牲者は私だけで十分だ。

癌だけが、元気であっても癌患者と言われる。

だから、私はこれからも患者である必要はない

確かに癌のことしか考えられなくなり、不安に自分の心を占拠され、楽しむことが出来なくなる

かもしれない・・

そもそも、癌は死ぬと言うイメージを持つから、みんな怖がるのだろう

死ぬことは怖い、苦しい、自分が消滅する不安・・

死を目の当たりにした人間にしか理解はできないだろう。

しかし、可愛い赤ちゃんだって、生を受けた瞬間に死を受け入れる運命は確定している。遅かれ

早かれ、受け入れる運命なんだ。



死ぬことを目の当たりにした者として、多くの方のおかげで生かされていることは強く認識した

。感謝している。

これから、転移等に怯えた心理的な苦悩が続くのか？

父として、コーチとして、会社人として、私を生かしてくれた方々に最後に見せれる背中は闘病

だけか？

他には何かないのか？？

多くの方々にたくさん、たくさん御礼を言って、恩返ししなければならない

気持ちだけは患者にはならない

これからは、入院や治療にだけに時間を費やす延命には意味はない

子供達や仲間と過ごせない時間を多くしたとこで全く意味はない

先進医療、抗がん剤治療、湯治、健康食品等、治療費用も莫大にかかる

保険も対応できない。。

貯蓄を食いつぶすだけだ



戦い方も変えなければ・・ゴールは見えたのだから。

家族に、仲間に少しでも今の思いを遺そうと、日記をつける為に一昨日、ノートパソコンを購入

した

これからの戦い、敗戦処理をするつもりはない

奇跡を起こす

奇跡とは完治ではない。

残念ながら、それはもうない。。

１日でも長く生きる そして次回のワールドカップまで生きてみたい

ありさの大学入学、ふみつぐの高校入学まで生きていたい。それはまさしく奇跡であろう

しかし、諦めない

あきらめたら夢は叶わないから



親友の復活！！

2011.01.30 Sun
私が、医師から残り半年と宣告された同時刻、私の親友であり、恩人ある方が倒れて、意識不明

となり、手術を受けていた

何と言う運命なんだろう。

その方の為に私の命が少しでも役に立てれば・・

切に願った。。

私は翌日からの湯治、海外に行く予定もあったが、全てをキャンセル・・

回復を祈り、ブログも止めて、その方のことだけを考えるようにしていた。。

幸いにも手術は大成功

後遺症もなく意識を取り戻してくれた

今日、家族とお見舞いに行ってきたけど、とても元気だった

みんなで作った千羽鶴をとても喜んでくれていた



ゆっくり休んで下さいね 私ができる範囲は頑張りますから

私も頑張ります



とちおとめ(^_^)v

2011.01.31 Mon

会社の同期のＭさんが｢とちおとめ｣を大量に送ってくれました

病気になってから、食後にはかかせないデザート

今の時期、一番好きなのがイチゴです

こんなにも甘くて、大きなイチゴがあるなんて、知りませんでした

元気出ました

今日は４月からの職場復帰に向けて、これから出社

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10784788775-11016082737.html


半年ぶりのスーツです

３５キロ痩せたから、着れるスーツがない

何とか夏用の湘南ベルマーレモデルのスーツは着れそうだ

これで行こう



必ずピッチに立つ！

2011.02.01 Tue

昨日は久しぶりのスーツ 出社

朝早くからスーツを来てソワソワしていた

会社には、とりあえず１日だけの出社だから、まだスーツを新調していないし、私服で行くと断

っていたが、着れるスーツがあった

スーツが着れた時、大会前にユニホームを手渡されたのと同じ感動があった

家族は私が痩せてしまい、似合わなかったからだろうか？苦笑いをしていた

半年ぶりの出社だ

４月から一緒に働く幹部達とも会った

昔の仲間とも会えた

先日、アジア杯で優勝した日本の指揮官、アルベルト・ザッケローニは｢困ったことはないか？ベ

ンチスタートが続くが、必ず出番がくるから。｣



彼は毎朝、控え組の選手一人一人にこう必ず声をかけていたとのこと。

控えもチームの立派な一員。こうしたチーム全員のモチベーションアップにも配慮できるような

仕事を、私もまたしてみたい

自分の居場所がまだあったことに感謝する。

会社の方々に優しくされ、またここでも生かしてもらっているんだな。。と、あらためて実感、

感謝した

早くピッチに立ちたい



明日は博多だが・・

2011.02.01 Tue

今日は五反田の病院に入院して、明日の抗がん剤治療に備えていた

腫瘍マーカーも月の最初の採血で確認することになっている。今日だ・・

良い方向に動いてることを期待していたが・・

最悪の結果だった

明日の抗がん剤治療は中止 これからは点滴の抗がん剤治療から、毎日の飲み薬に変更とな

るようだ

今までの治療は効いてなかったらしい

遅いよ・・

いよいよか

悩んだり、考えたりしている時間はない。明日は博多で免疫療法。



やはり、いまだに一度の治療に数十万円かける必要があるのか悩む。。

家族に少しでも遺した方が良いのではないか？？

保険で対応できない先進医療、免疫療法・・

どれだけの効果があるのかは分からない

こうなった今、その治療でどれだけ延命できるのか

私が病気になり、ふみつぐは私立受験をあきらめた

中高一貫の公立は受験するもりでいたが、ここ何ヶ月かずっと私のそばにいてくれている。。

湯治に行くのも、買い物に行くのも・・

家でも常に隣にいる。姉とは違いまだ弱いのだろう

その弱さ故に、一緒にいてくれることが嬉しいが。。

受験勉強や、サッカーをする時間を奪ってしまっていることが、父親として情けない



彼は父親の私と同じ高校のサッカー部を目指すから と言ってれているが。。

とにかく時間がない。再度やるべきことを精査しなければ

前へ進む為に、私がゴールするまで、みんながずっと幸せでいれる為に・・



博多

2011.02.02 Wed

今日は抗がん剤治療ができなくなったので、朝食を済ませてすぐに五反田の病院を退院

差額ベッドを使っているのに全く意味がない

今日の料金もしっかり取られる 病院は一泊でも二日分費用を徴収してくる

時間が出来たので、Ｊリーグ選手ＯＢ会の事務局長で、私の先輩でもある中岡さんに会いに恵比

寿まで行って来た 元気出た

中岡さんはＩＴ系の会社を経営されている。

サッカーのおもしろいビジネスネタを色々と見せてもらった

昼食を恵比寿で済ませて 羽田へ

うにいくら丼 美味しかった

予定よりかなり早い飛行機に変更して、博多到着

時間が出来たので、長田社長の会社の九州支社に顔を出し、夜は一人で中洲の屋台へ



ふと思った。。

なぜ、一人でこんなことしてるんだろう？

つまらないとか、楽しいとか、そんなことではない。

中岡さんとも会えた

美味しい物も食べた

でも何か虚しい・・

明日はふみつぐの受験

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10787524463-11022558440.html


ふみつぐから、｢パパからもらった鉛筆で頑張る ｣とメールが来た

Yoshiのブログ-image.jpg

前回の博多で買った、太宰府天満宮の鉛筆だ

｢明日はパパも初めての免疫療法頑張るから、ふみつぐも悔いないように頑張れよ ｣と伝え

たが・・

彼は大きな、挫折感を味わうことになるだろう

しかし、必ず彼の人生のプラスになるはずである

太宰府の鉛筆使ったところで、あの受験準備でパスできるほど甘くない

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10787524463-11022653031.html


それは口にはしないが、家族全員が理解している

親と子供が甘いから・・？全ては私がこんな病気を持ったから・・？

病気になったのではない。自分の身体の中に病気を持ってしまったんだ

外部から侵入して来た侵略者ではない。。

私自身が育ててしまったんだ だから、こいつとこれから上手く付き合って行くしかな

いんだ

しかし、この病は私だけでなく、確実に私の家族までを間接的に攻撃して来ている。。

家族は関係ないのに・・

本当に本当に申し訳ない

明日の免疫療法、どれだけ私と家族のプラスに寄与してくれるだろうか？

期待しているんだけど、最近はことごとく神様に裏切られてるからなあ



免疫療法

2011.02.03 Thu

今日は朝から、博多の医療機関で治療用免疫細胞の採取をしました

血液を約３時間かけ、体外循環させて免疫細胞を採取する方法

活性化リンパ球療法にして、約４０〜８０回分の細胞が確保できるらしい

それをマイナス８０度で長期冷凍保存。

今日はここまで

今後、治療の２週間前に今回保存した細胞を解凍して、培養を開始

培養過程ではリンパ球の活性化、増殖培養等を行い品質管理もしっかりする

細胞の安全性と品質検査に問題なければ、投与

医師と看護師さんがリンパ球がたくさん取れる



｢こんな人は初めてだ！良いことですよ！｣と言っていましたが・・

そんなこと言われたところで、状況は変わらない。。でも、嬉しかった

活性化リンパ球が、がん細胞を破壊してくれるらしい



再チャレンジ！九州大学病院へ！

2011.02.14 Mon

今日は５時前に家を出た

これから福岡の九州大学病院へ向かう

今月３日、博多の癌専門クリニックのＭ院長のところに治療準備に行って、帰りに九州大学病院

へ寄った

友人のＩ医師に顔だけ出そうと思って。。

Ｉ医師は入口で白衣を来た姿で私を迎えてくれた

会うなり、｢保険証持ってる？｣と尋ねられた

｢ありますが・・｣

｢ごめんね。少しお金遣わせてしまうけど、診察券作って！｣

時間外に医師が付き添い、初診受付することに私も受付の職員の方もきょとんとしていた



お茶でも飲んで、雑談して帰るつもりだったが、入ったところは診察室

Ｉ医師は｢あと半年だって？何を言ってるんだ？そんなこと絶対に私がさせない 飛行機の

時間はまだ、大丈夫だよね？｣

すぐに慌ただしく幾つかの電話をかけ、自らが私の診察、採血、エコー検査、薬の受取等を付

き添って始めてくれました

一通りの検査が終わると｢もう一度やろう しっかり検査して、免疫療法と抗がん剤治療と組み

合わせてやってみよう これから新しい薬だって出てくるんだよ 私と一緒に頑張ろう

｣

Ｉ医師の言葉に涙が出ました。多くの方に励まされて、その気持ちに支えられてここまで来れま

した

しかし、病状だけは諦めないが、諦めたくないけど、私一人で闘うしかないと、ずっと思ってい

ました

東京の病院でも事実だけを淡々と伝えられていた

淡々とその瞬間を待つだけか？とも考えたことが何度もあった



泣けば楽になることは分かっている。ストレスも一時的には発散できる。しかし、前へは進め

ない。。

だから、ずっと我慢していたが。。Ｉ医師の言葉には自然に涙が溢れ出た。

助かるとも完治するとも思ってはいない。。

あるいは、九州大学病院のＩ医師や、癌クリニックのＭ院長と再度チャレンジしても、結果は変

わらないかもしれないことは十分に理解している。

家族や仲間といる時間が少しだけ増えるだけのことであろう。。

でも、それだけで十分だ。十分に幸せだ

今よりも不幸になることはない

膵臓の専門家の友人医師の言葉は私に大きな夢を与えてくれた

Ｉ医師は、私と会ったその日のうちに個室を予約してくれたり、職員の方の入院説明に同席して

くれたり、全てを済ませてくれた

私も動くのは早い方だが、Ｉ医師のスピードには驚かされた



Ｉ医師は｢大学病院に長くいるが、患者さんの立場になって、各種申し込みしたり、検査場所を移

動したり勉強になって良かったよ ｣とにっこりと満足げな顔をしてらっしゃいました

昨日はふみつぐと一緒に中学校の学生服を作りに行った ありさの塾の面談にも行った

家内と母もいた ありさは理系らしい

これからも一緒にいたい まだまだ、見届けるたいことはたくさんある

検査と治療で退院は３月上旬くらいになるだろうか？

頑張ろう やるしかない



大道杯、新倉杯制覇！

2011.02.14 Mon

１２日に大道杯、１３日に新倉杯がありました

私は１４日から九州大学病院に長期入院・・

もしかしたら、私にとっては最後の少年サッカーの試合になるかもしれない

子供達も私が最後になるかもしれないことは分かっていてくれた

結果、見事に二つの大会を制覇してくれました

１２日はうちが主催の大道杯

友人の元日本代表の城彰二さん、プロカメラマンの兼子慎一郎さんにも参加してもらいました

雪も降り、とても寒い日でしたが、城さんは９チームの全選手と記念撮影、サイン、握手をこ

なし、参加賞も手渡してくれました



元日本代表、現在もサッカー関係で大活躍されている城さんの参加に子供達も父兄の方々も喜ん

でくれてました

城彰二特別賞等、多くの賞も城さんが用意してくれました

ＪＯスクールでも可愛がってもらっている城さんの参加にふみつぐもご満悦

この日は決勝で宿敵、村岡キッカーズさんを３－０で勝利しての優勝

翌日は、藤沢南口ロータリークラブ主催の｢新倉杯｣

こちらも決勝はいつも苦手としている鵠沼ＳＣさんでしたが、なんと５ー１で勝利しての連日優

勝

どうしたんだろう？

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10800735444-11049487909.html


昨日行われていた、神奈川県大会の決勝では横浜Ｆ・マリノスが勝利し、神奈川５００チーム以

上の頂点立ったようです おめでとうございます

その優勝チームに、２回戦で、唯一引き分けた我等、大道ＳＣは立派でしたね 結局、ＰＫ

で負けたけど

最後になって、調子を上げてきた子供達

このまま、現在のマインドを維持して中学生になっても文武両道の精神で頑張って下さい

君達に負けないよう、私も夢を諦めません

私と一緒にサッカーをやっていたことを、大人になっても、少しでも忘れずに覚えていてくれ

たら、幸せなんだけどなあ・・

私は君達からたくさんの勇気と元気と幸せをもらいましたよ

本当にありがとう



バレンタイン(^_^)v

2011.02.15 Tue

昨日は昔の職場の方々からバレンタインの花やチョコが送られて来ました

病気の私に配慮してくれているのでしょう

凄く嬉しかった

ありがとう

ケンティは鹿児島県徳之島のヤマ・シークニンを送ってくれた

超酸っぱい

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10796080699-11050585754.html


Yoshiのブログ

抗がん剤治療もせずに、これだけ飲んで、余命半年と言われた膵臓癌を進行させないで、３年も

生きている方がいるそうです

会社の先輩の加茂さんは博多から明太子と秋刀魚

Yoshiのブログ

Yoshiのブログ

青森にいる同期のハッチは青森の美味しい林檎を

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10796080699-11041156766.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10796080699-11041156759.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10796080699-11041156758.html


Yoshiのブログ

抗がん剤治療には副作用があるけれど・・

こういう物や、みんなの気持ちは本当に私自身をパワーアップさせてくれて、病気の進行を止め

てくれるような気がします

ありがとう

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10796080699-11041156765.html


稚加榮

2011.02.16 Wed

家族が博多に来ました

母も来ました

昨日から三日間は検査、治療が午前中だけなので、外出許可をもらって、午後からは観光 リ

ハビリです

病気にならなければ、家族で博多にいることもなかったでしょう

先日、加茂さんにお会いした時に、連れて行ってもらった料亭の｢稚加榮｣に行って来ました

和定食が1300円

更に、ありえない量と質 明太子は食べ放題

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10801904340-11052973740.html


２００人は入るであろう？店内はほぼ満席、店内中央にある生け簀もすごい迫力でした

今日は午後から柳川行って、鰻を食べる予定です

６時前から検査始まってます  薬が苦い
早く終わらないかなあ・・

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10801904340-11052974463.html


九州大学病院

2011.02.16 Wed

九州大学病院に入院して今日で３日目

素晴らしい環境です

病院はとにかく広い 清潔 明るい 機能的

設備もスタッフも充実していて素晴らしい 元気も出てきます

部屋は個室で、応接、キッチン、浴室、FAX等が完備 まさにホテルです

最上階の部屋からは博多港、ヤフードーム等が見下ろせる デイルームからは福岡空港も

素晴らしい眺望です

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10801357018-11053267584.html


