
  

 “現地の温度を教えてください！” 

 

 “初アメリカ超楽しみなんですけど” 

 

 “今回ご一緒させて頂く秋元です。よろしくお願いします。” 

 

 “こちらこそよろしくどーぞ！！” 

 

この旅の為に作ったグループラインにぞくぞくとコメントが入ってくる。 

 

便利な世の中になったもので今回の旅行の参加者と互いに当日前にとっくに会話をしている。 

 

一人の質問に答えれば皆がそれを見ることが出来る。 

 

パスポートのコピーなどもグループラインで送ってもらっているせいか、 

 

空港で初めてお会いした時でも、もうとっくに顔見知りのような錯覚をおこした。 

 

首尾よくチェックインを済ませ、米ドル換金所へ向かう。 

 

毎度毎度のことだが、換金額は人によって違い、その額が多ければ多い程、 

 

遊ぶ気、満々ということだ。 

 

うちの代表、通称バシタカが何か企んでいるかのような笑みを浮かべて換金している。 

 

“...........。” 

 

毎度のことだ。気にするのはやめよう。 

 

“搭乗する前に一杯ひっかけよう” 

 

これはいわば現実の世界との別れを告げる儀式のようなものだ。 

 

日頃の忙しい毎日をビールと共にどこかに放り投げ、夢の世界へむかう。 



 

“カンパーイ。よろしくお願いします！” 

 

バシタカの発声と共に現実に別れを告げ、お楽しみ１００％の旅が始まった。 

 

 

～パームスプリングスゴルフツアー２０１６～ 

  

 

＊キャスト紹介＊ 

寺本 節子さん 

通称 シェルママ 

 

神奈川某所でラウンジを展開するママさん。 

根っからのお酒好き。 

海外ゴルフ旅行が趣味。 

 

 

 

 

 

秋元 則子さん 

通称 のりちゃん 

ゴルフというよりも旅行が大好き。 

年間数回の海外旅行をこなす。 

 

こーみえてお酒は飲めません。 

 

 

 

 

 

 

 



永瀬 秀さん 

 

スポーツプラス企画のイベントは、ほぼ皆勤賞。 

娘さん 3人を持つ優しいパパさん。 

 

かなりのキレイ好き。 

お酒も丁度よいほどにたしなむ。 

全てが丁度いい方。 

 

 

 

東野 馨人さん 

 

通称 名人 

怪物級の体力をもつ。 

よく寝、よく食べる。ゴルフやっている時以外は 

寝てるか、食べてるかどっちか。 

 

お酒は飲みません。 

 

 

村上 貢プロ 

 

元パームスプリングス在住歴 10年 

英語ペラペラ。 

パームの土地勘完璧で今回の先導役。 

面倒見がよく、女性陣から羨望のまなざし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ロス 

 

村上プロの長男。パーム在住。 

お父さん大好きの好青年。 

ゴルフはしないが、毎日キャディーをやってくれる。 

″ＩＩＩＺ″というバンドのドラマー。 

全米メジャーデビューを果たした。 

 

 

 

 

髙橋 祐樹 

 

通称 バシタカ 

 

我らが（株）スポーツプラスの代表。 

芋焼酎をこよなく愛する。 

最近はいじられ役に徹する。 

まんざらでもないらしい。 

 

 

 

 

今井 克宗 

 

通称 イマカツ 

ただの酔っ払い。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ロサンゼルス空港到着 

 

僕等の夢と希望を乗せたシンガポール 012便が無事にカリフォルニアの 

大地にランディングしたのは昼の 12時半過ぎだった。 

よく寝むれた人、映画を 4 本も見てしまった人など様々だが、それぞれの疲労感

となり、顔に写し出されていた。 

同時にロスに到着した便が少なかったのか、いつもは無茶混みのイミグレは 

なんなく通過できた。 

誰か騒いでいる男がいる。ふと見ると名人だ。 

酒も飲めないのに何騒いでんだ。 

『ボブ・サップ』 

まじか。でけー。2秒後に我に返り、走り出す。 

『写真』。  

名人の日本語は万国共通だった。 

ロスに降り立った瞬間に起きた奇跡に 

名人は何らかの勘違いをし始めた。 

『この国やベー』 

まるで東京に行く度に有名人に会えると思っている 

おのぼりさんのようだった。 

まーいい。夢から無理やり起こす必要はない。 

 

毎回ロスを思い出すたびに 1番に回想するのが空港を１歩出た時のヒヤッとした

湿度の低い空気。 

これぞカリフォルニアと言わんばかりの清々しさの中で、くゆらすタバコは 

何物にも代えがたい。そうこうしているうちにサクラレンタカーのバスが 

到着した。 

 

 

 
 

 

 

 



 

  いざパームスプリングスへ 

 

