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「ワシントン　スポーツ三昧　その1：テニス編」

2002年夏、アーリントンにある某パブリック・テニスコート。

英語は多少苦手だが、ひたすら未来だけを信じる20代半ば
の日本人女性が、クラスの帰り道、来る日も来る日もコートの金
網にかじりついて、地元のアメリカ人が楽しそうにプレーする様
子を飽きもせず、じっと眺めていた。

ある日、親切そうな地元のおじちゃんが気味悪がってか近寄
ってきて、

「君、毎日ここでボーとただ見てるだけだけど、テニスに興味
あるの？」

「うん・うん！？！」
「ラケットは持ってるの？」
「うん・うん！？！」
「じゃ、一緒に打とうか？ラケットを持って来たら？」
「本当に、いいんですか？！？今すぐ！？！」

と言うやいなや家にラケットを取りに走り、5分後には颯爽と私はテニスコートに立っていたのであ
る。

これが今にして思えば、私の渡米後2週間にして初めて米国でテニスにのめり込んだ記念すべき
瞬間であり、現在でも続く地元のおじちゃんテニス仲間との不思議な出会い・縁・フレンドシップの始
まりだった。実を言うと、もともと日本では大学時代に準体育会と言われるテニスサークルで真っ黒
焦げになり、無邪気な母からは“まるでゴキブリのようね”と言われる始末。うら若き乙女としては多
少気になる言葉ではあるが、おかまいなしに練習・試合・試合・練習・試合・・・・に明け暮れていた
程テニス好きだったのである。

大学卒業後は花の新入社員として日本で働いた時期もあり、何事にものめり込みやすい私は仕
事200％の猛烈生活の連続だった為、テニス・ラケットも何処にしまい込んだのかすっかり忘れて
しまっていた。しかしこれが当に虫の知らせと言うのだろか、アメリカの大学院に入学の為スーツケ
ース一つで渡米する際、もしやと思い洋服を減らして運命のテニス・ラケットとテニス・シューズを追
加、持参したのである。本当に神の手に導かれたような奇跡的選択だった。

企業から駐在でいらっしゃる方は、通常会社からもしくは前任者やお知り合いの誰かから、何がし
かのアメリカ生活開始のサポートを受けられると思う。私の場合、英語の得意な帰国子女でもなし、
家族も知り合いも一人も居ない。気が付けば言葉もよく分からない孤独な少女が一人、米国の首
都DCにポツーンと来てしまっていた。無謀にも会社も辞めたので、後戻りもできない。正直死ぬほ
ど不安で心細かった。それを辛うじて救ってくれたのが、奇跡のテニスとの異国での再会であり、親
切なおじちゃんテニス仲間との出会いだったわけである。
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アメリカにはパブリック・コートという日本では考えられない、無料で予約なしで使える便利な場所
がある。そこにたまたま集まった人同士が、誘い合わせてゲームを始められるという素敵なシステ
ムが存在すると知った時、しかもそれが、ホームステイ先の家から僅か1ブロックしか離れていない
所に位置しているのを渡米して初めて知って、私の暗かった心の中に当にパーッとバラの花が満
開となった。ここで暮らしていけるかもしれない！と初めて思えた瞬間でもある。

その日から毎日毎日、放課後になるとそのパブリック・コートに出没したものだから、英語は通じ
ないけれどテニスがとにかく大好きな“Japanese Girl”として、たちまちその界隈で有名人になって
しまった。アメリカ人のおじちゃん仲間からは一人だけ特殊な存在として受け入れてもらい、誕生日
はもとより、独立記念日、ハロウイーンに感謝祭、クリスマスまでも一緒に祝い、アメリカ文化を優し
く見せてくれ、時には授業で分からないことまで事細かに、おじちゃん皆が親切に教えてくれた。こ
のおじちゃん仲間には今でも感謝してもし切れないと心から思っている。

翌年には驚く事無かれ、そのコートでなんと“Seiko 
& Friendsテニストーナメント”が開催されてしまった
のである。その日コートに行ってみると、何と私の写
真を中心に皆の写真が入ったオリジナル・トーナメン
ト・フライアーが作られ、数カ所にそれが貼ってある
から驚きだ。30人を超える参加者が皆いつもは仲間
同士、フレンドリーなのに試合になると真剣で、本格
的にトロフィーまで用意されて大いに盛り上がった。
その後数年毎年そんな調子で、 パブリック・コートで
仲間と和気あいあいとプレーしながらアメリカ生活に
順応していったのである。

そんなある日、おじちゃんばかりのそのコートに初めて見る女性プレーヤーが颯爽と現れた。親
しみやすいその方は、親しげに「USTAというチームがあるんですけど、お入いりにならない？」と誘
ってくれた。当時私は「このつたない英語を理解してくれる人は誰でもウェルカム！お友達になって
ください〜！」という感覚だったので、USTAが何かも分からずにホイホイとついて行き、チームに入
ってしまったのだった。

車がないので、試合にはチームメートが交代で送り迎えしてく
れた。一本しかないラケットのガットが試合中に切れると、チー
ムメートがラケットを貸してくれた。英語が分からないので、ダ
ブルスパートナーとはジェスチャーでコミュニケーションをとった 
（それでもコミュニケーションが分かりづらかったのだろう、途中
からダブルスから外され、シングルスばかりさせられていた時
期もあった）。何から何までおんぶにだっこ状態で、周りの皆に
お世話になっていた。こんな状態だからこそ、私は試合に勝っ
て恩返ししないと捨てられてしまうわ！と必死だったのである。
この時から、熱いドラマチックなUSTA団体戦ライフに本格的に
足を踏み入れていた。

USTA（http://www.usta.com）とはUnited States Tennis 
Associationの略で社会人が誰でも参加でき、地域ごととに存
在する団体戦リーグである。すべてのメンバーが4.0, 4.5という

http://www.usta.com
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ように0.5ずつのスケールでランキングされるので、自分のレベルに合ったチームに入って同レベ
ルのチームと対抗戦ができるから楽しい。男女別の団体戦は春から夏、ミックスダブルスは秋から
春のシーズンだ。試合は1時間半のタイムマッチで、平日の夜や週末にあり、基本的に自分の都合
に合わせて参加できる。私の参加するNorthern VAとDCの女子チームは国際色豊か、年齢も職業
も全く異なるメンバーが揃っていて、全員がテニスに熱く、勝ちたい思いが強いのが良い。チームの
団結が強くなってくると、オフシーズンでも一緒に練習できる。2006年には、運良く全国大会まで勝
ち進み、チームでハワイまで試合しに行ったのは忘れられない思い出である。