個室料金も以前の病院よりも全然安い

約一ヶ月間、快適な生活を送れそうです

今日は午前中にＰＦＤ検査と言う膵臓の機能を確認する検査を６時間かけて行いました

尿の量、成分から悪い数値が確認されれば、薬を増やす等の対処をしてくれるそうです

さすがだ

来週にはＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥＴ等の検査もしてくれるようだ

何故、東京の病院は検査をほとんどしなかったの

九州大学病院では、色々なことを医師の方から聞いてくれるから、不安感は一切ない

東京の病院の内科では｢痛い、癌でないか？？｣と何度尋ねても、話しを聞いてくれなかった

内科の主治医は一度も私の前にあらわれなかった



こちらの内科の主治医は一日に二度は必ず顔を出してくれる

新婚さんで、奥さんにマー君と呼ばれてるらしく、マー君と呼ぶと喜ぶらしい

学生時代は九州大学の野球部主将

スポーツマンらしくとても感じが良い医師だ

まあ、以前の病院の話しはやめよう

その病院が悪かった訳ではない

それが私の運命だったんだろう。。

東京に帰ればまたお世話になるんだ

外科の主治医であるＮ医師や、看護士の方々は全身全霊をかけて、私を助けてくれたのだから

サッカー選手やチームの能力がそれぞれ違うように、病院や医師の能力もそれぞれ違う

藤沢、岩手、東京、福岡と入院、転院を繰り返しながらの闘病生活で良く分かった



自分が夢を諦めず、努力を惜しまず、前進することはもちろんであるが・・

誰とタッグを組むかもやはり重要だ

今までは病院や医師に良いも悪いもないだろうと思っていた

サラリーマンで言うと、色々な意味で能力の高い上司と部下に恵まれることによりそのビジネス

は大きく変わってくる。

サッカー選手で言うと、自分のプレースタイルを理解してくれる指揮官、チームメイトに恵まれ

るか？これで選手としての将来が変わってくることもある。

今回、私は九州大学病院と言う最高のフィールドとチームメイトに出会えたと思いたい

そう思わないと生きて前に進めないし

あとは、恐れることなく、後ろを向かず、諦めずに進んで行くだけだ

話しは変わりますが・・

エントランスには看護部で作った雛飾りが展示してあります 素敵です



また、九州エリアに４件しかないSUBWAYのうち１件が雛飾りの前にあります

単身赴任していた頃は毎朝SUBWAYという時代もありました 大好きです

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10801357018-11052990837.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10801357018-11053264386.html


柳川

2011.02.16 Wed

午前中のＰＦＤ検査を終え、午後からは柳川へ

家族が来ていることもあるので、リハビリも兼ねて外出してみた

柳川と言えば、詩聖北原白秋

柳川名物と言えば、鰻

本吉屋本店へ

鰻料理の中でも特にせいろ蒸しは柳川を代表する料理のようです

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10802854385-11053699519.html


今まで食べた鰻の中でも一番美味しかった

柳川と言えば他には｢川下り｣

旧柳川城の城濠を辿っていく川下りが人気のようです

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10802854385-11053724981.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10802854385-11053702998.html


今日は天気も良く、船にはこたつもあって

しかし、ちょうどこれから水門が１０日間閉まるとのことで、水門前で折り返し

ゆっくりと時間が流れてくれていたようでした

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10802854385-11053705701.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10802854385-11053720947.html


モツ鍋

2011.02.16 Wed

夜は天神に戻って、るるぶから情報をゲットして、モツ鍋を食べに

呼子の活イカ

名物の焼きラーメン

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10803231198-11054077366.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10803231198-11054075360.html


モツ鍋はもちろん、最高に美味しかった

しかし・・

お店の名誉のために写真と名前はふせておきますが・・

なんと、食べようとすると、鍋の具の中にお皿が入っているではないか

店員さんもビックリ

実は本日撮影があって、モツ鍋を美味しく見せる為に、鍋の中に皿を入れて具を盛り上げて見せ

ていたらしい  なるほど

私達が一番最初にモツ鍋を頼んだので、撮影用に準備したモツ鍋が出たと言うことらしい

そして、皿が出て来た

味は最高でした すぐに満席になり、とても雰囲気の良い店でした・・



家族がホテルに戻り、病院で一人になると、ちょっぴり寂しくなる

博多での楽しい一時も明日の外出で終わり

明日はＦクリニックで第一回目の免疫療法

そして明後日からの抗がん剤治療では、点滴のジェムザールに、飲み薬のティーエスワンも取り

入れて、その有用性を確認していく

だから、明後日からは万が一のことも考え、外出せずに病院でおとなしくしていることに・・

また、新たな副作用も出てくるだろう

土曜日には家族は帰る。私のために、家族の時間を奪う訳にも行かない

明日は楽しもう

毎日が最後のつもりで生きていくべきだとは理解しているが、なかなかそうはいかない



家内や母に厳しく接して、あたって？悲しませてしまうことがある

今日も二人にあたってしまった

二人とも悲しそうな顔をして我慢してくれているのが分かった

情けない。。

私の方こそが、家族や仲間達に楽しい時間を与えて、そして今までの恩返しをしなければならな

いのに

家族にも、少年サッカーの子供達にも叱ることが増えたような気がする

自分に時間がない。。その気持ちが強くあるのだろう。来年はもう伝えたくても伝えられない。

。

家族も子供達も自然に分かってくれることだろうが、その頃には自分はいないだろう。。待て

ない。。必要以上に強く叱ってしまう

最後は優しいパパでいたい、優しいコーチになりたいと思っているが、なれないでいる。。



それが辛く、悲しい

とにかく、絶対に迷惑だけはかけてはならない

周りを悲しませてはならない

楽しく、明るくいかないとね



第１回免疫療法→太宰府

2011.02.17 Thu

午前中、第１回目の免疫治療をＭ院長のＦクリニックで受けて来た

未だ標準化されてなく、保険も適用されない高額な先進医療

不安感もあったが、院長先生やスタッフの方々がとても丁寧に説明してくれたので、安心して治

療を受けれました

ここで、約１時間かけてリンパ球を投与

状態の良い活性化されたリンパ球がしっかり出来たようだ 癌細胞をやっつけろ と医

師が投与

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10803583530-11055444342.html


この点滴の大きさが、一回分の量 前回の採取で８０回分が出来たらしい

それを使い切るまで、博多に通えていれば良いが

私の身体に合うかどうかは数ヶ月経過しないと分からない。まあ、なるようになるでしょう

私が治療している間に家族は培養している研究室等を案内され、その先進技術に感心していまし

た

これから３週間に一度、ＦクリニックでＭ院長からこの免疫治療を受けて、九州大学病院でＩ医

師の診察を受けにことになる

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10803583530-11055442541.html


治療が終わり、午後からは太宰府天満宮

１２月の診察時に、ふみつぐとチームで受験をするＡ君のお守りをもらいに行った時も雨だっ

たが、今日も雨だ

ふみつぐは残念な結果に・・ Ａ君は見事合格

その御礼と、ふみつぐ落ちてすみません 高校受験はお願いします・・とお参りに

ふみつぐは夏に私が入院してからずっとそばにいてくれて、やれる範囲でサッカーと受験勉強

頑張って来た結果だから。。十分頑張ったよ

親としては子供に申し訳なく、自分に対して情けない、悔しい気持ちでいっぱいだが

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10803583530-11055852758.html


ふみつぐにはこの経験、悔しい想いをこれからの人生に活かしてくれることを望みたい

途中、｢かさの家｣で抹茶と太宰府の名物梅ヶ枝餅 こんがり焼けた香ばしいお餅 美

味しかった

庭園を眺めながら、お茶を楽しむなんて病気になる前はなかったことです

知らぬ間に自然と余生を楽しむようになっているのか

余生を考える心配なく、余生を楽しめるのだから良いか？

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10803583530-11055850478.html


水炊き｢いろは｣

2011.02.17 Thu

外出最後の夜は加茂さんが紹介してくれた、水炊きが有名な｢いろは｣へ

壁には芸能人のサインと写真がぎっしり 見たことない数です。なんでこんなにたくさん

来てるの

料理の方は・・

スープはあっさりとしながらも、鶏の旨味が濃厚

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10803591858-11056473301.html


鶏肉は味も食感もたまらない

昨日のモツ鍋と同じだが、こんなに旨い水炊きは初めてだ

さて、明日からは新しい化学療法が始まる

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10803591858-11056469551.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10803591858-11056487610.html


副作用が不安だ・・

少しでも良い状態にして、早く藤沢に戻らないといけない

３月の土日はサッカー関係のイベントが盛り沢山

４月からは仕事にも復帰しなければ

リハビリも頑張らないと

やるしかない



ティーエスワン

2011.02.18 Fri

本日の朝食後から、飲み薬、ティーエスワンの服用による化学療法が始まった

主治医のＨ医師が新しい治療の説明を親切丁寧にしてくれた

まずは｢２投１休｣・・この薬を２週間投与して、１週間休むらしい

こんな小さな薬で大丈夫なんだろうか？

朝晩各３錠を服用する。

既に１２種類、２０錠近い薬を毎回服用しているが、そっちとの関係は大丈夫か？まあ、そっち

は外科手術の各種後遺症を緩和させることが目的であるから大丈夫であろう

今は、医師を信じて頑張るだけだ

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10804627530-11056618194.html


頑張るなんて、カッコイイことではないけどね

生きる為に当たり前のことであり、難しいことなんか何もない、薬を飲むだけだからね

説明後、同意書に淡々と署名をして、薬を受けとった 署名拒否する選択肢なんかないし

できれば、拒否したい

説明書の化学療法の目的には｢延命効果を得ることが目的です。｣と明記されていた

言葉ではなく、書面で確認することで、あらためて恐怖をしっかりと認識した

一瞬ではあるけれど

明らかに死はすぐそこまで近付いて来ているんだ

これ以上は近寄らせないけどね

副作用が少ないことを・・私の身体に合うことを願うだけだ



ＰＥＴーＣＴ検査

2011.02.21 Mon

今日はＰＥＴーＣＴ検査があった

ＰＥＴーＣＴ検査はＰＥＴによる生体の機能画像とＣＴによる形態画像を一度で撮影できる最新

の検査

一度の検査で全身を検査することもできる。

小さな癌の発見や、良性悪性の正確な治療ができるそうです

今日はエコーも三人の医師で診てくれて、明日はＣＴ検査。その次はＭＲＩ。

以前の病院と違い、今回はＩ医師以下が何とかするぞ と頑張ってくれているのがとても良く

分かります

一生懸命にやって頂いても、再発転移していることは間違いないだろう

どのくらい進行しているかだ。。統計上は膵臓癌の場合、肝臓に転移していたら残される時間

は８.１ヶ月



ある説では癌は医学的に１０％が解明されたに過ぎないと言われているらしい。ならば、私には

あと９０％の可能性がある。負ける訳にはいかない

今は特に辛い治療もないので、毎日をのんびり過ごすだけだが

昨日は家族も帰っていなかったので、病院近くの博多ポートタワーまで散歩して来ました

岩盤浴、温泉に入って

海を眺めて

知らない街で一人のんびりするのも悪くない

今週はずっと病院から出れないが、週末は検査もないからどこかへ行こう

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10808791879-11065682166.html


化学療法の大きな副作用もまだ出てないし



延長戦！

2011.02.24 Thu
想定内ではあった。。

主治医のＨ医師から説明があった

｢半年、一年と目標を立て、積み重ねて行きましょう 頑張りましょう｣と・・

ここの病院の医師達は前向きだから

そのことこで、こちらもいくらか救われるけど

肝臓に転移・・

再発していた

周囲から、いかなる言葉で励まされようが、半年前に手術を受けた時に、私に残された時間は一

年間と腹をくくっていた

だから、私に動揺はない

まだ、検査の結果が出てないものもあるが、エコー検査、ＰＥＴ検査では肝臓に複数の影が見え

ており、腫瘍マーカーも上がっているので、かなりまずい状況みたいだ

あとは進行が早いものなのか？それとも遅いのか？検査結果が全て出揃えば、残念ながら、それ



も分かってしまう

昨年９月６日、手術を受けて、癌との戦いがキックオフされたが・・

皮肉にもその日は結婚記念日であった

記念の日だったから、１５時間超の長時間に渡る大手術だったから・・

うまく行ったと信じていたんだが

何よりも多くの方々が応援してくれたのだから・・

絶対に負けずに勝ち抜くと誓ったんだが。。

その時は勝つ可能性もあるものだと・・

しかし、シナリオは狂った 修正しなければ。。

再発となると状況はかなり不利になる



もはや手術は不可能

サッカーで言えば、延長戦に入り相手に先制され、自チームは退場者も出して、数的にも不利な

状況

自分のサッカー人生に残りの試合はない

これがまさに引退試合。

崖っぷちだ

緊張する。。何時も通りのプレーができるだろうか？スタミナも限界、コンディションも最悪な

状況の中で

しかし、投げ出すわけには、逃げ出すわけにはいかない

今までの人生の全てをかけて戦う！？

あがいて、泥まみれになり、生き抜くしかない

奢りでも、強がっている訳でも、格好良く見せている訳でもない！

この延長戦で勝つとはどういうことか？分からない



この延長戦で勝つとはどういうことか？分からない

これから、泣き叫んだり、取り乱したりすることもあるかもしれない・・

既に延長戦には突入している。。

止まることだけはしてはいけないことだと、認識している

家族、サッカーの子供、多くの仲間達に最後まで恥ずかしくない背中を見せ続けたい

可能な戦術、治療を全て駆使して、ＰＫ戦まで縺れ込ませ、サドンレスを繰り返して行くことが

最善の戦略か・・

そんな戦略しかないのか？逆転勝利とはあるのか？

あるとすれば何か・・

家族に申し訳ない。悔しい。。



マジ！？

2011.02.25 Fri

友人のＮさんと、Ｈさんが車で神奈川から見舞い？にやってきた

しかもアポなしで

マジ

神奈川から福岡まで

アポなしで来て、私がいなかったら、どうするつもりだったのか？

先日のブログを見て｢週末はどこかに行こう・・｣と書いていたので、だったらまだ予定はないだ

ろう？一緒に温泉でも行こう！とサプライズで来てくれたらしいのだが・・

しかし、学生ではないんだからねえ

予定があるらしく、明日の夜には帰るらしい

昨晩から徹夜で走り続けたらしいので、まずはお風呂に入りたいとのこと

医師に外出許可をもらって、とりあえずは近場の｢二日市温泉｣へ



九州でも最古の温泉として名高く、古来より湯治場として栄えて来たそうです

ラドンを多く含む良質な温泉らしい

病気に効いてくれたら、良いのだけど。。

１２０kg近くはあるであろう巨漢のＨさんは、休憩所で携帯をいじりながら、大きな鼾をかいて

寝てしまいました

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10813145427-11074582633.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10813145427-11074652981.html


疲れたのでしょうね

ありがとう 元気を沢山もらえました

夜は天神のもつ鍋へ

大きな｢呼子｣の活イカが入荷していたので注文

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10813145427-11074613904.html


九州各地の地魚刺身

二人とも美味しい と喜んで、ビールをぐい飲みしてました

明日は朝から、別府の地獄めぐり →湯布院 →水炊き の予定ですが・・

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10813145427-11074594293.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10813145427-11074617618.html


そんなに行けるかなあ

大分県だからねえ

神奈川から弾丸で来た彼等にとっては、福岡→大分は楽勝らしい



別府地獄めぐり

2011.02.26 Sat

朝８時に病院を出て別府へ

博多から約１５０キロ。

１０時に別府温泉に着きました

山と海に囲まれた素敵な街です

千年以上も昔から噴気、熱泥、熱湯が噴出しており、忌み嫌われた土地であったことから｢地獄｣

と称せられるようになり、今でも温泉の噴出口を地獄と呼んでいるそうです。

海地獄

神秘的で涼しげなコバルトブルーで、海のようですが、摂氏９８度もあるそうです

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10813259290-11075679630.html


鬼石坊主地獄

血の池地獄

明礬温泉の温泉たまご

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10813259290-11075768832.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10813259290-11075674728.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10813259290-11075676235.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10813259290-11075670740.html


１個５０円！まるでおでんのたまごのようだ。美味しかった

お昼は｢海の駅｣で海鮮丼と別府名物のだんご汁

これから湯布院へ向かいます

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10813259290-11075770650.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10813259290-11075940779.html