今回手配した車はトヨタのシエナ。 

アメリカによく来るゴルファーには大人気のミニバンだ。 

そのシエナを 2台。４－３に分かれて乗車した。 

バシタカ号と村上号。 

『ラブワゴンいざ出発！』 

ロスから広々としたハイウェイを飛ばし、パームへ向かう。 

ラジオから聞こえる最新ヒットナンバーに身を預け、周りの景色を眺める。 

後部座席のノリちゃん、シェルママは眠気もあってか、おとなしい。 

『今に見てろよ。眠気も吹っ飛ぶような景色をおみまいしてくれるわ。』 

運転中のバシタカの顔にはそう書いてあった。 

途中、村上号と並走した。名人は窓に頭を押し付けて爆睡している。 

『子供か』 

予想外の渋滞にはまり予定時間を大幅に狂わせてしまった。 

まーいい。旅とはそーいうもんだ。 

途中、日本食が沢山売っているスーパーに寄る。 

今回は 4ベッドルームのコンドミニアム１棟を借り切っている関係で 

キッチンもある。米やら味噌汁やら大量買いだー！ 

女性陣に料理してくれと言わんばかりに食材をカゴに詰め込む。 

女性ってなんて大変な生き物なんだろう。男やめられねー....。 

バシタカは芋焼酎を買っている。性別以前の問題だ。 

もう一度ハイウェイに乗り直し、小人７人は目的地に急ぐ。 

白雪姫が待っている🎶 

しばらくするとパーム名物の風車の大群地帯が見えてきた。 

幾千にも連なる風車。その姿と共に風は強まりハンドルを持つ手に力が入る。 

見たこともないほど大きな岩山に、沢山の風車。異様なまでの。 

車内は眠気も飛んだ女性陣の絶叫がこだまする。 

バシタカ、イマカツ ガッツポーズ！それみたことか！ 

ルームミラーから後ろの村上号の様子を伺う。永瀬さんが写真を撮っている。 

そりゃーそーだろう！いいね！いいね！その横で....。 

名人は...寝てる。寝てる？ 

やろー..。 

獣のような名人の前では大自然の絶景でさえも歯が立たなかった。さすがです。 



 

両サイドにそびえたつ豪快な岩山に見守られながらラブワゴンは、走っていく。 

風車が見えなくなったのを合図に風は弱まり気温は上昇してゆく。 

午後４時を過ぎても車の温度表示は３０度を切ろうとはしない。 

そうこう言っているうちに目的の出口“ジェファーソンストリート”が 

見えてきた。 

車中に拡がる安堵感。ロスから５時間弱もかかってしまった。 

疲労困憊の小人７つの顔。 

行きしなにある「ラルフス」で買い物をしてコンドに向かう。 

ここではドリンク類、卵、ベーコンなど 

朝食用や、今日のテラスで行う決起集会

用のお惣菜を買い込む。 

全てがジャンボサイズの数々に息を呑む 

小人たち。しめしめ。 

 

 

コンドミニアムに着き、部屋を決めた。マスターベッドルームに女性お二人。 

離れに名人。セカンドルームに永瀬さん。 

サードルームにバシ＆カツ。 

村上プロは現地の長男と一緒に合流し、おばーちゃんの家に泊まる。 

すてきだ。 

 

今回宿泊するのはＰＧＡ ＷＥＳＴという有名なゴルフ場の中のホールに 

面したコンドミニアムだ。 

テラスを一歩出ればゴルフ場というゴル吉にはこれ以上ない絶景。 

息を呑む小人７人。白雪姫とのご対面にもうお腹いっぱいの表情。 

パームスプリングス万歳。 

 



 

決起集会  

合流した村上プロの長男ロス 

 

女性陣に料理を任せ勝手に 

呑み始める酷い男達。 

 

 

テラスから望むゴルフ場 

 

 

家の裏手の道の向こうの 

でっかい岩山 

 

 

 

 

 

  

シルバーロック 
 

パームでの第一ラウンドの朝、皆が高ぶっていた。毎度毎度のことだが 

まだ誰も負けていないのだ。希望しかない。 

意欲満々組のイマカツ、永瀬さん、名人、シェルママはスタートの３時間前には 

コースに着いていてドライビングレンジ、チッピング、パターなど満喫した。 

全てやり終わってもまだ１時間半しか経っていない……。茶でも、しばこう。 

シルバーロックはＰＧＡツアーでも使用した事のあるゴルフ場で 

兎に角難しい。兎に角長い。全長７６００ヤードのモンスターゴルフクラブだ。



初日は脅しが肝心だ。まずは死んでもらおう。 

結果から言うと全員死んだ。期待に胸を躍らせていた者、最初からスコアは 

度返しだった者、滅多打ちにされた。 

ただ日本では見ることの出来ない景観と砂漠の中の贅の限りを尽くした人工物

に皆、魅了されたことだろう。 

今日の夕食はインアウトというカリフォルニア一番と呼び声の高いバーガーシ

ョップで食べた。皆本場のバーガーを堪能していた。 

帰ってからテラス呑みが盛り上がったのは言うまでもない。 

 

 

 



 

 