その他、DC近郊では、ACTA（Arlington County Tennis Association）でも春と秋に団体リーグ戦
がある他個人リーグやトーナメントも開催していて、気軽に試合を楽しむ事もできる。

テニスはただ打つことも楽しいけれど、醍醐味は真
剣勝負の緊張感だと思っている。バスケットボール
やアメフトのように体格がものを言うスポーツと違っ
て、私のようにあまり背も高くない力も強くない女性
でも、戦略次第で特にダブルスだと、ごっつい相手に
勝てることもあるのが面白い。どんなにパワフルな
ショットを打たれても、ひたすら辛抱強く返すだけで
点が取れたりもする。敵の裏をかいて、自分の後衛
の前に出て行ってボレーをするふりして出なかったり 
（時に自分のパートナーさえ騙してしまいうまくいか
ない場合もあるが）、強く打つふりをしてドロップショ
ットをしたり、また相手の裏の裏を読もうとしたり、癖
を早く見抜こうとしたり、兎に角いろいろと頭をフル回転で使う。

惜しい試合で負けると悔しくて、楽しいはずの余暇の時間にむしゃくしゃしてしまう時もある。で
も、団体戦2勝2敗で最後に残っているのが自分のダブルス（これを勝つか負けるかがチームの勝
利にかかっている）というシチュエーション。接戦で第3セットタイブレーク。1−5ダウンから起死回
生、7−5で勝利！！！チーム皆が駆け寄って来て大喜び！というのを味わってしまうと、もうやめら
れない。チームメートの激戦を手に汗握って応援したり、1ポイント差で次の大会に進めたり進めな
かったりなど、ドラマには事欠かない。そうだ、スポーツこそがドラマなのだ！

自分がプレーするのではなく、観戦に興味がある方、DCでは、Legg Mason（http://www.
leggmasontennisclassic.com）が毎年真夏に実施されている。最近では、7月にWashington 
Kastlesというプロチームが参加するトーナメントを
DCのチャイナタウンで観戦することもできる。

何と言っても見逃せないのは四大大会の一つ、
ニューヨークのUSオープンである。私自身このよう
に長くDCに滞在するとは予想だにしていなかった
ので、今年見なかったらもう一生見ないかもしれな
いと思い、毎年続けて見に行った。一番のお勧め
はLabor Day Weekendの、約$60／日のGrounds 
Admission Ticketだ。この時期は決勝から1週間前
で、名選手があっちこっちのコートで熱戦を繰り広げ
ていて、一番大きなコート以外はどこでも、気に入っ

http://www.leggmasontennisclassic.com
http://www.leggmasontennisclassic.com


Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.

JCAW Copyright © 2011 All Rights Reserved.
会報内すべてのコンテンツの無断転用を禁じます。 

5

号外 〜Vol.1〜

た試合を選んで観戦できる。有名選手の練習も見られる。準決勝や決勝では、強い選手が歴史に
残るような試合をすることもあるが、チケットが何百ドルもする上、後ろの方の席で選手が豆粒のよ
うにしか見えず、その試合以外観戦する選択肢もないので、DCから遠出するには、私はリスクが
大きいと思ってしまう。また観戦のコツは、入場時の荷物検査の列が長いので、バッグは持たず、
ポケットにものをしまい込み、帽子、サングラス、上着などすべて身に付けて入場し、すぐにお土産
を一つ買い、付いて来るバッグにポケットから全部物を移すこと、食べ物が高いのでサンドイッチま
でポケットに入れて持参するなどである。

最後に、DCで叶えたい大きな夢が一つあるので
紹介したい。実はDCでは毎年5月頃アジアの国対
抗の団体戦があり、例年、中国、ベトナム、タイ、韓
国、インドの5チームが参加する。過去に私はベトナ
ムチームの助っ人として何回か試合に出場した。他
の国のメンバーから、「なぜ日本チームはないの？
あなた以外の日本人は、みんな仕事に熱心だから
テニスそんなにしないんでしょ？」と言われている。
更に、よその国の助っ人として出させてもらったの
に、“MVP”だと言われ、チーム用の大きなトロフィー
までもらって来てしまい、はなはだ図々しい限りだ。

大きな夢とは、いつの年かTeam Japanを引っ張っ
て、正々堂々と正真正銘の日本人として出場することなのだ。ここで、日頃お世話になっている日
系企業の皆様にお願いです。テニスをされる方が駐在にいらっしゃる際には、駐在期間の早いうち
に是非私までご連絡下さい。そしてお仕事でお忙しいとは思いますが、練習の時間を少しだけお許
し頂き、Team Japan結成にご協力頂ければ、私のDCでの夢は全て叶います。

次回はスキー編です。お楽しみに。
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「ワシントン　スポーツ三昧　その2：スキー編」

進学する大学も決まり、卒業式まであと1ヶ月となった
私の18歳で高校生活最後の冬。

学校のスキー部を引退し、暇を持て余していた私は、
長野県出身の父（名前を“力”と言う）に頼み込んで、菅
平でホテル経営をしている知り合いのおばさんに「うち
の我侭娘が、どうしても2週間泊まり込みでスキーをさせ
てもらいたいと言っているのだけど、なんとかならないか
な～？忙しい女将さんのお手伝いは何でもやらせるの
を条件に・・・」と無理矢理話をつけてもらった。

それまで東京の私立学校で、甘えに甘やかされて育ち、アルバイトの経験すらなかった私にとっ
て、これがどんな2週間になるかは知る由もなかった。

意気揚々・勇気凛々で新幹線とバスを乗り継ぎ、スキー部の合宿で見慣れた菅平に無事到着。
ホテルに着くやいなや、両親から持たされてきたお土産をホテルの社長と女将さんに渡す。

「あ〜あんたが力君のとこの長女さん？ほ、本当に来たんだ～。あ、それ、そこに置いといて！あ
んたの部屋は下だから！！それよりも仕事、仕事。ハイ、これエプロン！！！」との具合。父の高校
の先輩で親しい人とは聞いてはいたが、かなり素っ気なくあっけらかんなのには驚いた。

地下で、窓もなければ暖房も入らない、倉庫か牢屋のような部屋に通され、荷物を置くなり、ホテ
ルのロゴの入った真っ赤なエプロンをして、直ぐに100名を超える修学旅行の夕食準備が始まっ
た。ようやく片付けが終わったら既に深夜10時、「明日は朝5時起床だからネ！ヨロシク～」とまたま
たかなり素っ気ない。