湯布院

2011.02.26 Sat

別府での昼食後、湯布院へ向かった

まずは駅の観光案内所へ

紹介してもらった｢金鱗湖｣のほとりにある公衆浴場｢下ん湯｣に行きました

混浴で、無人の施設。入浴料２００円は入口の料金箱に入れるシステムになっています。

中をのぞいてみると、なんとそこには若い女性が

女性がいるのはテレビ番組だけで、混浴温泉には男性しかいないものだと思っていましたが・・

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10813255350-11076181539.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10813255350-11076185269.html


私達の方が恥ずかしく？一度外に出て入るのを躊躇しましたが・・

Ｎさんが他に男性も入ってるし、せっかく来たのだからはいろう！と言うことで混浴風呂へ

下を向きながら服を脱ぎ、露天風呂へ一直線

内湯を囲むように脱衣場があり、露天風呂は内湯の前にありました。

後ろの内湯の女性グループが帰るまで、振り向かずに露天風呂にいるしかない

頑張りましたが、のぼせてしまいそうになったので、内湯に入らず、目を合わせないように服を

来て出てきました

湖のほとりにある露天風呂からの眺めは最高でした

地元の方々限定の無料の公衆浴場もありました

利用者で清掃等の管理をしているそうです。

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10813255350-11076187720.html


温泉出たあとは、地元で人気のカフェテリアで美味しい珈琲を飲んで

楽しかったあ〜

病気のことを忘れられた２日間でした

Ｎさん、Ｈさんありがとうね 私が病気にさえなってなければ、弾丸で博多来ることも

なかったでしょう

最後は予定通り、これから先日家族と行った｢いろは｣で二人には美味しい｢水炊き｣を食べてもら

います

あと半年？本当かなあ・・

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10813255350-11076183193.html


新キャスター友里ちゃん！

2011.02.27 Sun
友人の友里ちゃんがＮＨＫーＢＳ１の｢Ｊリーグタイム｣の新キャスターとして昨日から登場しま

した

絶対に観よう と思っていたんだけれど、別府・湯布院弾丸ツアーで観れなかった 大

丈夫だったかな？

実は友里ちゃんとはサッカー繋がりではなく、福岡にいらっしゃる友里ちゃんのお父さんとお友

達だったんです とてもお世話になっています

福岡ではお父さんと食事して 東京では友里ちゃんと食事して

親子でお友達になってくれている唯一の方達です

セント・フォース所属の伊藤友里ちゃん

皆さん、応援してあげて下さい

｢Ｊリーグタイム｣は毎週土曜日放映されます

｢Ｊリーグタイム｣と言えば、昨日は名古屋グランパスが１５年ぶり２度目の優勝を果たした富士

ゼロックス・スーパーカップが開催されました

今年も試合前にＪリーグ選手ＯＢ会のメンバーがレディースサッカー体験指導等の協力をしたそ

うです。



昨年は国立競技場行って、Ｊリーグ選手ＯＢ会の皆さんと一緒に観戦してた

今年もやろうな と事務局長で先輩の中岡さんと約束してけど・・

入院中で行けなかった

今月は理事会にも出れなかった。。

来年は必ずスーパーカップに行きたい

退院したら、Ｊリーグ選手ＯＢ会にも最大限の協力をして、サッカーとＯＢ会の皆さんに恩返し

したい  

必ず実行する



転移・・

2011.03.01 Tue
昨日はＩ医師に誘って頂き、病院の「膵がん勉強会」に参加させて頂いた。

患者さんとその家族、病院の新人スタッフを対象とした勉強会である。

膵臓の機能から、がんになる原因、症状、緩和医療等について説明があり、とても勉強になった

。

あらためて、厄介な病気であり、戦う相手としては手強いと認識をさせられた

そして、今日・・・

主治医から検査結果の説明を受けた。ＭＲＩ検査はまだだが、現状はある程度把握できたとの

こと。

やはり手強かった。転移していた。。

肝臓に転移していたのは分かっていたが、膵臓に再発、肺と首にも転移していたようだ

言葉が出なかった。主治医を困らせてはならないから何か喋らなければと思ったが・・何か声に



してしまうと、涙が込み上げてくるのが分かった。黙るしかなかった。へたれだ

いつものように冷静ではあった。最後は笑って医師と別れたが、悔しかった。凄く悔しかった。

。

時間がない！それしか頭になかった。

余命なんて聞く必要もない。長くないことくらい、十分に察しがつく。

先日、ふみつぐの小学校の校長先生と家内が面談をした。

ふみつぐは小学校の友達全員とＴ中学校に進学する予定で、Ｔ中学校の制服も注文していたの

だが、うちが道路一本挟んでＭ中学校の学区になっているから、Ｍ中学校に行ってくれとのこと

うちは四年前に引っ越していたので、確かにそれは分かっていたが、市役所では六年間通った小

学校の子供が全員Ｔ中学校だから、ふみつぐも大丈夫と言っていたのに

でも、校長先生の言うことに従うしかない。原則があり、理由も理解ができるし。

ふみつぐは相当ショックを受けたようだ。

私は九州大学の病室で、その話しを聞いた。



病気になって、感謝の涙を流したことはあったが、初めて悔しくて泣いた

自分の病気を恨んだ。。

学区外の小学校から一人だけ進学して、うまくやって行けるのか？いじめにあったりはしないか

？ふみつぐはＴ中学校に行くことをあんなに楽しみにしていたのに・・

不安が募る。。

何かあったら、誰が励ますのか？助けるのか？これからありさとふみつぐを叱ったり、褒めたり

、誰がやるんだ？私にはもうできない・・

ありさと同じように中学受験で進学していれば、入学する子供達は皆同じ条件だった。しかし、

ふみつぐには受験を成功させてやることもできなかった。。

一人で学区が異なる中学校に行かなければならない。ふみつぐには私の病気の為にサッカーも含

めて、少し試練を与えるすぎたかもしれない。。乗り切ってくれるだろうか・・

今はふみつぐも、Ｍ中学校が私の母校でもあることから、パパと同じサッカー部の部室を使える

！教室もパパと同じかもしれない！

前向きに頑張ろとしてくれている

術後１年と覚悟はしていたが、もっと早くなるなだろうな。



これから何をすれば良いのか？何を遺せば良いのか？誰に今までの人生のお礼を言わなければな

らないのか・・分からない

とにかく時間がない、サッカーも仕事も何をすれば良いか分からない 。中途半端にやり残

し迷惑はかけれない。。

後ろを向かず、泣かず、負けず！それは分かっているが、今までのように、前へ進むしかない！

と漠然に唱えているだけではダメだ。

しかし、今はまだ何をしたら良いか分からない



楽しく生きよう♪

2011.03.04 Fri
私が監督をしている大道ＳＣは市内外のチームが参加した２月の招待試合で、計４大会に参加し

た

３回優勝、１回準優勝

１月には神奈川県大会で優勝したマリノスにも唯一引き分けることができた

大会を通じて、最後の時期にあらためて、勝つことの喜び、仲間の大切さ、サッカーをさせてく

れる親への感謝をたくさん、たくさん感じてくれたと思う

１２日、２０日とあと２回の大会がある。博多を１１日に退院予定なので、何とか間に合いそ

うだ。

少年サッカーの監督、ふみつぐとの師弟関係が終に今月で消える

ふみつぐには多くの辛い想いをさせてきたなあ

監督の息子だったから、いつも犠牲にしてしまった

何度泣かせたか？一人だけ坊主頭にもさせたなあ 最後にキャプテンもクビにした

なあ・・試合中によくベンチで正座して泣いてたなあ ごめんな



１２月には私が来年度からゼネラルマネージャーを務めることになったＡ．Ｃ．湘南ミラネーゼ

のジュニアユースのセレクションをキーパーとフィールドで受けた

残りの時間を息子とサッカーをやりたい

そんな思いもあったが・・

セレクションは私の判断で不合格にした

結果は私ではなく、母親から伝えた。ふみつぐは悔しくて泣いていた。当然、実力で落ちたと思

っている。

結果について、私には一切の理由を聞いて来なかった。師弟関係をわきまえていたのだろう

ミラネーゼを強くする為にも、ふみつぐを強くする為にも、親子関係はマイナスだと考えた。

オーナーの長田社長は反対していたけど そこは譲れなかった

ふみつぐと同じチームでサッカーやるべきだったか？いや、下した選択は間違ってないだろう。

しかし、時間がこんなにも少ないものだとは、その時は考えられなかった。。



これからの闘病、辛いこと、苦しいことには堪えられるだろう。

今までの人生ではもっと辛いことや苦しいことはあったから。。

怖いか？分からない。。

でも、それもないと思う。

哀しい。。

死への恐怖や苦しみではない

「哀しい」この思いに勝つことがこれからの課題だ

家族、仲間と別れたくない ずっと一緒にいたい この時間が現実としてあと数ヶ月となる

ことは許せない 悔しい

まだまだ、私の果たすべき責任は家族に対しても、サッカー界に対しても、仕事に対してもたく

さん残されている。

それを全うできないことが、辛く、悔しく、哀しい。

これからは仕事もしよう！サッカーも観よう！家族と旅行にもたくさん行こう！仲間ともたくさ

ん遊ぼう



最後まで、哀しいことを考えなくて済むように・・

たくさん暴れよう

今日は中学校の先輩が藤沢から来てくれる

明日からは会社の先輩が来てくれる

来週も遊びに来てくれる方がいる

帰ったら、サッカー選手達、会社の方達が集まってくれる

とても申し訳ないと思うけど・・

甘えさせてもらおう

天国に持っていけないくらいの想い出をたくさん作ろう！

夏に快適にバーベキューできるように 、うちのウッドデッキに照明と日よけの取り付

けも知り合いの工務店にお願いした

当面の目標は夏、７月の自分の誕生日



もちろん、奇跡は狙っていく １日でも、１ヶ月でも長く生きること

でもまずは、夏を迎えること

それが、私にとっての今の夢、奇跡だ



遠路はるばる

2011.03.05 Sat
会社の元上司であり、先輩でもあるＳさんが、貴重な土日を使って東京から博多まで会いに来て

くれました

外出許可をもらって、博多在住のＳさんの大学時代のご友人Ｈさんと三人で昼食&ドライブ

Ｈさんが予約してくれていた「よひら」でランチ

山の中腹にあり、博多湾を一望できる、美味しくて素敵な和食のお店でした

昼食後は景色が綺麗な福岡のパワースポット「千如寺」に行って、病気と仲良く共存していける

ように と祈願！

ノーベル平和賞等の多くの賞を受けたマザーテレサは生前、こう言ったそうだ。

「私は反戦活動には参加しません。でも、平和賛成と言う活動なら、喜んで参加します。」

「反戦」と叫ぶと相手も攻撃してくるから・・

私もこうなった以上、病気と上手く平和に付き合っていかないといけない



喧嘩しないで、仲良くできますように とお祈りして来ました

樹齢約４００年と言われる楓の大木はパワーと美しさを誇っていました

Ｓさんと、Ｈさんに今日はとても元気もらいました

元ＪＡＬのキャビンアテンダントで、現在は各方面で講演や研修講師をやっていると言うＨさん

なるほど、パワーあるマシンガントークをお持ちです

女性二人のトークを車の後部座席でずっと聞いたあとは・・

お決まりの「いろは」

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10821628809-11092415077.html


毎週行ってますが、本当にここの「水炊き」は美味しいです

昨日は藤沢から、中学校時代のサッカー部の先輩のＦさんも来てくれました

「思いやりこそは最も重要な、そしておそらくは全人類の唯一の生活の規範なのだ。｣とドフトエ

フスキー(小説家)は言っている。

私のような後輩を思いやり、遠路はるばる来て下さる先輩、色々な形で励まして下さる先輩達が

たくさんいる

そんな思いやりある優しい先輩達を持ったことをとても幸せに思う



先生ありがとう！

2011.03.08 Tue
週末はＳさんが東京から来てくれて、２日間遊んでくれたから、寂しい思いをせずに最後の土日

を過ごせた 今週の金曜日には退院だ

日曜日はＳさんに付き合って、天神中央公園でやっていた「ＳＰ革命篇」のイベントにも行って

きた

岡田准一さんは、サッカー選手とはまた違うオーラ、カッコ良さがありました。ＳＰ観にいこ

Ｉ医師が明日からポーランドに出張なので、今日は夕方から検査結果と、今後の治療方針につい

て説明があった

主治医のＨさんと研修医のＴさんと三人でパソコン持って部屋まで来てくれた。

画像を見せてくれながら丁寧に説明してくれたが、結果は・・

良い情報はなかった

研修医のＴさんは、患者さんへの告知や余命宣告に立ち会うのは初めてだったのか？涙ぐんでい

たのが分かった

若い女性の医師だ。



最後に、「覚悟は出来ている。残された時間を把握することが、今の私に一番必要なことなん

です。一般論としてあと時間はどれくらいですか？」と聞いた

東京では半年と言われていた

Ｉ医師はあと「１年？２年？がんが消えるかも？」あっさりと答えた。

思わず私は笑ってしまった。そんなに長いはずがないことは理解していたから・・

しかし、Ｉ医師は真剣な顔で更にこう言った。

「半年は私が保証する！他の病院の医師とも連携して頑張るから、一緒に頑張ろ！大丈夫！」

根拠はないだろう

そのくらい分かる

ただ、その言葉だけで、病気が治ったかのように元気になれた

涙が込み上げて来た

今までの医師はマニュアル通り、万が一を考えて統計上の数字でしか物を言わなかった



決して、それが悪い訳ではない。

Ｉ医師は、患者には希望と元気を与えてくれるが、自分にはリスクしかない発言をしている

自分が良い状況でないことは、十分に分かっているが、Ｉ医師の本気で何とかするんだ！と言

うハートがしっかりと伝わってきた

ありがとうございます

今後も九州大学病院に命を預けよう

一緒に頑張ってもらおう

Ｉ医師の友人がいる●●がんセンターで緊急時に対応してもらえるように、紹介状をもらって神

奈川に帰ることに

明日はＭ院長のクリニックで免疫治療

Ｍ院長のところなら、輸入した抗がん剤も使えるらしい。今の治療が合わなかったとしても、色



々な戦術がまだ残されている

これからだ

病気と上手く、仲良く付き合っていけるように頑張ろっ



退院

2011.03.11 Fri

これから退院です

４週間、長かったあ〜

九州大学病院での抗がん剤治療はうまく切り替わった がんクリニックでの免疫療法も２回

目まで終えた

抗がん剤、免疫治療、湯治等・・全ての治療の結果は４月、５月のＣＴ検査と腫瘍マーカーの値

で分かる

効いてないとなると、かなり厳しい状況になっているだろう

まあ、なるようになるだろう 悪いことを考えても仕方ない

今回の入院で転移、再発も明確に把握することになったが

とにかく、今日は家に帰れる

家族と一緒にいれる

仲間に会える



その喜びは大きいが、博多の医師達から離れる不安も大きい

これからはずっと、皆と一緒だ

次に入院することがあれば、それは片道切符での入院となるに違いない

帰ったら、湘南ミラネーゼのジュニアユース発足、最後のジュニアサッカー大会、湯治、卒業式

、旅行、色々な方面の方々との会食

なかなか、忙しい

「やることリスト」の作成、皆さんへの手紙、日記の整理、葬儀の段取り、家族に迷惑かけない

ように早めにやらなければならないことが、結構色々とある

４月からは会社に復活する 働かないと高額な治療費もいずれ払えなくなるから 家

族に一円でも多く遺さないとならないし

スーツも作り直さないと ふみつぐの卒業式や会社に着て行けるスーツがない

全て大き過ぎて着れない ３０キロ以上痩せたから



旅行の計画も立てないと 私の身体が、何時どうなるか分からないから、今月中にリハビリ

も兼ねて、家族と北海道、箱根に旅行に行くことにした

母も連れて行く

家族皆で行ける最後の旅行になる可能性もあるから

４月になったら、中１のふみつぐと高２のありさは部活、勉強で親とは動いてくれなくなるだろ

うし

家族は私の病気を全員が全て受け入れてくれているが、日々病気のことを考えているのは私と家

内だけだろう

子供達は一部日常の生活に戻れている

私がいなくなれば、涙するんだろうが、今はいなくなるであろうと言う現在の哀しみは乗り越え

てくれていると思う。覚悟はできているはずだ

私一人だけ、取り残された感は残るが、それで良い

辛く、大きなものを背負わせることは彼等にはさせたくない。



家族には色々な意味で誰よりも幸せにしてやる！

幸せな環境を与える！そう言い続けて来た。。

しかし、最近は「パパがいなくなっても、お母さんと頑張るんだ 世の中にはパパがいない子

供達、ご両親がいない子供達もたくさんいるけど、みんな頑張っているんだから・・」と。。お

前達はこれからは少し不幸になるかもしれないが、頑張れと言っている・・

病気になったのは私であり、家族には関係ない 家族まで不幸にしたくない

しかし、今は不幸になった時のことを励ましていることしか言ってないような気がする

幸せにすると言っていたのに・・

私がいなくなっても家族が今よりも幸せでいれる為に私は何ができるのか

色々なことを伝えて、今の時間を一緒に乗り切り、人間として更に飛躍してもらうこと。

そして、少しでも多くのお金を遺すこと。



そんなことしか思い浮かばない

毎月の化学療法、免疫療法、個室での入院費用・・

家内と子供達に少しでも多く遺すことの方が大切であり、価値があると思う

悩む・・

結婚してから、家内には迷惑しかかけていない。

家内はまだ４０歳になったばかり。人生半分以上残っている。一人でいることが辛いのは私が一

番良く分かる。可能であれば再婚して、今まで私に費やした彼女の大切な時間を取り戻して欲し

いと心から思う

家族の幸せだけを願う

家族に何もしてやれなくなることだけが、哀しく、辛く、悔しい。。



ヤット

2010.02.08 Mon
今朝、会社を二時間休んで、遠藤保仁さんに品川のホテルで会ってきました。

病気と闘っている子供にビデオレターとサインをもらいました。代表戦の合間の大変な時にあり

がとう！ワールドカップ優勝目指して頑張れ日本代表、ヤット！
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遠藤オープン