それがキッチンと掃除の花嫁？修行のような、憧れの菅平ホテル・ステイのDay1だった。よりにも
よって何という地獄の一丁目みたいなところに来てしまったのだろうか・・・。しまった、ちょっと甘か
った・・・。いつバスに乗って東京に帰ろうかともう悩み始めている。でも待てよ、あんなに父に頼み
込んで来させてもらった手前、早々泣いて帰るのは格好悪すぎるし、プライドが許さない！せめて
スキーを数日してからでなくては！我慢、我慢と自分に言い聞かせるようにして眠ってしまった。

そんなスタートだったが、お手伝いの合間に毎日数時間フリーの時間をもらうと、大雪であろうと
嵐であろうと、文字通り、槍が降ろうが矢が降ろうが、気がつけば私は直ぐさまゲレンデに飛び出し
て、一人で黙々と滑っていた。

一人で寂しかったが、やっぱりスキーは楽しい。上手になりたくて仕方ない。第一、この数時間が
一日で唯一楽しい時間だったので、フリー時間終了のギリギリまでとにかく滑り続けた。ゲレンデで
上手な人を見つけては後をつけて滑り、偶然を装ってリフトに乗り合わせては仲良くなった。先生は
無限に居る。本当に何処にでも居る。勉強の敵は羞恥心だけだった。
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勝手が分からないながらも、ホテルからつまみ出されては、大雪の外で凍え死ぬのはいやなの
で、慣れないお手伝いを一生懸命やった。死ぬほど働いた。外がほの暗いうちに起きてはホテルの
朝食作り。手を切りそうになりながら、リンゴも大根も蓮根もニンジンも、何でも皮を剥きまくった。夜
は皆が入浴した後の汚れた大浴場を、自分の涙で滑って尻もちをつきそうになりながら、ピカピカ
のピッカピカになるまで磨いた。

1週間経った頃、素っ気なく厳しい女将さんが「普通の子なら、これだけ連日朝早く起きて、夜遅
くまでホテルの手伝いさせると疲れて、日中は休んでるのにネ～。あんた毎日毎日、よく飽きもせ
ず、時間ギリギリまでスキーにしてるようね。そんなにスキー好きなんかい？どれくらい滑れるの？」 
と聞いてくれたではないか。

びっくりした私はモジモジしながら「はい、スキーものすごく好きで
す。東京では、なかなか滑れないので・・・。でも、去年検定1級をとり
ました。もっと上手になりたくて、なりたくて・・・」と答えた。

「へぇ〜・・・」と言いながら、半分（全部？）飽きれ顔。

それから徐々にではあるが女将さんの様子が明らかに変わった。

フリー時間を長くしてくれたり、スキーインストラクターの息子に私の
面倒をみてくれるよう話してくれたりした。

住処が、地下のじめじめした独房から2階の畳敷きの客室に格上げ
された。

リフトのシーズン券も貸してくれた。

最後には驚く無かれ、女将さん自ら15分程離れたゲレンデへ、わざわざ車で送り迎えしてくれた。

更に、山の麓で食堂を経営している知り合いに「この子わざわざ東京から来てんだけどさぁ、どう
しようもなくスキーが好きらしいんだわ・・・。知り合いの娘でさ。悪いけどお昼を食べさせてやってく
れない～」とまで口聞きしてくれたのだ。

すばらしい、完璧なセットアップだった。

約束の2週間が終了する頃には、まるで家族の一員
のように暖かくしてもらい「大学生になっても、冬になっ
たらいつでも来たらいいよ！待ってるから」と笑顔で見送
ってもらい、卒業式前には無事に、真っ黒になって東京
の自宅に戻ってきた。

後から聞けば、この女将さん、このあたりではコワいの
で超有名人。遠隔地から何人も知り合いの息子やアル
バイト、居候が来ては、辛くて逃げ帰って行ったそうな。
なので、まだ高校生のボケーっとした純情娘っ子が東京
からやって来たって、ホテルの手伝いとしては使いもの
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にならず、泣いて帰ることを予想されていたのではないだろうか。

父はそんなこととも知らず、可愛いはずの（？）娘を送り込んでくれたのだが、「力君のところの
娘、見かけと違って相当根性あるねえ。不器用だけどホテルの手伝いもするし、スキーも根性入っ
てるよ。うちの長男の将来のお嫁さん候補だね。あっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっは
っはっはっは・・・・・」と報告を受け吃驚していた（因みにその後、このお嫁の話は立ち消えになって
いる）。

このようにして多少の不便や辛さを乗り越えても、スキーへの熱い情熱を燃やしていた程だった
ので、アメリカに来たら夢にまで見るロッキー山脈でのスキーに、挑戦しない訳にはいかなかった。

私にとっての“ロッキー・スキー”は、この人なし
にはあり得ないし語れない。大親友のカルロス君 
（イカロスではない）を紹介する。2004年の夏、彼はDC
からデンバーに引っ越した。

その頃は友達の友達の友達の友達程度の親しさだ
ったので、「デンバーって？？？？？ひょっとしてあの
コロラドのデンバーにお引っ越しされるの？是非、是
非、keep in touchしましょうね！」と言って、密かに将
来、コロラドにスキーに行かせてもらうことのみを企みな
がら、DCから見送りした（これが下心というものか）。

それが単なるお決まりの挨拶ではなく、冬が近づくとやけにDCの友達の友達の友達の友達だっ
たはずの聖子から連絡が増え、その冬には本当にコロラドにスキーに行ってしまったのだから、さ
すがのカルロス君（しつこいが、イカロスではない）も吃驚したことだろう。

彼曰く、「日本人はいくら挨拶で言ったことでも忠実にそれを守る性分なのか、俺に相当気がある
のか、ただのミーハーの新し物好きか」と思ったそうだ。確かに普段テニスばかりしている私が、「冬
になりました。では、スキーに行きたいです」と言ったところで、そう思われてしまっても仕方が無い。

そうして決行した第1回コロラドスキーだったが、一度
ロッキー山脈で滑ってしまうと、もうスキーの麻薬に取り
付かれて止められない。自然と一体となって、森の中を
雲にふわふわ浮かびながら、滑っている夢のような感
覚・・・。これが他の何でも体感できない、コロラドスキー
の魅力である。