2010.03.17 Wed
アトランタ五輪の１０番、現日本代表の遠藤保仁の兄のアキさんが日本料理の店をオープンしま

した！

開店初日は哲さん、福西さん、本田さん、良香さんのＪリーグ選手ＯＢ会の皆さんとお祝いに行

きました！

料理がとても美味しかったです！

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10505130723-10490704319.html
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ふみつぐ

2010.03.21 Sun
先日オープンした遠藤のレセプションも終わり三連休初日だったので、昨晩はふみつぐと夕飯食

べに関内まで出てきました。

ふみつぐはアキさんの横で大満足で寝ちゃいました。来週の土曜日は愛川招待！アキさんはベン

チに入ってくれるんだけど、失礼じゃない？へたれキャプテン大丈夫？
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富士ゼロックス・スーパーカップ

2010.03.27 Sat
ついに今年もＪリーグがスタートします！

昨日の高輪で開催されたＪリーグキックオフカンファレンスも凄かったけど、やはり国立競技場

は素晴らしい！今日は中岡さん、元日本代表主将の柱谷さん、アトランタ五輪代表だった秋葉さ

んと観戦しました！

前座試合で日本高校選抜とＪリーグユース選抜が試合していました。Ｊリーグユース選抜のベン

チには高校サッカー部で一つ下の本吉君がいて指揮をとっていました。が、会うことはできず。

。

スーパーカップは個人的に応援していたヤットがＰＫを外して負けてしまい、鹿島にまたもや優

勝されてしまいました。ヤットはコロコロＰＫやらなかった ヤットでも外すんだね。試

合終わったら会う約束していたけど、さすがにすぐに帰りました

ＯＢ会が旗持ちやりました。ご苦労様でした！
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暁星国際

2010.04.03 Sat
神奈川、東京、千葉の少年サッカーチームを１０チームを集めて、暁星国際で一泊二日でサッカ

ーフェスティバルを開催しました。哲さん、良香さんも来てくれました！

暁星国際は素晴らしい環境ですね！

最新の人工芝に全寮制！サッカーと勉強やるのに最高の環境です！

今年度からスタートするアストラコース！

哲さん、良香さんと応援します！

高校サッカー全国制覇目指しましょう！

何と言っても田川校長先生が最高です！
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サカティ

2010.04.07 Wed
マリノスの背番号１１番、ＦＷの坂田選手と遠藤で食事しました。

今週末はセレッソ大阪戦！俊輔も戻って来たし、優勝目指して頑張れ！サカティのゴールを祈っ

ています！
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良香さん

2010.04.09 Fri

今日はお昼に哲さんと良香さんにお会いしましたが時間なくお昼一緒できませんでした

夏の上海との合同キャンプの打ち合わせもしたかったので、仕事が終わってから良香さんのフ

ェリーチェに初めて行ってきました。青山のとても素敵な場所にオフィスはありました。

ブラジルのお土産とユニホームをもらっちゃいました！
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クリニック

2010.04.10 Sat
昨年１２月から始めたクリニック、今日は第１４回目として千葉で開催しました。アキさんを朝

７時に迎えに行き、千葉まで２時間弱かかりました。アキさんは疲れてたのか爆睡（笑）

現地ではもう一人の講師の中西さんが山下さんと待ってました。中西さんはフランスワールドカ

ップの日本代表選手でジェフ市原の元キャプテン。

子供達も大喜び！朝早くからお疲れ様でした！

クリニック後はすぐに戻りましたが、藤沢トレセンのセレクションには間に合わず

かろうじて間に合った選手権は、優勝目指してる我がチームですが、ギリギリＰＫ勝ち ト

レセン候補が一番多いチームだから午前中で疲れたかな？来週はすっきり勝とうね！でも今日の

対戦相手もとても強く素晴らしいチームでした！
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関東大学サッカーリーグ戦開幕！

2010.04.11 Sun
午前中の練習を終え、午後からは関東大学サッカーの観戦に平塚球技場に来ました。今日はとて

も良い天気、試合開始までの間、子供達とＹコーチは池で大はしゃぎ！

試合会場には高校時代に一緒にインターハイ、選手権に出場した神川さんと公文さんがいました

。

公文さんはベルマーレ立ち上げ当初から中田英寿さんとベルマーレの全盛期を支えてきた中心選

手で、現在はマリノスのスカウト。神川さんは明治大学のサッカー部監督です！前の試合を視察

ですね。

神川監督率いる明治は昨年、史上初の大学としての天皇杯でのＪ1撃破、インカレ大学日本一と旋
風を巻き起こした！

今日も3-0と法政大学を撃破！水沼さんには法政大学が負けたので声かけれませんでした 第

１試合後にスタンドから哲さんに声かけたら、国士館が負けて険しい顔してたし・・

今日のＭＶＰは明治の久保選手！試合で使ったボールにサインしてもらった物を抽選でＣ君がゲ

ットしました！29日も応援行きます！頑張れ明治！
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箱根離宮

2010.04.18 Sun
昨晩は新宿のホテルに泊まりました。午前中から少年サッカーがある為、早起きして露天風呂

に入ったら、何と雪が降っていました 少し積もっています。先月末にある会社のＳ会長

と食事をご一緒する為に京都に行きましたが、宿泊したウエスティンホテルの周辺はその時は見

事な満開の桜と雪でとても素敵でした が、今朝の雪は何か元気が出ません

昼過ぎに京都をご一緒したＳ会長さん達から連絡を頂きました。遠藤アキさんが店をオープンし

て一ヶ月、サッカーとお店と大変だからリフレッシュさせてあげようと言う企画です。もちろん

行きました 仲良しのＫさん、Ｍ社長も一緒です。皆でＭ社長の指導による長時間に渡る

エアロビクス？テレビのスポーツニュースではちょうど、先日一緒に食事したサカティがゴール

を決めマリノスが1-0で勝ったシーンも流れ、盛り上がりました！
アキさんがとても楽しんでいたので良かったです！

宿泊したのは先月できた？エクシブ箱根離宮。とても素敵なホテルでした。皆さんも機会があれ

ば是非！
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城彰二さん

2010.04.19 Mon
今日は夕方から元日本代表の城彰二さんをお招きしたサッカークリニックを藤沢で開催しました

。この企画は長田社長が企画してくれたものです。今後、地域の子供達にMONDAY Schoolとして
月二回、城さんをメインとした元日本代表選手を講師として開催するクリニックのトライアルと

して実施したものです。息子のふみつぐも今日はマリノスの練習がありましたが、城さんのスク

ールに参加！直接指導され感激していました

城さんはクリニック終了後に、自分のＤＶＤにサインをして参加してた子供達にプレゼントして

くれました。ありがとう、城さん！

長田社長は湘南地区の少年サッカーやベルマーレを応援して下さっており、カレッジリーグの社

長として、ベルマーレのユニフォームでもあるイタリアのスポーツブランド｢A-LINE｣の日本総代
理店エーラインジャポネスポーツとしても有名です。今回も地域の活性化の為に企画してくれま

した。長田さんのチーム、ＦＣ湘南ミラネーゼは藤沢でも最高のチームです！私もミラネーゼ、

長田社長、城さんを応援します！

城さんは昨日まで私と一緒に箱根に行っていた遠藤アキさんとは鹿児島実業からの同級生で共に

マリノスでもプレーし、アトランタ五輪でも、ブラジルを撃破したマイアミの奇跡を起こした時

のメンバーで、フランスワールドカップにもカズさんの代わりに日本のエースとして、レギュラ

ーとして出場した選手です！スペインでも活躍していました。

夜は城さん、長田社長と食事しました。お二人ともサッカーを真剣に考えてくれています。Ｊリ

ーグＯＢクリニックにも一度来て頂きたいですね！
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アキさん、城さんのアトランタ五輪世代と言えば、今日は良香さんからも電話頂き、食事に誘っ

てもらいました アトランタ世代の皆さんは本当にハートが熱く、魅力ある方ばかりです

！私は毎回元気をもらっています！ありがとう
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ＧＵＡＲＤ ＳＨＯＰ

2010.04.20 Tue

今日はふみつぐが近所の公民館で月１回の太鼓の稽古でした 太鼓の先生は私の友人の美人社

長のまーちゃん

夏祭りに向けてふみつぐも一生懸命太鼓を叩いてました

稽古が終わった後はまーちゃんと、S会長と、家内とふみつぐでS会長のお店に食事に行きました

辻堂海岸近くの湘南工科大前にある｢GUARD SHOP｣です

お店の１階は南国トロピカルな雰囲気の広々としたレストラン ２階はアパレル

関連を販売しているお店です

メニューは豊富で何を食べても本当に美味しいです

特にハンバーグ

これからの季節は癖になりそうなお店です

是非、一度行ってみて下さい。
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暁星国際サマーカップ2010開催決定！

2010.04.23 Fri

暁星国際サマーカップ2010の開催が決定しました

昨年夏、この春と実施したトライアルを経て、ついに正式に暁星国際カップを開催します

サッカーを愛する少年・少女が、元日本代表の一流アスリートと同じ時間、同じ空間を共有する

ことにより新しい世界を感じてくれて、子供達の人間形成の一助となればとの思いから、暁星国

際学園の田川校長先生の協力を得て、フェリーチェ代表の松原良香さんと山下さんと企画しまし

た

詳細はフェリーチェＦＣのホームページをご覧下さい！以下の案内チラシがダウンロードできま

す

この大会には上海で500人近い日本人の生徒を抱えており、少年サッカー関係では、中国の窓口
となっている私の知人のＮ社長も上海のクラブの子供を連れて来てくれることになっています！

松原良香さん、柱谷哲二さん、松木安太郎さん、遠藤彰弘さん、福西崇史さんも参加予定です

春は暁星国際学園の千本近い満開の桜がとても綺麗でしたが、夏はカブトムシがとれたり、夜は

花火大会やったりと子供達がまた喜んでくれると思います

うちのチームはもちろん参加予定です
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皆さんのチームも宜しければ、是非ご参加下さい！

二泊三日、暁星国際学園で楽しい時間を一緒に過ごしましょう！



ＪＯ MONDAY School

2010.04.26 Mon
本日は城さんをお招きしたサッカースクールのトライアル最終回でした！

交流がある藤沢市内チームに紹介させてもらったところ、多くの子供達が集まってくれました！

５月以降、ＪＯ MONDAY Schoolとして月に二回実施することが確定しました

対象は小学生の六年生、五年生。

時間はＡタイムが17：15〜18：45、Ｂタイムが19：00〜20：30です。

代表経験がある城さん！フランスＷ杯、アトランタ五輪、スペイン等での経験がある城さんが直

接指導してくれるスクールが藤沢にあるなんて、素晴らしいことです

スクールのグランドは専用グランドでナイター設備もシャワーもあります。

グランドは夏には人工芝にする予定です

そんな環境で城さん自らの指導！最高ですね

練習後もコーチ陣を集めて城さんは熱心にミーティングをしていました。

長田社長から、城スクールのウェアを渡されました

時間がある時はお手伝いします 城さんのアシスタントできるようにトレーニングしなく

ては
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スクール終了後に長田社長、城さんと食事して、お話しを聞いて、またあらためてお二人の思い

に共鳴しました

今後、自分のチーム、ＪリーグＯＢ会、良香さんとの暁星国際、アキさんとの上海サッカー、協

会等色々ありますが、城さん、長田社長と一緒にミラネーゼを受け皿として、藤沢のジュニア、

ジュニアユースの活性化を推進したいと思います

自分の仕事も頑張ります



明治大学開幕４連勝！単独首位

2010.04.29 Thu

寝たのは三時間前

朝６時に起床して今日は厚木市立玉川小学校まで試合に行って来ました

対戦相手は厚木地区の強豪ハリマオSCと若宮SC！

先週のシゴキがかなり効いたのか？今日は負けなし

変則試合でしたが３戦全勝でした

試合終了後はすぐに平塚に子供達と移動

関東大学リーグの第４節。もちろん、神川君が監督やってる明治大学の応援です。先週はエース

山田の負傷退場があったものの、哲さん率いる国士館にも勝利して、現在３連勝で単独首位

今日の相手は拓殖大学。

前半、早いタイミングで丸山のフリーキックで先制 ハーフタイム締め切りのＭＶＰ投票は

うちのチームはほとんどが丸山

後半は圧巻でした！久保のハットトリックで4-0の圧勝 このまま、今シーズンは全タイトル

を制覇して欲しいですね

ベルマーレ、アルディージャ、そして明治大学を子供達と今年も応援します！

試合終了後のＭＶＰ投票者抽選のプレゼントは開幕戦から平塚会場は二回連続でうちのチームが

当選

うちの組織票によりＭＶＰは丸山選手 Ｎ君は丸山選手がサインしてくれた、試合で使用
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したボールをもらって喜んでいました

開幕４連勝、単独首位

三日も子供達と応援に行きます！５連勝目指して頑張れ、明治大学
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佐藤勇人さん

2010.04.30 Fri

今日は、少年サッカー、大学サッカーと朝から本当に疲れました

コーチも二人だったので、久しぶりにレフリーもやって

でも、Ｊリーガーの方々はもっと大変ですよね！

今日は栃木で栃木ＳＣと試合を終えた、ジェフ市原の佐藤勇人さんが恵比寿まで出て来てくれた

ので、私も藤沢から頑張って恵比寿にご飯食べに行って来ました！

良香さんと勇人さんと3人で食事しました

勇人さんは双子のお兄さん！弟はサンフレッチェ広島で、日本代表の寿人さんです！

Ｊリーグ史上初の双子の選手で、2006年のアジアカップ予選では日本サッカー史上初となる「双

子選手の国際Ａマッチ同時出場」を実現させた兄弟です

イケメンで、気持ちも綺麗な好青年でした！

奥さんはモデルの松本ステファニーさん！超美人です！３ヶ月になる息子さんもいて・・羨まし

い

勇人さんの試合は同点、逆転としながらも・・・82分に失点でドロー　
勝たなければならない試合だったと悔やんでしました。

肉体的にも精神的にもとても疲れていたと思いますが、私にはとても楽しい時間を与えてくれま

した。ありがとうございました

優勝目指して頑張って下さい 今度は良香さんとジェフの試合を応援に行きますね
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富士山