後々、カルロス君は私のスキーに対する本気の情熱と
執着を理解してくれ、それ以来毎年10日以上一緒にス
キーをし、彼を通してコロラドにたくさんの友達もできた。

「この広いコロラド中探しても、こんなにスキーに熱い熱い女はいない！」

「DCに住んでいながら、コロラドのリフトシーズン券を持っているのはお前しか知らない！」
「普段DCの0メートル地帯に住んでいるくせに、標高4,000メートルの山に到着するや否や、どう
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して地元の俺たちと同じペースで滑れるの！？！？」 と珍しがられ、怪しまれたものだ。

それをいいことに、「今度X月X日からX日間コロラド行
くからよろしくね！」と一言伝えておくと、「よし、分かっ
た！」と、コロラド側で旅程を全て計画しておいてくれる。
オフシーズン中には私のスキー道具一式を、納戸に置
かせてくれている。ハンドバッグ一つでデンバーまで飛
ぶと、空港からピックアップされ、大抵はそこで初めて、
今回どのスキーリゾートにどんなメンバーで行くのか分
かる。飽きれる程のVIP待遇だ。

ここで、コロラド州の回し者ではないけれど、お忙しい
読者の皆様でも計画可能なDC発、コロラドスキーをご
紹介しましょう。

DCAからDenver直行便で木曜日午後にコロラド入りし、その日のうちに山まで行く。Denverから
は車もしくはバス。金、土、日と3日間滑り、その日のレッドアイでDCに向かい、朝8時にDCA着。そ
のままオフィスに直行し、9時には始業可能！

これだと、仕事を休むのは1.5日。飛行機代は予約時期が早ければ、およそ$350、宿泊はホステ
ルだと$25X3days=$75、リフト$45/day(割引クーポン利用)、バス／ガス$50、3日半3食自炊$70
で、トータル$700以下で実行可能となる（レンタルスキーはおよそ$50/day）。

もちろん、これは私のように時間とお金を極端に節約したい人用のプランであり、単純にスキーと
いうスポーツだけに焦点を当ててある。所謂、筋肉質体育会系で、心地よさ・快適さ・優雅さは極端
に軽視されている。これに前後ろ、半日ずつ余裕をもって休んだり、中1日スキーをしないショッピン
グの日を作ったり、素敵なスパ付きのホテルに泊まったり、お食事も豪華レストランでゆったりとな
ると、値段が一機に上がるがスキー以外の楽しみや快適度がアップする。

この筋肉質体育会系プランで行き続けるコロラドでのスキー、中でも地元の雪男友達に案内して
もらう、オフピステスキーは、夢心地であると同時に、とってもチャレンジングだ。

デンバーの南西に位置するシルバートンでは、雪崩対
策の講習を受け、ビーコン（雪崩で埋もれた時に位置を
見つける装置）、ゾンデ（雪崩で埋もれた人をつついて
探す棒）、シャベル（埋もれた人を掘り出す）を全員が持
参して滑ることが義務づけられていた。何が起こっても
スキー場を訴えませんという書類にも恐る恐るサインし
た。

ベイルリゾートの裏斜面では、Gateと呼ばれる「ここか
ら先は超エキスパートのみ。救助にも行けませんから自
己責任でどうぞ」と看板がかかっているエリアに入って
行った。日本のように「ここから先は立ち入り禁止！」となれば諦めもつくのに、自己責任で入って
も良いよとなると、生まれつきの好奇心がじわじわと泉のように湧いてくる。我ながら困ったものだ。
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入ってしまったは良いが、自分の身長より高い崖から
飛び降りないと先に進めない箇所があると、ヘルメットを
していても怖じ気づきそうになる。友達が先に飛び、半
泣きの私に、「どこをめがけて・・・どういう姿勢で・・・どの
速度で・・・何を考えて飛んだら良いか・・・聖子ならでき
る！！！！！」と励ましながらアドバイスしてくれた。よう
やく、へっぴり腰の私がジャンプすると、皆がワーッ！と
歓声を上げてくれた。

また、2月のクレストビュットでは腰までの深雪の中、ボ
ールと言われる急斜面をみんなに連いていこうと、足が
パンパンになりながら、必死に滑っていた。すると不覚にも、私のスキーが片方だけ外れ、深雪に
埋もれて見つからなくなってしまった。私一人では途方に暮れてしまいそうなところ、雪男友達が20
分かけてザックザックと深い雪の中から探し出してくれた。私の新品スキーが出て来た時、「神様、
仏様、カルロス君！」と崇め奉らずにはいられなかった。

春の山がクローズになる最終週末には、別の楽しみ
方があり、ハロウィンさながらにコスチュームを着て滑
る。牛、バイキング、パンダ、金正日、ビキニ姿のお姉さ
んなど、にぎやかだ。もちろん、私も乗り遅れてはいけな
い！と、昭和時代のアイドルのようなキラキラ衣装で皆
の仲間入りを果たせた。

本当にお騒がせで、世話のかかる私なのに、誰も嫌な
顔一つせず、いつも仲間に入れてくれ、助けてくれる。毎
回パラダイスのような思い出を作ってくれる。そんな皆に
対し、私は宿で夕ご飯を作ることくらいでしか、まだお返
しができていない。

実は、スキー通の彼らが強い興味を示すのが、北海
道のニセコでの深雪オフピステスキーだ。日本が誇るニ
セコの深い軽い雪はコロラド勢にとっても魅力的らしい。
私の夢はいつの日かコロラドの友達全員をニセコに招
待・案内・大合宿を実現することだ。

勿論スキー後の温泉、おいしいお鍋、それに人肌に温
もった日本酒を添えて、筋肉質体育系ではあり得ない、
優雅な日本のスキー文化一式を披露したい。それが彼
らにとって忘れられない日本でのスキーの思い出になっ
たら、その時初めて溜まりに溜まった私の側からの恩返
しができる気がしている。

次回はランニング編です。お楽しみに。
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「ワシントン　スポーツ三昧　その3：ランニング編（Part 1）」

皆様の心温まるご支援のお陰で、遂に、3部作完結間近まで漕ぎ着けた。書く前からこれで終わ
るのかと思うと、最初は多少、無理矢理強引に頼まれて、お引き受けしたはずなのに、なんとなく寂
しく・空しく・後ろ髪を引かれる思いがするのだから、不思議なものだ。

執筆を通して、またまた新しい知り合いが増えたのは思わぬ収穫だ。

スポーツ三昧を書きながら、これが“江戸っ子の血が流れている”ということかと始めて自覚し、自
然とスポーツにのめり込んでしまう自分のDNAを、ピンセットで取り出して面と向かって問いかけ、
確認したい誘惑に駆られている今の自分が、何となく恐ろしい。

番茶も出花の今から・・・年前の輝ける17歳だった11月のある日、高校から自宅に戻ってくると、
台所で夕食を作っていた母が突然振り返り、何やら意味ありげにニヤっニヤっとしている。

一方、隣で父（今では何故か有名になった“力”である）は、心持ち心配そうな表情・・・

はて、なんだろう？？？　　　私、何かしたっけ？　

“今週に限って、悪い点数の数学のテスト結果は隠してないはず！！！！！”

“友達と流行りの、変な集団写真でも撮ったっけ？？？？？”

こういう時の私の頭の回転は、頗る速い。

食卓の上には、およそ1ヶ月前に父と一緒に走った初
めての“江戸川区10キロマラソン大会”のプログラムと、
その横に書きなれた文字の手紙が置いてあった。

母（名前を“京子”という）が、「この手紙、あなた宛なの
よ」と、わざとよそよそしく言う。

そして、何故か既に封が切られた（母も相当中身が気
になったのだろう）手紙を恐る恐る手に取った。

便せんに、きれいな手書きの字で、時候の挨拶から始まり、自己紹介に続き、最後9キロ時点で
カモメ大橋を走る私の姿（歯を食いしばって、ひどい表情をしていたに違いない！）が、その人の目
を惹いたとあるではないか！！！何これ！！！俗にいう、ラブレター！？！？！？

さらに読み続けると、その大会でまぐれにも一般女子の部で入賞した為、私が表彰式でトロフィー
をもらうところを、遠くからじっと見つめていたとある！！！！ひょえ〜〜〜〜〜〜！これじゃ、ひょ
っとして噂のストーカー！？！？！？　
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なんとご丁寧に、ご本人の写真も同封されているではないか。パンチパーマのヒゲもじゃで、つっ
かけを履いて仁王立ちの写真・・・・どうサバよんでも、私より10歳以上年上のおっさん！！！（冷静
に考えると、17歳に10歳足してもわずか27歳なのだが。）

小学校から女子校通いで、そういう浮いた話には、とんとご縁がなかった私。デズニー（ディズニ
ーではない）のシンデレラ物語のように夢描いていた（実は今でも密かに夢見ている）“ラブレター”
の素敵な妄想が、瞬く間に散り去ったのが、残念ながら当にこの瞬間だった。

しかも、超ド過保護の両親が、きちんと先に手紙を開けて、隅から隅まで読んでいたので、秘密め
いたドキ・ドキ・わく・わく・キュン・キュン感の欠片（かけら）も無い。

さらに悪いことには、親戚中にその話が瞬く間に広まり、（シンデレラ物語にも良く登場する）年上
の意地悪従姉達には、「よりにもよってこの写真！クスクス・・・　普通、気合入れたラブレターに、つ
っかけ履いた写真つけて送ってくるかねぇ～　ゲラゲラ・・・。いや～、聖子はやっぱモテるワ～（大
爆笑）」と散々からかわれる始末。

一日も早く、皆の記憶から忘れ去られることのみを願
っていた私の期待＋願望とは裏腹に、驚く事なかれ、そ
れから僅か2週間後、更にもう1通が届いたのにはたま
げた。

勿論1通目と同様、両親が先に開封し、そしてまたも親
戚中に閲覧に回った。

遂には、勇気あるそのヒゲもじゃおじさん（冷静に計算
したら27歳なのにである）は、自宅に電話してきた！母
がここぞとばかりに

「うちの娘は、まだ高校生ですけど、何か御用ですこと？こういうことは、お止めになって下さいま
せ」とピッシャリ伝えると、相手は相当怯（ひる）み、驚いた様子だったとのこと（まだピチピチの高校
生だって言うのに、一体何歳のオバはんと勘違いされたのだろうか？全くし失礼してしまうわっ！）。 

こうして、手紙と電話を宛てられた張本人の私が何のアクションを取ることもなく、反省するはずも
なく、憧れのシンデレラにもなれず、ストーカー犯を警察に突き出すわけでも無く、ただただ恥ずか
しい思いをしただけで、この“ラブレター事件”はようやく一件落着した（今でも暇な時に、あの時の
つっかけ履きパンチパーマが脳裏をよぎるのは一種のサイコ現象なのだろうか・・・クワバラクワバ
ラ）。

同じ年（まだ17歳だ）の12月に入ると、今度はその縁起でもない江戸川区大会のスポーツ担当理
事殿（ワシントン日本商工会ではないので念の為）から突然電話があった。

よくよく聞いてみると、翌年の3月に江戸川区の姉妹都市である伊豆大島で開催される、10キロ
大会に選手としてご招待したいとのことだから、腰が抜ける程びっくりした。どうやら上位入賞者が
全員辞退したので、6位だった私にまでお鉢が回って来た様子。
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どうしよう！これは困ったゾ～　。

私はもともと、スキーとテニス（ここまでは既に話した）のふた筋なので、10キロ大会は遊び気分
での初挑戦。ランニング専用腕時計なんてものはおろか、他のランナーのような格好いいランニン
グウエアも持ってない。持ち合わせの真っ白のテニスウエアにランニングシューズという出で立ち。

正直その時、ランニングそのものには、全く興味が無かった。ただ大好きな父（力という・・・そろそ
ろ皆覚えたか）と一緒に走りたかっただけなのだ。もちろんタイムの目標などなかったし、練習と言
っても週1回程度、テニスの合間で気が向いた時に、近所の江戸川の堤防沿いを、ちょっと走って
いただけだった。

きっと、この愛する父と一緒なら、それが園芸でも、日曜大工でも、落語でも、浪曲でも、相撲で
も、演歌でも、競馬でも、マージャンでも・・・・な〜んでも良かったのかもしれない。

私一人では、走るペースもつかめないというド素人、10キロを完走できる自信もなかった。てなこ
とで、せっかくの一生一度の、特別ご招待選手になれそうだったのに「すみませんが、父と一緒でな
いと10キロも走れません。。。」と断ってしまった。

そんな調子だったので、10ウン年経った今でも、ワシントンDCに所変わっても、ランニングへの思
い入れと情熱の薄さは変わっていなかった。確かに走った後の達成感は味わえても、走っている途
中、ランナーズ・ハイなど感じられた試しがない。あと15分くらいだったら、このままなんとか走り続
けられるかなあ、と思うことはあっても、楽しくて楽しくて気分最高！これだからやめられない！など
とは、不幸にも一度も味わったことがない。

むしろ、走り終わったら、あれ（たこ焼き、肉まん、餃子、焼き鳥、カレーライス・・・）食べよう、これ
（ビール、焼酎、ラムネ、ファンタオレンジ・・・）飲もう、ここ（内緒・・・）に行って、誰（これはもっと内
緒・・・）と遊ぼう、などと不埒なことを考えている、ランナーの端くれにも置けない、超不謹慎ダメ・ラ
ンナーなのである。

TO BE CONTINUED....