2011.04.01 Fri

東北地方太平洋沖地震

先月、私が退院して博多から戻った時に地震は起きました

幸いにも飛行機を早めて帰って来たので、難を逃れましたが・・

ありさは東京に通学しているので、学校に一泊

私は家に帰ったあと、ふみつぐと福島のＪヴィレッジに向かう予定でした。上海チームが来日

して、遠藤彰弘さんと大会に参加していたので

当然行くことはできませんでした

彼等は小学校に一時避難したものの、全員無事に帰国できたそうです。

被災地の方々は大変な思いをいまだにされています。

私が病気になり、岩手を去ったあと、岩手は年末年始の豪雪による長期の停電、今回の震災と、

皆さんが辛い思いを堪えています。



本来であれば、お客様、社員の方々のために現場で働かなければならなかっただろうに・・

震災関連の支援業務、早期復帰を会社に申し出たけど、当然ムリ・・

役に立たない身体だから 会社に迷惑かけるだけ。。

テレビを観て、見守ることしかできない自分が本当に情けなく、悔しい・・

被災地のことを考えるとブログの更新等はできなかった。。

３月は湯治、サッカーイベント等、全てキャンセル。色々と考させられた。

今日は九州大学病院の診察と、がんクリニックでの免疫療法で博多に来ましたが・・

腫瘍マーカーは先月の倍以上に上がっていた

病気の進行は止まらないのか

Ｉ医師も、Ｍ院長もさすがに困った様子

違う治療も検討するとのこと。。



このまま、保険適用外の治療を続けて良いのか？

やはり、家族に遺しておくべきか？

被災地の方々の苦しみ、辛さとは比較にならないけれど、私も頑張らなければ

自分が選択した道を信じて少しでも前へ！少しでも長く！

生かされていることは素晴らしく幸せなこと

贅沢を言ってはいけない

４月になりました

来週からは職場に復帰する予定

今日は天気が良く、壮大な富士山がとても綺麗でした
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被災地の皆様のご健康と、一日も早い復興をお祈りします。



感謝！

2011.04.03 Sun

少年サッカーは卒団式を済ませ、先月幕を閉じました

これからもサッカーには携わって生きていきますが、直接指導をすることはもうないでしょう・

・

先日、以前指導していた、卒団したスカイブルーの子供達が自宅まで来てくれました

小学校６年間で最高の成績を収めた時の準優勝トロフィーに、全員がメッセージを付けて、準優

勝したのはコーチのおかげだからと、プレゼントしてくれました

昨日はふみつぐと江の島に釣りに行きましたが・・
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釣りから帰ると母親、親戚、会社の元上司、同僚、派遣社員の方々がうちに集まり皆で食事

今日は卒団した大道ＳＣの子供達が最後にもう一度練習をしようと集まり、練習後にメッセージ

を入れてくれた千羽鶴をくれて

千羽鶴もいくつもらっただろうか？
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何度も周囲から感動を与えてもらえる自分は幸せだ

名誉や地位や財産など取るに足らないもの、子供達、仲間、家族の笑顔、支えこそが私の宝物。

歓びのありがたみを味わうためには、それを分かち合う人間が必要だが、私にはそれがある

まだまだ、いける

今の自分の環境に、そしてこの人生に感謝している。

最後に子供達に言った

夢は絶対にあきらめてはダメだ！あきらめた瞬間に可能性は消える！

もちろん、私も絶対にあきらめない



復帰！

2011.04.05 Tue
昨年８月から会社を休み、９月には１６時間近い手術を受け、１１月に退院して抗がん剤治療を

開始

その後、今年に入り転移の可能性があったことから、九州大学病院、がん総合クリニックでの

治療、増富温泉での湯治に切り換え

そして、昨日７ヶ月ぶりに職場に復帰した

職場は岩手から神奈川へ

久しぶりの出社に緊張したが、皆さんが手厚く迎えてくれた

新入社員のつもりで、お客様のため、社員の方のため、そして被災地の皆様のために少しでも役

立つように働こう

いつまで働けるか分からないが、昨年の手術後はここまで回復できるとは思っていなかった

社会復帰できたことが、自分にとって、こんなにも嬉しいこと、幸せなことだとは思わなかった



もし自分が勝てると考えるなら、私は勝てるはず。

もし自分が夢を叶えたいとそう願うなら、そのための努力をするならば、私はその通りになれる

はず

さぁ、再出発だ  

少しでも長く頑張るぞ



入学式

2011.04.05 Tue

ふみつぐの中学校入学式

被災地の方々の現状を考えると辛いですが、私がこの瞬間に立ち会えたことを神様に感謝します

。

私の母校でもあるＭ中学校に入学

緊張と期待の中で、ふみつぐの新たな歩みが始まる。

これからは、勉強以外にも部活、福祉、ボランティア活動等にもトライして多くを経験し、成長

して欲しい

ふみつぐは、やはりサッカー部に入るようだ

私が中学校１年の時、Ｍ中学校は神奈川代表になったが、今年はどうだろうか？

学ラン姿、見れて良かった

次は来月の運動会、サッカーの試合を観ることを目標に私も頑張ろう



たった３年間だが、私が卒業式に参列することはさすがにできないはず

今日からの日々を親子で大切に生きて行こう

そう言えば、ふみつぐは先日、全国の書店で発売開始された学研の「ジュニアサッカー」の表紙

になってました

昨年末に私も立ち会い撮影しました

元日本代表の福西崇史さんが監修したものです

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10849942296-11147724267.html


ふみつぐはフィールド、キーパーの二役をこなして、ヘディング、キック等のモデルになってい

ます

この本がジュニアサッカーの底上げに少しでも寄与できれば、幸いです

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10849942296-11147727336.html


サッカーと野球と相撲と

2011.04.09 Sat

社会復帰して、１週間を無事過ごしました

今週は吐き気、腹痛があったけれども何とか乗り切れた

昨日は社外の仲間が集まってくれて、社会復帰を祝って食事を一緒にしてくれました

マイアミの奇跡、良香さん

昨年まで最年長力士として頑張っていた土佐の海さん（現立川親方）

土佐さんは八百長撲滅を目指す新生委員会等で、自分の断髪式もやれてなく大変なのに来てくれ

た

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10855555539-11154410904.html


ヤクルトの吉本選手

ＮＨＫキャスターの伊藤友里ちゃん 二人とも九州出身です。

ドラフト一位でプロ入りした吉本さん 一軍目指して頑張っています

九州出身の吉本さんがいなければ私と九州大学病院のＩ医師が知り合うことはありませんでした

友里ちゃんもＪリーグタイムの新人キャスターとして、夢を広げて頑張っている

アキさん、ケンティ、ハワイのひろきさん、Ｊリーグ選手ＯＢ会、某局アナウンサー・・

多くの方が集まってくれました

サラリーマンは私だけ

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10855555539-11154407795.html


異業界の方がこんなに集まることもなかなかないことです

今後もこのような会で、スポーツ界の活性化、被災地への支援等を考えていければと皆さんと話

しました

仕事の方は会社も配慮してくれており、無理せず出来ることを・・と言ってくれています

でも３日間が限界だった

脳は動く、身体も今のところ仕事には十分に耐えられる

無理せず出来ることを・・なんてできない

病気だから、もう終わりだからなんて考えたり、配慮してもらったら、それこそ迷惑かける

今まで通り、元気な時のマインドを持って自然体で頑張ろう

私が動き出すとそれはそれで、違う意味での迷惑もかけてしまうことがあるだろうが



じっとしていられない

時間はないかもしれないが、焦らずに会社や社員の方々に何かプラスのものを残したい

先日、マスターズを前にタイガーウッズが言っていた「例え少しの後退があっても、最後は必ず

前進する 」

皆が応援してくれている 倒れるにしても、前進を続け、最後は前向きにしか倒れない



春バージョン

2011.04.09 Sat

うちのポタです

Yoshiのブログ-NEC_0081.jpg

暖かくなったから

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10856576536-11155841752.html
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春バージョン



桜満開

2011.04.10 Sun
先週、会社のＫ課長が息子と私に釣りを指導してくれて、釣り具セットも一式プレゼントしてく

れました

これからの人生、時間をつくれる時は湘南海岸や、湯治先の本谷川で釣りでもやろうかと思って

いる

出来ることならば、釣れた魚を自分で調理して、子供達に食べさせたい

魚に限らず、料理なんて一度もしたことなかったが、少しでも子供達の記憶に残ることをしたい

一応、形から入るので自分用に出刃包丁と刺身包丁も買ってみた

ということで、今日も選挙等の用事を済ませ、横須賀の長井まで釣りに行って来た

釣りのプロＫ課長が、先週に引き続き、わざわざまた来てくれた

先週は船だったが、今日は防波堤

浮き釣りもできるようにと釣竿等の釣り具セットを持って来て、私とふみつぐにまたまたプレゼ

ントしてくれました



私達家族が少しでも楽しめればと気遣い、付き合ってくださっている

ありがたい

家族と一緒に海を眺めて釣りができること、本当に幸せだ

家内も初めての釣りに喜んでいた

皆でパワーアップできた

Ｋ師匠のおかげで、釣果はカサゴ、キス等で大漁

帰りは葉山の親戚宅へ

叔父に魚の調理方法をふみつぐと教わった

家が高台にあるので、桜の眺めが最高でした



庭の前の桜の木ではリス達が楽しそうに遊んでいた

もう少し早くこんな時間を家族と過ごすべきだった

仕事とサッカーだけやり過ぎていた

これからは、たくさん想い出つくろう

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10856979462-11158446104.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10856979462-11158486115.html


源さん、当選！

2011.04.11 Mon
以前、このブログでもご紹介させて頂いた、友人の塩坂源一郎さんが、県議会議員に当選しまし

た

皆さん、応援ありがとうございました

源さんの「みんなの党」は統一地方選挙は、全国で延期して、日本全体で被災地の支援、復興に

尽力すべきだと延期の法案も出しましたが、他政党は被災地以外は予定とおりに行うと言う法案

に賛成

選挙が行われることになりました

今までの既得権を守ろうとする既成政党対、しがらみのない「みんなの党」源さんの戦いとなり

ました

源さんは、今何を優先すべきかを考えて行動

東北地方太平洋沖地震に関する募金活動、情報提供等を雨の中も日々精力的に取り組んで来た

現状維持か？本当の改革か？



皆さんに源さんの新しい政治を選択して頂けました

ありがとうございます

源さんはこれからも、しがらみのない力を結集して、県民の皆様と「１０の約束」をアジェンダ

として頑張っていきます

期待して下さい



歯医者・・

2011.04.12 Tue

歯医者に行った

一年ぶりに医師と再会

痩せたことに驚いていた

何時もセラミックを入れてもらっていたが、暫定的な処置で良いから、適当に治療してくれと頼

む

今までのように歯の治療に保険適用外で対応することは、まさにムダだ

もう歯を使う時間もそんなに長くないだろう

そんなことが、少しだけ悲しかった

今日は仕事でも・・

現在の職場は良い方達ばかりで、社員の方々も会社も私に配慮してくれている。

しかし、それが辛い



私はまだ、元気に生きている

会社が大好きだし、社内には素晴らしい仲間がたくさんいる

先週から会社に復帰してみて、サッカーやボランティア活動等いろいろとあるけれど、やはり仕

事することが一番幸せなんだと思った

脳は動く、身体も十分に動く、今までのように全身全霊をかけた仕事をまたしてみたい・・

焦らずにと思ってはいるが、やはり今の自分に焦りがあることは否めない

分かってはいたが、病気になると言うことはこういうことなんだと、あらためて思い知らされて

いる

ふみつぐも・・

今日、学校から帰ると私に「他の部にも仮入部して、体験して良いか？」と聞いてきた。まだ、

仮入部期間ではあるが

部活で何かあったな

「どうした？何でも良いから・・大丈夫だから話してごらん」と言うと泣き出した。



ふみつぐが弱いだけの話し

しかし、近い将来いずれ私はいなくなる。

小学校からの友達が誰もいない中学校に入れたことの不安が早くも的中した

頑張ってくれと涙声になり、涙が流れた。。

父親がいなくなることは、ふみつぐも理解している

その父親の涙を見て、頑張らなければと思ってくれたようだ。そもそも大好きなサッカーやめれ

るはずもない！

このような時に、これから何もしてあげれない。。そばにいてあげることができない。そう考え

ると自分が情けなく、悔しい

今はこれ以上悪くはならない！良くなるだけだ！そう信じて、ふみつぐと前へ進もう

ふみつぐに背負わすには、まだ重荷になることがたくさんあるかもしれない。

でも、背負ってもらうしかない



湯治と渓流釣り

2011.04.16 Sat
先月は震災で湯治も自粛していた。

しかし、再発、転移があり現在の抗がん剤、免疫治療等の化学療法も効果が見えないこともあり

、今月は増富温泉への湯治を決行

湯治は毎日時間を決めて、４回で合計約５時間

それ以外の時間はこれからの季節は渓流釣り、山菜採りにチャレンジ

大先輩の加茂さんに渓流釣りの道具について教えてもらい、増富温泉に向かった

すると、増富温泉に向かっている途中に電話があり、「僕も行くよ 」

忙しい中、仕事に都合つけて、私の湯治に付き合ってくれるのだ

加茂さんと合流

渓流釣りのグッズを完璧に取り揃え、プレゼントしてくれた



増富温泉に流れている本吉川はとても綺麗。

しかし釣果は・・

加茂さんは私にイワナを食べさせるんだと頑張ってくれましたが

宿に帰ると、宿のお兄さんが「朝でないと厳しいよ〜」

仕方ない

加茂さんと温泉へ、裏山を登り、湯治客の皆さんが日本一と絶賛する岩風呂へ

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10858048745-11167826135.html


途中、マムシが二匹もいた

岩底から湧く源泉はとても冷たい

ラジウムガスもいっぱい。

ここの湯を「恩泉」と呼ぶ 毎回飲泉して、帰りは持って帰る

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10858048745-11167829510.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10858048745-11167832368.html


この日も宿は湯治客で満室 何人もの常連湯治客の方々が、若いから必ず治る 信じて

頑張りなさいと真剣に話し、私を励ましてくれた

余命数ヶ月と宣告されて、何年も生きている方々がここにはいる

私も「ラジウム友の会」と言う親睦会に入り元気をもらうことに

今日の朝、天気が良いので、渓谷沿いを散策がてら釣りに行く

ＣＭの撮影に使われるほど、見事な景観である

加茂さんが、昨日頑張ってたポイントで釣り始めると・・すぐにヒット

生まれて初めて、イワナを釣った

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10858048745-11167835131.html


早速、朝食のおかずに塩焼きにしてもらう

自分で釣ったイワナは格別だ

今日はしっかりと湯治して、来週からまたがんばろう 最近、サッカーもさぼっているし、仕

事もあるし

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10858048745-11168554560.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10858048745-11168612462.html


来週は博多に行き、九州大学病院でＣＴ等の検査もある

腫瘍が大きくなってないことを願う



疲れたあ〜

2011.04.20 Wed

朝一の飛行機で博多へ

午前中は博多のクリニックで免疫治療して、検査もして、Ｍ院長の診察受けて・・

午後からは、地下鉄で九州大学病院へ移動

ＣＴ検査受けて・・

全て終わり、博多のホテルに一人でチェックイン。。

明日は再度九州大学病院で採血して、Ｉ医師の診察を受ける

何でこんなことになってるんだっけ？

なんかもう疲れたなあ

一日に何度も死ぬことは考える

どんなに前だけを見て生きていても、毎日毎日死ぬことも考えてしまう

自分の最後を何となくだけど考えてしまう。。



自分がいなくなった後の子供と母と家内のことを毎日考える。

それは死を目の当たりにした人間にしか理解されないだろうが、仕方ないことだろうと自分で

は思っている

ある意味、健全なことだと。。

絶対に諦めないにしても、そういうことも視野に入れて、毎日を生きていかないとダメな状況な

んだ

人生の最後は在宅治療で家で終えることが可能か？

近所の病院に相談もしてみた

在宅治療には対応できるらしいが・・

それはそれで、経済的にも精神的にも家族にまた負担をかけるだろう。

湯治も、化学療法等も効いてないようだ

腫瘍はまた大きくなっている

負けたくない、逃げたくない、最後まで前へ進む



その気持ちは変わっていない！

夢を諦めはしない！

Ｍ院長はアメリカから薬取り寄せたりして、他の治療に切り替えることも考えましょう と

言うが・・

でも、もう疲れた

腹痛や吐き気等の副作用と毎日付き合っていくのも、いい加減疲れた

ありさとふみつぐがいなければ、もう休んでるだろうな

疲れたあ〜

楽になりたい



受け入れる・・

2011.04.24 Sun
昨日は少年サッカーではライバルチームであった羽鳥ＳＣのコーチ達が辻堂まで来て下さり、一

緒に食事をしました

初めてお会いした方もいましたが、皆さん私と同じＭ中学校の出身

ふみつぐの大先輩です

とても楽しい時間を過ごせ、元気を頂けました

中学時代の話を大先輩達から色々と聞かされたふみつぐ

幹事をしてくれたＫさんは辻堂でタクシーの運転手をしています

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10870740064-11184038413.html