次回は本当の3部作完結編で、ランナーの端くれにも置けない超不謹慎ダメ・ランナーの筆者が
憧れのボストン・マラソンを目指す（？）までの話しです。ご期待下さい。
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「ワシントン　スポーツ三昧　その3：ランニング編（Part 2）」

こんなことをとりとめも無く書き過ぎて、読者の皆様にランニング嫌
いになって頂いても困るので、週に4−5回も（！！）走り続けて20年と
いう、友達でランニングの巨匠、ジェフおじさんに、ランニングの極意
を聞き込み調査した。その結果をこの機会に御紹介したい。

ある日曜日の朝、C&O運河沿い、隣を走っているジェフさんに、
「ジェフさん、突然ですが・・・・走るのって一体全体、何が楽しいので

しょうか？」
「えっ！あんた今更何を・・・・」と、10マイルも走った後で何を聞くの

かと、最初は豆鉄砲をくらった鳩のような顔をされていたが、律儀で礼
儀正しいジェフおじさんは、親切に次のように教えてくれた。

ランニングとは実は瞑想なんだよ（これは凄い）。日常の忙しさや仕
事から解放されリラックスできる貴重な時間なんだよ（これも凄い）。

しかも自分が心地よいスピードで走ると、リズミカルにダンスしなが
ら瞑想しているような感覚になれるんだよ（これはもっと凄い）。

その上、普段、車やメトロでは、気づかない自然の顔をゆっくり堪能でき、四季の移り変わり、川
の水の流れ、お日様の明かりと陰のコントラストを楽しめるんだよな～。（凄い・凄い・とっても凄い）
・・・・へえ〜！！！まいった、まいった。

中でもマラソンは、ランナー達の最大の目標＝レースの王様であり、完走すると人生観、世界観
が変わるとまで聞いていた。

その時から、私にとって“マラソン”は、スカイダイビング同様（こちらは既に実行済！）、恐いもの
見たさで、人生で一回はやってみたいことの“バケットリスト”の一つに入ってしまっていた。

頭に浮かぶと即実行。物は試しに、毎年秋に開催されるワシントンDC最大のマラソン大
会“Marine Corps Marathon”の日、沿道に出てランナーの応援をする振りをしながら、自分でも走
れるものか、吟味してみた。

ランナー達のいかにも辛そうな様子を見るにつけ、“あー、やっぱり応援サイドでよかった”と思い
ながらも、同時にいつも通りの、江戸っ子の好奇心・DNA・性（さが）がフツフツと沸きこぼれ（これは
自分ではどうしようもなく抑えられない・・・夏目漱石の“坊ちゃん”みたいなもんだ）、やはり一度は
ランナー側にまわってみたいという思いが、じわじわ募るのである。

一途の思いは石をも通し、遂に神様の思し召しか、昨年、そのマラソンに初挑戦するという恐ろし
い機会が到来した。毎年応援の振りをして偵察していた、あの“Marine Corps Marathon”だ。

（マラソン準備編）：マラソン前の１ヶ月は、大好きなテニスまで減らして練習・練習・又練習。週末
に10マイル1回、15マイル1回、20マイル1回とさらに平日に5−6マイルを毎週2回ずつ位走った。

初マラソンで本当に完走できるのか、それよりも途中で怪我をして、まさかその後、大切なテニス
に支障が出ないかと、恐れおののいていたものだ。

少しでも楽に完走したいと、マラソンの本を2冊借りて読んだ（実はこの本読んで、私の練習量と
期間が極端に少ないことが判明し焦った・・・）。

直前1週間になると、もう練習には時間がない。しかも不十分な練習だったと、今更ながら少し反
省し、神にすがるような気分で、いっちょまえに食事療法まで取り入れた。



Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.

JCAW Copyright © 2011 All Rights Reserved.
会報内すべてのコンテンツの無断転用を禁じます。 

15

号外 〜Vol.1〜

3日間はステーキ、魚、チキンとタンパク質ばかり食べ（これが思ったより大変）、その後3日間は、
ご飯、パスタ、パン、カステラと炭水化物ばかり食べた（私はこっちの方が楽だった。3日ぶりに白い
ご飯にありつけた時の幸福感に、日本人を実感した）。

（マラソン当日・本番編）：朝4時半起床。マニュアル通り、何故か大盛り親子丼（タンパク質と炭水
化物両方をレース3時間前までに食べる！）をたっぷり食べた。

まだ暗い中、緊張しながらスタート地点のアーリントン国立墓地に到着・敬礼。見慣れた朝焼けの
美しい景色、一緒に練習して来た仲間・仲間・仲間達、晴天で気温もちょうど良さそうだ。気分も盛り
上がって来たぞ～。さあ、ここまで来たら、もう後には引けない。いよいよ初マラソンの始まりだ。轟
音一発　ヨ～イ・ドン！

普段は、車しか通れないワシントンDCの大通り、モニュメントやホワ
イトハウス、キャピタルを真っ正面に見ながら、その真ん中を堂々と走
るこの爽快感。

まるで自分がDCを征服した・・・というのは言い過ぎかもしれない
が、少なくともこのレースの主人公（さすがにシンデレラではない）にな
った気分は、上々だった。

ランニング嫌いの私でも、悪い気はしなかった。

ハロウィーン当日のレースだったので、恐ろしいマラソンを気分だ
けでも楽しもうと、コスチュームに、てんとう虫（英語は優雅な“LADY 
BIRD”）のシャツを着て走った。

途中沿道から、見ず知らずの老若男女から“頑張れ、てんとう虫！”
と声をかけてもらうと、お調子に乗りやすい江戸っ子タイプの私は、更
に気分を良くして、体力を温存しておくこともすっかり忘れ、その度に
手を振ったり、ポーズをとったり、ニコッとして、声援に応えたりしていた。

もちろん、見ず知らずの人たちから応援も嬉しいが、やっぱり、親しい友達や知り合いの声援は、
何倍も嬉しく、どれだけ励みになったことか。

5マイル地点のジョージタウンでは、かわいい同僚が旗を持って、沿道で応援してくれた。オフィス
で、マラソン準備の話を聞き飽きていただろうに、休日の朝まで応援の為に早起きしてくれた。あり
がとう！暑くなってきたので、アームウォーマーを受け取ってもらった。