先日、ふみつぐが学校で問題があって、落ち込んで一人で帰っていたところをタクシーで見か

けて、声をかけ励ましてくれたそうです

その後、中学校の何人かの上級生達にふみつぐの面倒をみろ！と指令出してくれたり、「何かあ

ったら、飛んでいくからおじさんに電話しろ！」とか

良い先輩をふみつぐは持ちました

私は最近、疲れていましたが・・

病気を認識していても、やはり死にたくない！少しでも長く生きたい！

その為にはどんな努力でもすると、無理して強がっていたのかもしれない

もう事実を、死というものを、しっかりと受け入れよう。。

治療の苦痛等から逃れたいのではない。

決して、逃げたり諦めたりするのではない！少しでも長く生きる努力は今後も惜しまない！



事実をしっかり受け止めて、前向きに今できることをしっかりとやり遂げていくということ

死を完全に受け入れることは難しく、簡単なことではない。

辛く、悲しく、そして不安で苦しいことだろう。。

それが本当にできるか分からない

でも、自分自身の為にも、残す者の為にもしっかり受け入れないと

残りの人生を長さというモノサシで図るのではなく、質というモノサシで図る。

そうすれば、今までとは違う別の価値を見いだせるはず

それを切なくも、はかなくも感じるだろうが

永遠などそもそもありえない。それを受け入れて、これからの一日一日を大切に生きて行く

家族や仲間にも事実を受け入れてもらい、一緒に楽しく生きていこう



私がいなくなった後に、家族や仲間が悲しまなくても済むように、私の死をしっかりと受け入れ

られるように・・

今から心の準備をしてもらい、喪失感や悲しみを一切持たないでもらいたいから

さあ、これからも頑張ろ

今日のような天気を本当に心から良い天気だ と思えるように



昨日はアキさん

2011.04.25 Mon

昨日はアキさんがいきなり辻堂まで来てくれました

中学時代のＦ先輩も合流して近所の玉寿司へ

アキさんは私がゼネラルマネージャーとしてお手伝いしているＡ.Ｃ.湘南ミラネーゼの総監督を今
年から引き受けてもらっています。

日本代表の遠藤保仁、ヤットの実兄

アキさんはアトランタ五輪の背番号１０

今、指導されている子供達は幸せです

ふみつぐは入れませんでしたが

私が少し弱ると色々な方が元気を与えに現れてくれる

今日は会社の仲間が集まってくれます

正岡子規 が言っていたそうです。

「不治の病になってよかったのは何をやっても『アイツは病気なんだからしょうがない』と周り

に思ってもらえたことである。」

あいつは病気だからと、色々な方々が配慮してくれる 病気にならなければ、こんなに短



い時間で多くの方と話ができなかった。

色々なことをさせてもらえなかった。感動をもらえなかった。

これからも「あいつは仕方ない・」と言うことで色々やらせてもらっちゃおう

アキさんとふみつぐは何時も一緒で仲良し

私がいなくなっても、ふみつぐもありさも、色々な方々が相手してくれるだろう。安心です

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10871076430-11186107808.html


でかした！？詩音！！

2011.04.27 Wed

最近、毎日のように色々な方々が私に会いに来てくれる

一昨日は会社で同期のＩ部長達が来てくれた

自分自身の運命を受け入れた直後だったからだろうか？切なくて、悔しくて、そして嬉しくて涙

が流れた

昨日は新入社員の時に配属された川崎支店時代の支店長達が会いに来てくれた

そして、今日は詩音が辻堂まで来てくれた

詩音は私がグループ会社に出向していた時の新入社員

『小さい時から、お父様の仕事の都合で色々な国で生活していて、どの国でもサッカーをしてき

たから、サッカーに恩返ししたい』と自己紹介で言った時から、私にいじり続けられていた

出張に行く『あずさ』の中で私に仕事のことで怒鳴られ、その仕返しに帰りのチケットを私と席

をあえて離して購入し、また怒られ



本当に可愛い優秀な部下でした

今日は私がいた頃に会社にサッカー部を作ろう と言っていたことを遂に実現したからと、ユ

ニホームを持って来てくれました

背番号１２

サッカー部の皆さんありがとう

生きている間にこのユニホームを着て一度顔を出しますね

そして、嬉しいことをもう一つ持って来てくれた

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10874198775-11191057412.html


詩音、結婚

まだ、誰にも報告してないらしいです

もう、長くない私に何も気を使う必要ないのに、わざわざ辻堂まで報告に来てくれた

報告に来てくれたことも、結婚する ことも本当に嬉しかった

私が生きている間に結婚して欲しい

見届けるまで、頑張らなければ

詩音の周りの方々、盛り上げて早く結婚させてあげて下さい

頑張れ、詩音



山城中学校、優勝！

2011.05.01 Sun

連休初日、平塚市の山城中学校の県大会地区予選を応援に行ってきました

山城中学校のサッカー部顧問は私の高校時代の先輩、平出先生  

このブログでもご紹介したことがありますが、平出先生は鎌倉高校を選手権初出場に導いた時の

主将でした

山城中学校は何枚かのしっかりとした選手がおり、皆がサッカーを知っている魅力あるチームで

した

地区大会では圧勝の優勝

８日からは県大会、優勝目指して頑張って下さい

この日は私がゼネラルマネージャーをしているジュニアユース、ミラネーゼの初めての練習試合

を湘南ベルマーレと組みました。この試合も観戦

初めての試合だったので、総監督のアキさんが、選手を確認する為に全員を色々なポジションで

起用しました。



結果は４－５

船出したばかりのクラブチームとしては、まあまあのゲームだったかな

ジュニアで指導していた教え子達がいる村岡中学校と高浜中学校の湘南地区大会にも行って

夜は平出先生達、中学校のサッカー指導者の方々と食事にも行って

久しぶりにサッカー三昧の一日となりました

今年からは、病気だから直接指導はもうできないと諦めていましたが、もう一度頑張ってみよう

と思いました できるかなあ・・

翌日は神奈川ダービー、横浜ＦＣと湘南ベルマーレの試合を観戦に行きました。以前、ブログで

紹介した奥寺さんや、小倉さんも後ろの席で観戦されてました

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10876033707-11200122420.html


試合は前半５４秒に横浜ＦＣ、初スタメンのルーキー荒堀選手のゴールを守り通した横浜ＦＣが

勝利

カズさんも後半途中出場で頑張ってくれました

元気もらえますね

私が観戦に行くと最近はベルマーレが全く勝てません

ジュニアの藤沢市選手権もありました。

大道ＳＣは勝利して、来週は準決勝

ふみつぐの代に続いて２年連続で大道は決勝に進出できるか

ジュニアの選手権は色々な大会の出場権を獲得する為の大切な大会、頑張って下さい

私と携わった方々がＪリーグを頂点に色々な世代でサッカーをしています。サッカーに関わって

頑張ってくれています

私にできること、まだあるはず



サッカーへの恩返しをこれからもしていこう



円覚寺

2011.05.02 Mon

今日は仕事で北鎌倉の円覚寺に行ってきました

約６万坪の広い境内

北鎌倉にある有名なパワースポットです

円覚寺の和尚さんはサッカー関係？の友人です

今の職場は湘南エリアを管轄するので、円覚寺も担当だったようです

会社で聞くと、円覚寺はお得意様とのこと

今回またお仕事を頂き、個人的にお見舞いも頂いていたことから、営業担当の社員とご挨拶へ

業務中だったので、写真を撮ることが出来ず、ご覧頂けないのが残念ですが、とても綺麗でした

和尚さんとはサッカーの話や旅行の話で盛り上がりました



私が桜島のヤットの実家、遠藤家に行ったことを知り、先日和尚さんも行って来たようです

とても喜んでいました

結局、最後まで本題の仕事の話はしませんでした

でも、和尚さんはうちの会社を使ってくれるから大丈夫

今度は円覚寺の座禅会にも参加しよっ



大道ＳＣ準優勝！

2011.05.07 Sat

藤沢市の少年サッカー選手権

昨年のふみつぐの代に続き２年連続で大道ＳＣが決勝戦に進出

市外の他大会への出場権利を獲得できる６年生としてはとても大切な大会

決勝戦に進出したことでほとんどの権利を既に獲得していましたが、やはり目指すは優勝

しかしながら、試合は延長戦の末に六会湘南台さんに負けてしまいました

六会湘南台さんはさすがに上手かった

選手もコーチもレベルが高い

大道ＳＣも延長まで耐えましたが・・

まだ、最終学年の戦いは始まったばかり

少年サッカーの最後一年間、悔いを残さないように文武両道の精神で頑張ってもらいたい



次は全日本少年サッカー大会予選

みんな頑張れ

昨日、久しぶりに五反田の病院に診察に行った。。

緊急時に、最後の入院に対応してもらう為に・・

最後まで博多で治療をしていたら、家族に迷惑をかけてしまうし、皆がいない博多で最後を迎え

るのはさすがに辛いだろうから

九州大学病院のデータを持って行ったら、医師は絶句していた

もう、頑張れとしか言ってもらえなかった

もちろん、頑張ります

１日でも長くサッカーやって、皆と楽しく過ごす為に



母の日

2011.05.08 Sun

今日は母の日

ふみつぐもありさも部活がなかったので、早朝から母を連れて横須賀の長井漁港に釣りに行って

来ました

天気が良くて、最高の釣り日和でした
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お昼は長井水産の海鮮丼をテイクアウト

とても美味

５００円です

すぐに完売しました

釣果はまあまあ、今日も釣り名人Ｋ課長が新たな新兵器、釣り具を持って来てくれました

 

午後からは家族で磯遊びをして

体調もあまり悪くなく、楽しい一日を過ごしました

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10885429253-11215362622.html


病気にならなければ、家族とこんな過ごし方もしなかったかもしれない

帰りにはふみつぐ爆睡

ここ何年かは仕事、サッカー、自分の遊びばかりで家族を放置してましたから

病気の前も、病気になった後も自分の人生に悔いはない！本当に私は幸せです

来年のＧＷは一緒にいれないだろうけど、今年は皆で湯治に行ったり、清里行ったり、何年も会

っていなかった会社の友人が辻堂まで来てくれたりと、楽しく過ごせました

その友人に少しくらいは人生に後悔してくれ と言われましたが

後悔はありません

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10885429253-11215365346.html


最後まで走り続けたい 走り続けるしかないし。。



後悔しない為に

2011.05.10 Tue
さきほど、テレビで島田紳助さんが「今、何かをしなければならない。失敗を恐れてはいけ

ない。」と言っていました。

その通りだと思います

今の失敗は何年か先の将来、きっとプラスになる

良い経験、思い出になる。

失敗を恐れてチャレンジしなければ、何も残らない。残るのは後悔だけ

私の人生は人に語れるほどの立派な人生ではないが、自分としては悔いはない。

信じたことは実行してきたから

そのことを子供達にもしっかり伝えておきたい。

昨日、会社で机を叩いて久しぶりに怒鳴ってしまった 「俺はまだ生きている！馬鹿に

するな！俺は悪いことして処分を受けた訳ではない！病気だが、脳は生きている、健全だ！

」と・・

全く情報が入らない 今までのように仕事ができる環境になっていない。



悔しい・・情けない・・

私が病気だからか？私の存在がやっかいなのか？私がいることが迷惑なのか？そう思ってしまう

しかし、そんなことはないはず。皆さんが私に配慮してくれている結果だとは思う 誰が悪

い訳でもない。病気になった自分の責任

癌になること、余命宣告されると言うことは、そのような環境の悪化も含めて、全てを受け入れ

ることであることは理解している。

被災地の方々のことを考えれば、仕事があるだけ幸せかもしれない。。

しかし、今の現状には甘んじることはできない

会社も会社の仲間も大好きだし、感謝もしている。

最後まで可能な限りの恩返しをしたい。

仕事の質ではない、最後まで今までのように全身全霊かけて、情熱を持って仕事がしたいだけ



それがコピー取りでも何でも良い！

最後は良い人で終わりたい。職場復帰してからそんな気持ちがあったことは否めない

でもやめた！今まで通りだ それが必ず将来の会社の為、関わった方々の為になると思うこ

とは実行していこう

もう、病気だからと遠慮はしない

とは言っても現実もしっかりと受け入れ視野に入れて生きていかねばならない

今日は家内と友人のＳ興業さんのお通夜に参列してきた。

ご冥福をお祈り致します。享年９５歳、幸せな人生だったことでしょう

斎場は辻堂駅前の再開発地区にあるＷ葬儀場。

私の葬儀もＷ葬儀場と決めている

家内に私の時は受付はこうしろ、食事はこうしろ、この場所は危ないから人を立たせろ・・指示

してきました

自分の葬儀の段取りも今のうちにしなければと思っていたので、イメージできました



家内は黙って聞いていましたが、私はまた一つ肩の荷がおりました。

やるべきことを片付けておけば、あとは楽しむことしかないはずだから

私がいなくなったあと家族には最小限の負担しかかけたくないから

これから夏に向けて旅行も計画しよう、盛岡にも行こう

仕事もサッカーも家族のことも頑張ろ

まずは９月６日！結婚記念日であり、昨年手術をした日だ。５０％以上は一年以内に亡くなると

言われ、余命宣告もされたが・・

絶対に秋は迎える



カードラウンジ

2011.05.13 Fri

羽田空港にまたカードラウンジが一つ増えた

今日は九州大学病院の診察と免疫治療で博多へ

辻堂駅を朝５時に出て６時に羽田空港に到着。

出発までの時間を毎回ラウンジで過ごすが、今回は中央付近に新しいラウンジができたので入っ

てみた。ある種のカードを持っていると無料

快適な空間である

フリードリンクで、美味しい焼きたてパンも何種類かあるから、朝食はここで済ますことができ
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る

何時も出発までの時間に、ラウンジでコーヒーを飲みながら、診察、検査の結果が最悪の方向に

むかっているだろうと想定しておく

すると、毎回想定通りであるが 診察時に大きな動揺はない

今日は夜は久しぶりに長田社長と会食

明日はふみつぐと図書館 明後日は初めてふみつぐのＭ中学校のサッカー観戦に行く

なので、今日は九州大学病院とがん総合クリニックの二カ所を日帰りでこなす

帰ったら、先日Ｍ課長が送ってきてくれたメロンを食べよう 楽しみだ

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10890071979-11224656602.html