13マイル地点では、テニス友達で超多忙弁護士のロビンちゃん（バットマンの相棒ではない）が、
まだかまだかと沿道から乗り出して、私を探してくれていた。テニスコートでは、いつも容赦なく私を
叩きのめしてくれ、つまらないことには一分一秒たりとも時間を割きたがらない、厳格でロボットみた
いな人。

そのロビンちゃんが、なんと私の為に、予定時間の30
分も前から、沿道の一番目立つところに陣取って、日の
丸をブンブン振って、ゲータレードも飲みやすいようにわ
ざわざカップに入れて、いつものテニス姿で応援してくれ
ていたのである。うれしかった〜。

15マイル地点では、セクシーナースに変装した友達
で妹のような真希ちゃんが、聴診器を首にかけなが
ら、500メートル程伴走してくれた。“ありがとう！早く所
長の応援に行ってあげてね！”
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17マイル地点では、いつもお化粧ばっちりで長いつけ爪をし、エクササイズには一切興味なしと
いう、所謂お嬢様タイプのルームメートが、友達まで引き連れて応援してくれた。そんな声出たの！
？とびっくりするくらいの大声で「GO・GO～ S・E・I・K・O!!!!!」と叫び、その長い素敵な爪の手で、ぶ
どう味の栄養補給ジェルを渡してくれた。“ありがとう！”

20マイル地点では、大親友のヘザーとインガが、私からも見つ
けやすいようにと、自らコスチュームを着て、日の丸を振り、声で
は足りないと笛までピーピー吹いて、どんなランナーでも見逃せ
ないような、とっても華やかな応援をしてくれた。

応援者の移動手段は自転車が一番よ！と準備周到で、そこか
らわざわざ、25マイル地点に移動して、2回目の大声援をしてく
れた。

その時点になると、私はもう生きた心地はせず、体はミシミシ
バシバシ言うし、辛くて泣き出したいし、すぐにでもストップしてし
まいたいし、でもタイムも気になるしと、あまりにも惨めだった。

ヘザーが沿道から、私の近くまで走り出て来てくれて、
「ここまでこんなに頑張ったんだから、もうちょっとだよ！聖子な

ら絶対できる！がんばれ！！！」と、優しく励ましてくれた。
気の良いヘザーは、2週間前の20マイル練習にも、土曜の朝

７時から自転車に乗ってリュックサックを担いで、約3時間も伴走してくれていた。私の調子や、ペー
スを良く知っていて、本当に親身になって全面サポートしてくれていたヘザーからの励ましは、格別
だった。“感謝してもしきれない”

最後は、走ると言うより、夢遊病者のようにフラフラ這うようにして、何とかゴーーーール！！！3
時間35分58秒。ボストンマラソンQualifyのおまけ付きだ。

15名近くの偉大なるサポーター様達の大声援に助け
られ、やっぱり世話のかかる私は、こうしてようやく“バケ
ットリスト”のマラソンの欄に、チェックを入れることがで
きた。

こんなに苦しいマラソンは、もう二度とごめんだと思う。
でも、アメリカでこんなに多くの皆に支えられて、応援し
てもらって、少しずつ成長して来た。夢を抱き、数々の
無鉄砲な挑戦もして、少しは自信もついて強くなれたは
ず。

17歳の時には、招待レースをあっさり辞退してしまった
が、せっかく今回Qualifyしたボストンマラソンだ。今度は
機会を逃さずに、2012年4月に走ってみようかな・・・・うーん、夢多き乙女は悩む。

ワシントン　スポーツ三昧　完
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ワシントンおとめ　Vol.1

様々なバックグラウンドの人間をひきつけてきた首都ワシントン。政府機関、企業、国際機関、芸
術など幅広い分野で活躍する日本人女性も目立ってきました。このコーナーでは、そんな女性た
ちをインタビュー形式で取り上げて紹介していきます。第1回は、前月号までの会報で「スポーツ三
昧」を執筆して下さったインテレッセ・インターナショナルの渡邉聖子さん。

～略歴～

渡邉　聖子（わたなべ・せいこ）

東京都江戸川区生まれ。幼稚園から高校まで都内の私立女子校に通う。早稲
田大学第一文学部（心理学専攻）卒業。アフラックアメリカンファミリー入社、仙
台支社に配属。約2年の勤務を経て退社し、渡米。ミズーリ州ウェブスター大学
で人事管理（HR）の修士課程を修了。2005年、インテレッセに入社。ワシントン
DC事務所の立ち上げ要員として勤務を開始し、現在に至る。

ー現在の仕事の内容を教えてください。

「ワシントンDCと近郊（バージニア、メリーランド）で、
日本企業や日本政府の関連機関を中心に、派遣スタッ
フを紹介するのが主な仕事です。アシスタントやリサー
チャー、翻訳の依頼が多いですね。派遣スタッフは日
本人が約7割、日本語を話す米国人が残り3割。派遣ス
タッフとして登録を希望するかたの面談や、人材を探し
ている企業の訪問、派遣スタッフのフォロー、契約の締
結、人事セミナーへの出席、情報収集など多岐にわたる
仕事を2人でこなさなくてはならないため、なかなかの激
務です（笑）」

「日系の多くの人材派遣会社は、拠点を大都市に絞
り、残りの都市は出張ベースでカバーする形をとっていますが、弊社は中堅都市も含めた全米15ヶ
所に小さなオフィスをかまえて対応する『地元密着型』が特徴です。首都ワシントンでも、日本企業
のコミュニティーは比較的小さいので、顧客企業を実際に訪問し、各企業さんの社風や立場をつか
みやすい環境にあります。そのうえで、お仕事をお探しの方にも登録頂いた後に直接お会いし、履
歴書だけでは分からない雰囲気や（ポストの空きがある）会社との相性などを総合的に判断し、人
選を決めています」

ー仕事のやりがいは。

「企業内の人事部での採用担当の仕事では、その会社や（空席がある）ポジションと合うかどうか
で、採用するかを判断するため、条件に合致しない場合はお断りせざるをえません。人材派遣会社
の場合、ほとんどすべてのかたに、いつかどこかでの天職があるはずで、それを見つけるお手伝い
をすることに挑戦とやりがいを感じます。また、派遣したスタッフが実際に勤務を開始し、新しい職
場で活躍している様子を見たり聞いたりすると、成長するかわいい子供を見届ける親のように、涙
が出るぐらいうれしくなります。特に、派遣する前は『大丈夫かなあ』と心配していたような人がバリ
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バリと働いているのを見るほど嬉しいことはないですね」

ー大学卒業後、一度日本で外資系就職会社に就職していますよね。当時からいつか海外に出よう
という目標があったのですか。

「まったくありませんでした（笑）。帰国子女だったわけ
でもなく、留学経験があったわけでもなく、漠然と『英語
が話せるようになったらいいな』と考えていた程度でし
た。『就職氷河期』の真っただ中だったので、就職活動
の時期にはとりあえず手当たりしだいに履歴書を送りま
した。全部で100社ぐらいでしょうか。ただ、OG訪問など
をこなしていくうちに、若いうちから責任ある仕事を与え
てもらえる外資系企業に関心を持ち始めました。（前月
号までの）『スポーツ三昧』の連載でもお分かりになって
頂けたかもしれませんが、やり始めたらのめりこむ性格
なので（笑）『とりあえず入社後数年間はバリバリ働きた
い！』と思っていたものですから」

ーアフラックでの経験はどうでしたか。

「アフラックでは仙台支社に配属され、初めての東京以外での生活、初めての一人暮らし、と初め
てづくしの社会人スタート。現地の代理店の管轄や営業支援を任されましたが、代理店のかたはた
いていが私の親ほどの年齢。最初は『この子はいったい何の役に立ってくれるんだろう』と半信半
疑に見られていたと思います。保険の商品や営業面での知識をつけると同時に、地元のお祭りや
行事に週末返上で参加したり『ドブ板』的な努力を重ねて、ようやく2年目ぐらいから信頼され始めた
ような気がします。仕事にも慣れ、地元の方々とも仲良くなり、ごはんもおいしく、本当に毎日が楽し
かったです」

ー留学を決意したきっかけは何ですか。

「入社後2年が経ち、仙台での生活を満喫していた半面、入社以来手さぐりでやってきたことを体
系的に学びたい、と思うようになっていました。組織や人のマネージメントなどを効率化できる理論
があるのでは、と考えたのです。とにかく早く勉強したいと思っていたので、1年でHR（人事管理）の
修士号が取れる大学を選びました。留学前の段階では、ずっとアメリカに住むつもりはなく、修士号
を取り終えたらまたすぐ日本に帰国する計画でした。仙台を離れるにあたり、仲良くなった代理店の
人たちから『仙台を捨てていくのか』と言われたりもしましたが、『すぐに帰ってくるから』と泣く泣くお
別れをした記憶があります」

ー大学院生活はどうでしたか。

「勉強面では、法律面からの人事とリサーチ＆アセスメント（分析・評価）などの授業が勉強になり
ました。日本の大学での授業と比べて、主体的に発表したり調べないといけなかったり、実社会に
基づいたケーススタディーをしたりと、ひとつひとつがすごく新鮮でした。ただ、企業の人事部に勤
めながら通う学生が多く、授業も夜が中心。刺激（？）が少ないセントルイス（ミズーリ州）での生活
そのものにも退屈してしまい、半年後には限界を感じるほどになっていました。ちょうどその頃、大
学の分校がワシントン近郊にあるのを知り、すぐに引っ越しました」

「DCでの生活は本当に楽しくて楽しくて・・・当初1年の予定だった留学期間を（専攻を増やして）1
年半に伸ばしましたが、いつのまにか、日本に帰国するというのが想像できないほど、ワシントンで
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の生活に浸かっていました。『1年で帰る』と宣言していたこともあり、当初、両親にはアメリカにと
どまることに強く反対されましたが、アメリカで働くことがいかに自分にとって重要かを熱く語るうち、
その熱気に押されたのか、しまいには『そんなにやりたいなら好きなようにしなさい』と諦めてくれま
した（笑）」

ーワシントンの魅力は何だと思いますか。

「たくさんありすぎて、答えに困りますね（笑）。ニューヨークのように大き過ぎずちょうど良いサイ
ズで、1時間もドライブすると山や海の自然も楽しめるという点が一番気に入っています。たとえば、
週末には朝、ポトマック川沿いをランニングして、DCのおしゃれなレストランでブランチを食べ、午
後スミソニアン博物館に行き、夜はケネディーセンターでコンサートを楽しむなど、1日のうちにここ
までバラエティーに富んだ活動ができる都市はそうそうありませんよね。国際色豊かで、いろいろな
国の文化を感じられる点や日本ように四季や桜があるのも好きです」

ーアメリカでの失敗談があれば、聞かせてください。

「何でも体当たりする性格なので（笑）、いくつもの失敗
談がありますが、一番怖かったのは、あの世行きかと覚
悟を決めた車の大事故です。忘れもしない、05年のメモ
リアルデーの朝、高速道路を走っていたとき、出口を通り
過ぎそうになり、慌ててハンドルを切ったところ、猛スピー
ドで走っている車に接近したため、もっと慌てて急ハンド
ルを切りました。すると、何と車が片足状態になり、着地
した瞬間、車は横向きですでに操作不可能な状態に。後
ろ向きのまま、ガードレールに向かって猛突進！突き破
って下に落ちるかと思ったら、意外と頑丈なガードレール
は車を跳ね返し、今度は高速道路を横断して中央分離
帯めがけて突進。また跳ね返され、ついに6車線のど真ん中に横向きで停止。車の前後はペシャン
コにつぶれ、生きた心地がしませんでした」

「気が動転した私は、とっさに『渋滞をひきおこしては大変』と考え、そそくさと車から出て『すぐに
車を動かしますから！すみません！』と周りの人たちに頭を下げながら、火事場のバカ力で何とか
自分ひとりで車を路肩まで押していきました。強運なのか、神様に見守られていたのか分かりませ
んが、大きな怪我をすることもなく（エアバッグで多少顔を打った程度）、免許停止になることもなく、
とりあえず一件落着となりました。これ以降、安全運転を心がけるようになったことは言うまでもあり
ません」

ー今後のキャリアプランは。

「とことん人事にこだわっていきたいと思っています。これまで米国企業や日本企業での人事を経
験してきたので、多種多様な人材が集まる国際機関などでの人事の仕事にいつか挑戦してみたい
です。誰が使っても同じ機械などと違い、人はある意味『生モノ』なので、やる気しだいで非常に大
きな力を発揮したり、小さな力しか出せなかったりする。自分の頑張り次第でほかの人のポテンシ
ャルを最大限伸ばすこともできる、というのが人事の仕事の醍醐味だと思います。どの組織でも『人
こそが組織を強くする基本軸』　だと考えているので、その一助になれればという気持ちもあります」

（聞き手；袴田奈緒子）
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