来月からはうちの会社は夏休みも取れる 早く計画しよう

来週は神奈川支店時代の仲間との食事会、良香さんとのランチ、サッカー関係者との新しいビジ

ネスの打ち合わせもある

その後は横浜で日本代表の試合、ふみつぐの運動会、中学や高校の総合授業での講演、湯治・・

仲間、サッカー、家族がいるから、楽しみをたくさん与えてくれるから、前向きに楽しく生かせ

てもらえてる

ありがたい、頑張ろう



頑張ろう！

2011.05.19 Thu
どんなことを医師に宣告されても動揺しないと自分では思っていたが・・

かなり、進行しているようだ 免疫治療も抗がん剤も効果が見られずに悪化している

毎日約８０錠の薬を飲んでいる。抗がん剤、吐き気止め、下痢止め、整腸剤、睡眠薬・・

しかし、最近では寝ていても腹痛が絶え間無く襲って来る

外出時は腹部を手で抑えていることが多くなった

家では常に湯たんぽを抱えている

先週末に九州大学病院から帰って来て何日か寝ていた。スケジュールも幾つかキャンセルした

抗がん剤の副作用であって欲しいが、もしかしたら癌が進行したことによるものなのか？

今まで、奇跡を起こして生き続けようと思っていたが、一ヶ月前に死をしっかりと受け入れよう

と自分自身に言い聞かせた。



その方が精神的に楽にはなった。辛くはなくなった。

しかし、何かぽっかりと失ってしまったようだ

来月から夏休みが取れるから、ハワイの友人がレストランをオープンするので、最後にハワイへ

行こうとチケットだけは手配していた

ハワイは私が初めて行った海外で、家内と結婚式を挙げた場所 友人のサッカークラブも

ある

一昨日、キャンセルした

この状態の長期旅行では家内や友人に迷惑をかけてしまうだろうから

しかし、全てがこんな調子ではダメだ

体調は日々悪くなり、治療もサッカーも何もかも受け身になってしまっている 諦めてはい

ないか？

前向きに死を受け入れようと思ったが、淡々と現状を受け入れ死を待つだけになってしまっては

いないか？



死ぬ時は死ぬが良かろう。

しかし、一日でも長く生き続けよう！

泣かず、負けず、後ろを向かず！

現実を、神様が決めたことをしっかりと受け入れ前向きに動くしかない！

昨年、手術をする時にそう決心したはずだ

今週は会社で、各担当の部門長や課長に朝からずっとヒアリングをしている

８月から組織を変更する為だ。何とかこの仕事だけはやり遂げたいと思っている

色々なオーダーを出され皆さん悲鳴をあげているのは分かる。でも、今やらなければならない！

前向きに能動的に無理をしてでも、自分らしく今までのように仕事をしていると力が漲ってくる



今日の打ち合わせの最後には、私に対して一緒に仕事が出来て良かったと泣いていた方がいた。

自分自身が前を向くことにより、周囲の方も前を向いてくれるんだ。

苦しく辛い現状や、つまらぬ物事に対して、前向きに上機嫌にふるまうことで、その波は私の周

囲にひろがり、あらゆる物事を、私自身をも、幸せにするだろう

頑張ることは生きていく為に当たり前のこと、この言葉はあまり使いたくなかったが・・

最後まで、前を向いて仕事も、サッカーも、家族も頑張ろう

自分自身の為に、周囲の為にまだまだ頑張らなければ



庵オープン！

2011.05.19 Thu
アキさんがマネージャーを務めている横浜の馬車道にある豚料理店の『吉田』。

私は体調悪く行けませんでしたが

本日より『横浜吉田』改め、『庵』としてリニューアルオープンしました

Yoshiのブログ-DVC00155.jpg

しゃぶしゃぶ等の豚料理がとても美味

皆さん、是非お越し下さい

アキさんも、菊ちゃんも、ケンティも頑張っています

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10896987573-11238605052.html


仲間

2011.05.21 Sat

昨日は横浜で食事会があった

数年前にみなとみらいで働いていた時のメンバー達が集まってくれた

懐かしいメンバーに会えて、すごく楽しかった 元気をもらえた

この仲間のメンバーに入れて頂けたことを幸せに思う。誇りに思う。

このメンバーだけではない、サッカー関係、同級生、たくさんの方々が私を仲間にしてくれたこ

とを神様に感謝する

今は一人になると辛く、苦しいこともある。

世の中一般的には私は不幸だと思われるかもしれない。

しかし、病気になってから、間違いなく辛いことよりも、幸せを感じる瞬間の方がはるかに大き

い

病気になって良かったとは言わない。しかし、私は幸せだ。素晴らしい仲間がいてくれて本当に

本当に幸せだ



不幸だ・・

2011.05.21 Sat

昨日、携帯電話が壊れた

今日はふみつぐの運動会に行ったが、腹痛が激しく午前中で帰ってきた

最悪だ

私だけ先に帰る為に、家の鍵を家内から受け取り、ポケットにいれようとした時・・

財布がない

どこにもない

友人からプレゼントしてもらった超お気に入りの財布。形見としてふみつぐに遺そうと思ってい

た財布

ポケットに間違いなく入れていたのに

現金はもちろん、免許証、クレジットカード等が入っていた



昨日、幸せをたくさん感じて感動していたのに、今は不幸のどん底だ

まあ、過ぎたことは仕方ない

前向きに考えよう

難しいけど・・



添田豪、全仏オープン出場

2011.05.24 Tue

実家の隣の添田さんの息子さん、豪君が全仏オープンに出場しました

結果は第１２シードの選手に惜しくも敗れてしまいましたが、頑張りました

豪君にはお兄さんがいますが、サッカーをやっていました。鎌倉高校サッカー部の後輩になりま

す

お母様も鎌倉高校のテニス部でした 。

お母様の影響で豪君はサッカーではなく、４歳からテニスを始め、中学テニス選手権で全国優勝

、高校一年生のインターハイでは単複で全国優勝 三年生の時には既にプロ選手として活躍し

ていました

今年３月、中国のチャレンジャー大会で優勝して、世界ランキングが初の２桁、９１位に浮上

テニスで世界ランキング２桁は一流の証

ありさとふみつぐも豪君が所属していた荏原ＳＳＣに小学生の時は通わせていました

豪君を目指して

荏原ＳＳＣは杉山愛さんや、全仏オープン混合ダブルス部門で優勝したことがある平木理化さん

も通っていました



当時、私が知り合いだった平木理化さんからサイン入りのラケットをありさにプレゼントしても

らいましたが、ありさはいつの間にかバトン部へ入っていました

過ぎたこと、歴史は変えられないが、未来ははまだ己の手の中にある

みんなで素晴らしい未来をたくさん作ろう

頑張れ、豪君

皆さんも添田豪選手を応援して下さい



湯治中断！？

2011.05.26 Thu

今週の火曜日から体調が悪いので、山梨県の増富温泉に湯治に来ている

温泉に入っていると少しは楽になるが、腹痛はおさまらない

湯治に来ると何時も何か起こる。。

子供達は母に預けて家内と湯治に来ているが、一昨日、ふみつぐの担任の先生から電話があった

学校で喧嘩して、顔に傷が出来たからと・・

ふみつぐに電話して、学校で何かあったか聞くと何もないと言う

それでいい

ふみつぐは喧嘩を嫌う子供だが、今回は事情があった喧嘩らしい。

親にいちいち言う必要もない。もう、私を頼ることはできなくなるんだから、一人で対処すれば

良い



私もふみつぐと同じ頃、中学校で喧嘩して拳を骨折したことがあった ふみつぐと同じ

中学校だ

親や先生には壁をパンチしたら折れたと言い訳したが、通じていたのか 今頃になって思い出

した。よく喧嘩はしたものだ

もう、時間がないと自分で分かっているからか？そんなこともあり、三日間子供達と会えないと

淋しくてたまらない

子供達と離れている時間が惜しい。

そんな時、ケンティから電話があった

今年マリノスからギリシャに渡った坂田大輔選手、サカティが帰国しているから、食事会するこ

とが急遽決まったと 今晩だ

私は明日チェックアウト予定で、まだ３回は温泉に入る予定だったが・・

しかし、アキさんとケンティの企画は何時も急だ

懐かしいメンバーも来るようだし、子供達にも早く会いたいし、サプライズで行くかなあ



横浜まで４時間はかかる



サカティ

2011.05.27 Fri

サカティ達との食事会、行って来ました

誘われて４時間後には山梨から、横浜馬車道の『庵』にいました

今日は体調が良かった

ギリシャ・スーパーリーグで活躍している坂田大輔選手、サカティ

オフで帰国しています

サカティは２ヶ月前に産まれた赤ちゃんのことをとても嬉しそうに話していました。日本とギ

リシャで会えなかったからね

サカティのギリシャの話も楽しかった

ギリシャ語を話せないサカティは日本語はもちろん、英語も通じない街で通訳なしで、頑張って

いるそうです 日本語を話せるギリシャ人が見つからないらしい

今日はアキさんと横浜Ｆ．マリノスの守護神、榎本哲也選手も一緒でした。



ふみつぐの練習用にと皆さんがタオルにサインをくれました

サカティ、哲、頑張れ
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色々な世界の仲間に会うと私も元気が出ます



墓参り

2011.05.28 Sat

昨日は父の命日だった

家族と親戚と墓参りに行きました。

お墓は藤沢にある大庭台墓園

ドラマの撮影にもよく使われる綺麗な墓園です。

墓前で父に語った。

もう少ししたら、行くから待っていて下さい。

でも、あせらないで

まだ呼ばないで下さいね

親父が亡くなった後、お袋や家族を守らなければならなかったのにすまない
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私の人生は最高に幸せなものだった

病気で天国に行くことは誰のせいでもない。運命だ

私を産んでくれて、こんなにも素晴らしい人生を送らせてくれた親父、お袋に感謝しています。

親父、ありがとう！これからはずっと一緒だ

二人で家族を応援しよう

まだまだ、諦めないけどね



燕の巣

2011.05.31 Tue

新入社員が今日から研修で職場に８人来ました

昨年、面接官として採用面接をやったが、その時の学生もいたのだろうか？

２０年前に私もこんなに初々しかったのか？

新入社員には、汗をかいて、ハートで仕事をすること。失敗を恐れずにチャレンジすること。こ

れからの未来は自分で作ること。そういうマインドを醸成して欲しいと伝えた

私は今振り返ってもこの会社で良かった 幸せだったと思う

家内も会社の同期だった。この会社があってこそ、会社の仲間がいたからこそ、幸せな人生を送

ることができた

今年の新入社員も何年か後にそう思えるような会社人生を過ごして欲しいと願う

明日から６月。最初に入院してからちょうど１年が経つ。その時は医者に絶対に癌ではないと言

われていたが

最近、腹痛が酷いからと色々な行事をキャンセルしてきたが、少し無理して頑張ってみよう



どんどんマイナス方向に動いているような気もする 楽していては夢も希望も叶わない

夢と希望を捨てたら人間何も残らない

病気や痛みを忘れるくらいに明日からは色々と動いてみよう

家族と仲間と、仕事にサッカーに家庭に！

今日は実家で電話の工事があったので立ち会いに行った

昨年は来なかったが、今年はまたツバメが戻って来ていた

軒下に巣を作り、雛もかえっていた
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ツバメが巣を作る家は幸せになると言う

ツバメは幸せを運んでくると言う

幸福の使者「ツバメ」が、私や家族に笑顔をもたらしてくれるか？どんな幸福を運んで来てくれ

るか？楽しみです



盛岡の仲間

2011.06.04 Sat

昨日は病気になってから初めて盛岡に戻った

昨年７月に着任して、盛岡ではわずか一ヶ月程度しか仕事できなかった

８月には病気で任務を遂行でなくなり、会社の皆さんに何も伝えることができずに盛岡を去った

当時は必ず治る！また、盛岡に戻れると思っていたから。。

会社もすぐには私の後任を置かないでくれていたが、それがまた会社に迷惑をかけることにな

った。。

岩手は昨年末からの豪雪による長期停電、今回の震災と社員も県民の方々もとても苦労された

病気になってから、やるべきことはだいたいやって来たが、盛岡に行って社員の皆さんにお詫び

と御礼だけを伝えていないことが心残りであった

やっと戻ることができた



何時も打ち合わせをしていた応接室に入った瞬間に涙が込み上げてきた

管理者の方々が忙しい中、３０名近く会議室に集まってくれていた。

当時、会議をしていた会議室で、当時の席に座った瞬間、涙が止まらなかった。言葉が出なかっ

た

任務を遂行できずに病気になって、岩手を去った私を皆さんが優しく迎え入れてくれた

本当にありがとう！肩の荷がおりました。私の前任者も東京から来てくれていた。皆さんの優し

さに本当に感謝致します

悲しかったのではない、悔しかったのではない。命尽きる前にまた戻ってこれて、皆さんにお会

いできたことが、とても嬉しかった

お昼は当時よく行った『東屋』へ

蕎麦屋ですが、何故か全員がカツ丼を食べてました



夜は家族も一緒に食事会に招いてくれた

昨年、私が入院した時に家内とふみつぐは皆さんに観光に連れて行ってもらったりと本当にお世

話になった
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私が神奈川に転勤が決まったあと、マンションの解約、引っ越し等全てをやってくださった。

本当に本当にありがとう！こんなになってしまった私を皆さんがいまだに支えてくれている。

皆さんの想いに応える為にもまだまだ頑張ろう



頑張れ！岩手！

2011.06.06 Mon

釜石市、大船渡市、陸前高田市と被災地を視察してきました

昨年岩手に着任して、赴任の挨拶に行って以来ですが、そこは瓦礫の山、変わり果てた姿になっ

ていました

少し高台に行くと地震の影響はほとんど見られない。いかに津波の影響が大きかったかが分かる
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。

私の病気の辛さとは比較してはならないような、様々な苦しみが被災地にはあります。

今まで一緒にいた家族や家を一瞬にして失ってしまった上に、ゼロからのスタートではなく、マ

イナスからのスタートを余儀なくされています

人それぞれ身を置く環境が違いますが、希望を捨てずに頑張ろう！

そこには必ず生きる道が見えてくる、色々な福音が生まれてくるはず

一日も早い復興を心から願います。頑張れ、岩手



ありがとう！

2011.06.06 Mon

週末は盛岡の仲間達が岩手観光に連れて行ってくれた

たった一ヶ月しか生活できなかった岩手・・

もう私と仕事を一緒にすることもないだろう仲間達

「仕事の付き合いではない。おじさん達はお父さんが好きだから集まるんだよ。」とふみつぐに

話をしてくれているのを聞いて涙が出てきた。最近、涙もろくなっている。

まずは世界遺産を目指している東北随一の仏教都市平泉へ

奥州平泉の繁栄はここ中尊寺から始まった

月見坂
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遠野ではふみつぐが、河童の枕を買っていた。もう中学生なのに

ランチは遠野が誇る新名物のジンギスカン

肉が厚くて、柔らかくて美味しかった

最後に花巻温泉
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宮澤賢治が行きつけだったという『鉛温泉藤三旅館』

多彩な湯舟がありました。立ちながら湯に浸かる深さ１２５cmの『白猿の湯』

渓流沿いに設けられた『桂の湯』

林田課長は大はしゃぎ
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盛岡と言ったら、冷麺

『盛楼閣』の冷麺、最高でした

盛岡の皆さんには沢山のお土産を頂き、沢山ご馳走になってしまいました。

何よりも素晴らしい想い出をたくさん頂きました

最後は改札まで見送ってくれましたが、改めてもうこの街には来れないだろう。。この仲間にも

会うことはないかもしれないと思うと涙が溢れてきました

家に帰った昨晩は、私の体調に配慮してくれ、高校時代の仲間が家の近くに集まってくれて食事

会

忙しい中、明治大学の神川監督、マリノスの公文さん、カメラマンの兼子さん達サッカー関係者

も来てくれました
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今日は友人のＡ社長やその会社の役員の方々が来てくれて

家に帰ると中学時代の仲間から誘いの電話があって

明日は日本代表戦にヤットが招待してくれて

多くの仲間が私を支えてくれている。本当にありがたい 今まで生きてこれたことを家族

と仲間と神様に感謝です ありがとう
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ヤット、キリン杯最終戦！

2011.06.08 Wed

昨日はキリン杯最終戦

遠藤保仁選手、ヤットが招待してくれたので、横浜・日産スタジアムまで応援に行って来ました

Yoshiのブログ

家族と、鹿児島小牧醸造の小牧君ファミリー、ケンティ、ヤットのお兄さんのアキさんと一緒

公式入場者数は６５８５６人！スタジアムは日本サポーターでいっぱい

試合前に高校サッカー部時代の同期でカメラマンの兼子さんが、グランドからスタンドの私達を

記念撮影してくれました

なかなか撮ってもらえない貴重な写真です

試合はザッケローニ監督就任後初めての欧州勢、チェコスロバキアとの対戦でしたが結果はドロ

ー

ペルーを含む３国同時優勝、日本は４年連続の優勝となりました
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これで、ザックジャパンは１０戦負けなし

しかし、得点が欲しかった

ヤットの素晴らしいフリーキックもあり、ペルー戦よりは攻撃的なサッカーをしていましたが、

残念でした

試合後はハワイのひろきさん、ヤットファミリーと合流して一緒に食事

先程までピッチで大活躍していた遠藤保仁を目の当たりにしてふみつぐは少し緊張気味

Yoshiのブログ

正月に遠藤家にお邪魔した時にもらったアキさんとご両親のサイン入りユニホームに改めてヤッ

トのサインを入れてもらい、遠藤家４人のサイン入りユニホームが完成しました

ヤットに以前入れてもらったサインは消えてしまっていたから
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Yoshiのブログ

世の中に一着しかないユニホーム ありがとう

ブラジル目指して、頑張れヤット 頑張れ日本代表
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最後の博多！？

2011.06.10 Fri

これから飛行機で博多へ向かう

九州大学病院での診察と、がん総合クリニックでの免疫治療だ

予定では今日の結果を踏まえて、今後の免疫治療のスケジュールを決めることになっていたが・

・

既に前回の治療時に効果が見えないことから、今日で終わりにするか、違う治療に切り替えよう

と言われている

効果が出てない以上、残された時間を考えても、家族の為にも、これ以上時間とお金をかけての

博多での治療を継続することは困難であろう。

今日で博多の治療は最後になるかもしれない

また、この一ヶ月の腹痛を考えると診察結果も厳しいものになるであろう。

しかし、何があってもぶれてはいけない！最後まで走り抜けるしかない

いとこのエリちゃんからメロンが送られて来た



腹痛でご飯を沢山食べれないので、フルーツは嬉しい

帰ったら家族と楽しく、美味しく食べれるかな？
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いよいよ！

2011.06.10 Fri

全ての治療が終わり、これから帰ります

やはり、喜べる状況ではなかった

最悪３ヶ月、良くて６ヶ月から９ヶ月。

Ｉ医師から宣告された。

友人のＩ医師が言うこと、間違いないだろう

先日、ＮＨＫの『ためしてガッテン』にも出演していたくらいの膵臓の名医だからね

腹痛は手術の後遺症か、抗がん剤の副作用であって欲しかったが、腹膜に散らばったがん細胞の

影響で腸閉塞を起こしていることが原因らしい

バイパス手術をしないとならないようだ

腫瘍マーカーも倍々で上がっている。



今後の治療については、保険適用外の免疫療法は効果が見られないことから中止することになる

だろう。

当面は今の抗がん剤の量を増やすことにした。

痛みについては、医療用麻薬を使い、和らげることに・・嘘のように痛みはなくなるらしい

いよいよである。。

しかし、Ｉ医師から現状を告げられても何の動揺もなかった。清々しい気持ちさえあった。

さあ、ラストスパートだ

こんな気持ちでいれるのは家族、仲間、医師のおかげだ 皆さんに感謝の気持ちでいっぱ

いです

長さではない！これからの人生を素晴らしいものにしよう！

今までは漠然と考えていた。どこかに、もしかしたら助かるのではないか？と期待もあったかも

しれない。

現実を突き付けられ、限られた時間の中で再度延命の為に手術をしなければならないかもしれな

い



でも、全てに逃げずに立ち向かうしかない

時間は十分にある！

仕事、サッカー、家族に精一杯頑張ろう！

私との想い出を少しでも家族や仲間に作ってもらおう

今日は帰って家族と美味しくメロンを食べなければ



痛み止め

2011.06.10 Fri

家に帰って美味しくメロンを食べようと思ったら、ありさがいない

ふみつぐが興奮して、得意顔で話す

「ありさはＭステ観に行ったよ。最前列中央に座っていて、いっぱいテレビに映ってたよ

」

録画を観ると確かに結構映っている

嬉しそうに話すふみつぐ、楽しそうに観覧しているありさ、二人を見てとても幸福な気分になれ

た

また、羽田空港に着くと後輩カップルから連絡があった

「結婚することになったので、婚姻届の証人になって下さい・・」

彼等が結婚すること

私ごときに証人になってくれと頼んでくれたことが、嬉しかった



自分には確かな居場所がある。自分を必要としてくれる場所がある。仲間が、家族がいる。

その安心感があるからこそ、今を幸福に生きていけるんだと改めて思う

痛み止めとしてもらった医療用麻薬。今までの痛みが嘘のように消えた

そして家族が、仲間が、笑っていること。幸福になってくれることが更に痛みを、辛さを和らげ

てくれる 私にとっては何よりもの痛み止めになる



川島永嗣選手、チャリティサッカーイベント

2011.06.12 Sun

今日は日本代表の守護神、川島永嗣選手にお会いして来ました

Yoshiのブログ

サマンサタバサと川島選手のコラボによる東北復興支援のチャリティサッカーイベントが『フッ

トサル台場』で開催されました

Yoshiのブログ

先輩の中岡社長が招待してくれました

Yoshiのブログ
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中岡社長と川島選手は９日、マラソン金メダリストの高橋直子さん達と被災地を訪れ小学校を訪

問して児童と交流してきたそうです

また、この会場にも友人のカメラマンの兼子さんが来てました

私が行くイベントにはかなりの確率で兼子さんも来ています

Yoshiのブログ

今日は天気が良くて、幼稚園児から大人までが一緒になった、とても楽しいイベントとなりま

した。

ふみつぐのチーム『チームどや顔』はフットサルの試合で優勝

川島選手から賞状もらってました

Yoshiのブログ

午後からはＪリーグ選手ＯＢ会も合流して、ユニバーサルフットボールジャムが開催されました
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各障害者サッカーの方々が川島選手とサッカーを楽しみました

何時もお世話になっているＪリーグ選手ＯＢ会事務局の山下さん、アキさん、小村さん等のＪｰＯ

Ｂ講師４人も参加されました。

障害者の方々へ、被災地方々へ、サッカーを通じた支援がこんなところで行われているんです

地道な活動ですが、サッカーを愛してきた一流選手達はこんなスタイルでも有形無形の恩返しを

しているんですね



長田社長バースデー

2011.06.17 Fri

昨日は親友の長田社長の誕生日会に招待されて行ってきました

昨年の誕生日会はちょうど、１回目の入院を終えて退院した日でした

あれから、１年色々なことがありました

長田社長も体調を崩されたり、震災でお仕事にトラブルが出たりと大変でしたが、昨日は元気そ

うで何よりでした

お互いにまだまだ頑張らなければ

来週は月曜日から夏休みを少し頂いて韓国に行ってきます

韓国に詳しい長田社長から色々とアドバイスもらいました たのしみです

長田社長と友人のりかちゃん！
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久しぶりの五反田

2011.06.18 Sat

昨日は午後から五反田の病院に久しぶりに行ってきました

この病院の内科は色々と問題あったけれど 外科の医師は親切丁寧に一生懸命に対応して

くれていました

九州大学病院のI医師のところは内科。がん総合クリニックの森崎医院長のところは保険適用外の
治療。。

がんの直接の治療ではないが、少しでも長く生きる為には手術も視野に入れといたら方が良いと

言うこと、また緊急の痛みに対応してもらう為にも五反田へ行って来た

食事がとれなくなったら治療どころではなくなるからね とりあえずは、手術をする方向

で受診したが・・

手術は受けないことにした 受けなくとも痛み止めで何とか乗り切れるだろう。何よりもこ

れからは家族との時間を最優先にしたい。無駄に手術や入院をしている時間は私にはもうない

最後はどうするか？とも聞かれた 今は最後まで頑張り、家で最後を迎えたいと思ってい

るが

今日は病院まで、先日結婚の報告をくれた後輩が婚姻届を持ってきた

証人の欄にサインをしたけれど、おそろしく保証期間の短いものになってしまうだろうに・・・



私のサインで本当に良かったのだろうか？

家に帰るとスカイブルーのＴコーチがタイのお土産だとマンゴーを持って来てくれた

北海道のＩ君からはアスパラガスが送られて来た

マリノスのメンバーのサイン入りユニホームも届いた
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明日は会社の先輩達と熱海へ旅行

明後日はふみつぐの試合

いつものことだが、どんなに辛い現実が突き付けられようとも家族や仲間がいるから、立ち止ま

ることなんかない 必ず前へ進んで行ける



熱海

2011.06.19 Sun

会社の大先輩と５人で熱海に行ってきました

若いころから良く一緒に温泉に行って、ゴルフやったり、ゲーム？やったりしていたので、私が

元気なうちにもう一度やろうと配慮して計画してくださったのです

強い薬を服用していたので、私は電車で熱海へ

熱海駅に着くととても多くの観光客で賑わっていました

お風呂に入ると嘘のように腹痛が消えて調子がよくなるんです

また、５人で来ているので、ゲームやっていてもいつでも抜けれるから安心して今回の企画には

参加できました

ホテルの前には熱海の海がとても綺麗にひろがって見えます。父が亡くなる前にこのホテルにつ

れてきて、花火大会を見せたことがありました

こうしていると病気でいることが信じられませんが、現実なんですよね

当たり前のこと一つ一つを大切にして行かなければ・・・

今日はふみつぐの練習試合 明日は家内と二人で韓国旅行

まだまだ、元気で頑張らなければ



ふみつぐの一年生チームはようやく初勝利を収めることが出来ました 中間テストも終わっ

たし、これからはしっかりと自分自身の為にサッカーと勉強を努力する礎を築いてくれれば良い

のだが

今回の熱海旅行については諸般の理由から詳細をご案内したり、写真を掲載できないのが残念で

す



入院

2011.06.30 Thu

先週、韓国から帰国した

ソウルではロッテホテルに泊まり、カジノとホテルを３往復するだけの生活

カジノでは全勝したので、無駄なお金は一切使わずにのんびりと過ごせた

食事も毎回カジノのレストラン 無料

初日の朝食だけホテル裏のレストランで食べた

鮑のお粥

美味しかった
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帰国して五反田の病院に行ったが、やはり状況は日々悪くなっている

昨日までは湯治に行って来たが、明日からは入院することにした

再度、各種検査を受けて、残り時間の予定を有意義に立てたいからと私からＮ医師に申し出た。

子供達が夏休みになるころには退院して、楽しく一緒に過ごせるように点検だ

腹痛が酷く、毎日２回オキシコンチンと言う麻薬を使っているが、足りなくなっている

抗がん剤も増やし、既に車の運転とかは出来なくなっている

７月中旬以降、子供達が夏休みに入る時にベストな体調で一緒にいたい

逆に７月中旬までは天気も悪く 子供も学校なので、今まで大変だった家内も私から解放して、

ゆっくり休ませてあげたい

腸閉塞等の検査をしてもらい、今後の対応も考えたい。



以上から、最後に検査入院をすることにしました。とにかく、腹痛が酷くて

ただ、ムダに手術や入院を長引かせるつもりはない

体力的に九州に行くのはもう無理がある

仕事は８月の組織改編に向けての整理は出来た！

明日はそれに向けた大量の人事異動もある。

私がやるべきこと、私にできることはやってきた。

ある先輩がこんな言葉を教えてくれた

「傷ついたり、とことん挫折した時って、人間、結構強い。人間すべて失くした時が一番強い。

すべてを失ったら、もう前に進むしか道はないから。」

まさに今の私だ。しかし、一つ違うことがある！

家族や仲間だけは絶対に私は失わない

今日も会社の仲間が自宅まで見舞いに来てくれた。

ブログでコメント頂くと、自分がぶれるのが嫌だから、コメントは拒否させてもらっているが、

話したこともなかった同級生、サッカー関係者、多くの方が色々な形でメッセージを下さる。



いつも生きるパワーをもらえています

ありがとう



早くも外出(^_^)v

2011.07.02 Sat

昨日、予定通りに入院しました

今日の昼過ぎ、私が婚姻届の証人になった詩音が、「先程、婚姻届を出して来ました 」

と報告に来てくれた

おめでとう、幸福になって下さいね

さて、今日は早くも外出許可をもらい、外出してしまった

医師からは痛み止めさえあれば、土日は検査もないので外出しても良いと言われたので

今日は平塚競技場で湘南ベルマーレと東京ヴェルディの『Ａ‐ＬＩＮＥスペシャルデー』が開催

される。

Ａ‐ＬＩＮＥの長田社長は｢●●さん(私)が来ないスペシャルデーなんかやる意味ないからなあ〜

！ ｣とずっと言ってくれていたらしい

もちろん冗談でだが、年に何回かあるスペシャルデーには毎回私を招待をしてくれていた

今回ばかりは最初からお断りをしていたが。。

しかし、いかなる場合も対応できるようにオペレーションを組んでくれていたくれていたんだろ

う

昼過ぎに電話があり、数時間もしたら五反田の病院まで、運転手のＴさんと長田社長が迎えに来



てくれた

長田社長も現在は公式な業務は控えているということで、今年初めてのイベントだったらしい。

私がお手伝いしている「Ａ．Ｃ．湘南ミラネーゼ」も今日はジュニアが前座試合、ジュニアユー

スがボールボーイと大活躍していました

ジュニアユースといってもミラネーゼは全員が１年生。少し緊張気味でした
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長田社長の代理で花束贈呈式に参列してくれと言われたが、ここに出て行くのはさすがにムリ

入院中の身でもあり、一応、某他企業のサラリーマンですからね

危なく悪乗りするところでした

体調は悪かったですが、別室を用意してもらえたので良い環境で観戦できました

国会議員の河野太郎さんも隣にいました。

地元ベルマーレを熱心にいつも応援してくれています
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結果は１ー３

最近、本当に勝てないですねえ

そんなベルマーレにふみつぐもご機嫌斜め

やるしかないんだぞ！ベルマーレ

http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10941562043-11326346962.html
http://ameblo.jp/kato-yoshi/image-10941562043-11326341410.html


どうする！？

2011.07.04 Mon
主治医のＮ医師から、今日のＣＴ検査の結果を受けて話があった。

最悪の状態らしい。。

あと、一ヶ月。。

継続していた『抗がん剤治療』にはこれ以上は、マイナス要素しかないので、即中止とのこと。

今の入院にも意味がなくなった。。

子供達の夏休みまでに、身体をリセットしようと思っていたが、それどころではない。。

痛み止めを持って一刻も早く退院するしかないだろう。

悪いことをした訳ではないが、今の状況をどうやって母親や家族に伝えたら良いのだろう？

このブログを更新しとくことしかできない

今の状況をできる範囲で、最大限前向きには理解している。

しかし、具体的には今から何をどうする？？



おそらく、今の状態、今の瞬間に私は留まることしかできないでいるのだろう。。それだけはダ

メだ！

今の状況の中で最終的な決断をする必要はない。家族や仲間が数年後も私と一緒で良かったと思

っていてくれれば、それで良い。

まずは退院して、今しかできないことを家族と一緒に見つけよう！



少し早くなっただけ・・

2011.07.10 Sun
永遠に続く喜びはないけれども、

永遠に続く苦しみも、悲しみもまたない。

最悪残り三ヶ月と言われていた時間が、二ヶ月短縮され、一ヶ月になっただけの話

時間は短縮されてしまったが、

入院したこの一週間で

元気と喜びをいつものように仲間から沢山与えてもらえた

週末は仮外泊で帰って来た

久しぶりに大道ＳＣの練習に参加し、

サッカーの教え子、コーチ陣達に会えた。

中学生の藤沢市内大会観戦にも行った

次の外泊はＡ．Ｃ．湘南ミラネーゼの試合にも顔を出そう

高校サッカー部の先輩達が大勢で見舞いに・・

十年以上前の職場の先輩、後輩達

県会議員の方が力になってくださる。

この一週間で体重が６キロ増えた

普通なら喜べるところだが、今は違う

腹水

お腹に水が溜まり、パンパンに張っている



残り一ヶ月と宣告された時はすぐに退院しなければ と

***********************************

夫が7月10日19時に下書きに残していたものです。

この後急激に悪化し、

11日(月)には主治医のＮ先生より
「今日急変し亡くなってもおかしくない状態」

と、宣告されました。



《ご報告》

2011.07.15 Fri
７月１５日　金曜日

午前１０時２２分

夫は、家族が見守るなか

永遠の場所へと旅立ちました。

ふみつぐの手を強く握り、

ひと粒の涙を流し、

安らかに、眠るように、

静かに息を引き取りました。

今まで応援してくださった皆さまに

心より感謝申し上げます。

取り急ぎのご報告にて失礼いたします。

 

　　　　　　　　　　　病室より
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