クラッシックゴルフ 
 

しっかしキレイな街並みだ。広い道路の両側に延々と続くパームツリー。 

歩道の横の芝生はきれいにカットされ、ところどころに滝を模したモノが 

ゲートと共に点在する。 

まるでアカデミー賞のレッドカーペットのようなこの道を抜けて今日の 

戦場クラシックゴルフへ向かう。 

コンドミニアムからシエナに揺られること２０分。戦地に着いた。 

朝飯は女性陣が早起きして和食を作ってくれ、それを当たり前のような顔で食べ

た。しかも今日からは昼のおにぎり付きだ。感謝です。 

隊員の一人のゴルフバッグがない。村上隊員だ。 

よくよく思い返してみると昨日のゴルフ場に置き忘れたらしい。 

村上プロ…。  勉強になります。 

パームの中でも特にキレイだと噂の今日のゴルフ場はきれいなのはさることな

がら素晴らしく戦略的で、一切の甘えや思い上がりを許してくれない。 

絶望感を感じた瞬間にアリジゴク方式に地獄に引き込まれる。 

耐えろ！もがけ！引き込まれるぞ！ 

我慢、しのぐ、先を考え予測する。全てのゴルフ脳を要求された。 

結果は言わずもがなの惨敗..。 

昨晩、皆で反省会をし、庭で素振りを繰り返した効果が一切反映されなかったに

も関わらず、そこには７つのキラキラした笑顔があった。 

そりゃそーだ。少なくとも日本の働くお父さんお母さんは、とてつもない苦労や 

試練を乗り越え生きてきた。このくらいは痛みのうちには入らない。 



でっかい夕焼けを見ながらいろ～んな事を考える。 旅だなー。 

この日から名人の『特打ち』と称した放課後の特訓が毎日のように繰り返された。 

皆、時差ボケやらで限界なのに、一人平気な顔して打ち続ける。 

「半端じゃねー」 

無人島にこの７人で取り残されても彼だけは生き残る。間違いなく....。 

 

 

突然現れた 

ビッグホーンの 

大群 

 
 

 

 

 

疲れ知らずの名人 

 

 

 

ＢＢＱ 
アメリカ来たら、しかもコンドミニアム借りたら絶対にやらなきゃいけないこと

がある。 子供でも分かる。 そーバーベキュー。 

大して旨いものなんかないこの国で、カリフォルニアで、ＢＢＱをやらずに 

帰国するなんて甲子園に行って野球も観ずにカフェで茶飲んで帰るようなもん

だ。  

ゴルフの帰りに日本でもおなじみのコストコ組とお得意のラルフス組に分かれ 



買い出しをする。 

チキン、ビーフ、コーン...etc 

ビールやワインで胃袋に流し込む。ここはお任せとばかりにバシタカが 

焼き奉行をかってでた。女性陣はお役御免だ。 

いやーそれにしてもシェルママはよく飲む。ワインのボトルがあっという間に 

空いていく。 

永瀬さんはビールからの焼酎少し、ワイン少々と相変わらずの丁度よさだ。 

秋元さんはコーヒーを飲みながら楽しそうに酔っ払いの話を聞いている。 

相変わらず名人は素振りをしている。 

もう誰もツッコまない。 

コンドミニアムの良いところは就寝時間は自由だということだ。 

眠きゃあ勝手に眠ればいいし、飲みたきゃ朝日が出るまでテラスでグラスを 

傾ければいい。 

ホテルに泊まって外食じゃあそういう訳には、いかない。 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ＰＧＡ ＷＥＳＴ グレッグノーマンコース  
 

本来であれば今日はお休みの日。正味６日間中４日間ゴルフが設定してある。 

「まー日差しも強いし、疲れて一拍置きたくなるところだろう。」と 

高を括っていたが相手をなめていたようだ。 

今日やっちゃうと４日連続になるといっても一切聞かない怪獣たち。 

小休符のない楽譜のようにガンガン攻めたがる。 

戦後、高度経済成長を支えてきたお父さん達の『月月火水木金金』の精神が 

脈々と怪獣達の血に流れているのだろうか。 

“ゴルフやらせないと暴れるぞ”とでも言いたげなその目は初日の 

白雪姫に会うのを楽しみにしている小人達とは打って変わっていた。 

勿体ないお化けでもいると信じているのだろうか。 

身の危険を感じたロス、村上、バシタカ、イマカツは策を練り土地勘バリバリの 

村上家に予約を託した。 まだ死ぬ訳にはいかない....。 

 

結果から言うとやって非常によかったということだった。砂漠、池、芝、ブッシュ。 

コースがパームというよりはアメリカンゴルフ＃１のアリゾナのように 

シェイプされていた。後の投票でもこのコースが１番人気だった。 

怪獣さん達 さすがです。 



 

 居酒屋たんぽぽ 

 

グレッグノーマンコースからの帰りに

この旅唯一となる外食をすることにな

った。昔パームに住んでいた村上プロ、

バシタカはお世話になっていた、 

たんぽぽのマスターに挨拶がてら顔を

出したいということだ。 

人は皆、生きてる間中、借りを作り又、貸しを作り生きてゆく。 

世話になった人に何年後かにシワという年輪が増えたその顔を見せに行くという

事は、元気な姿を見せることで借りを返しに行くようなもんだ。 

店に入り親子のようにしゃべるマスターとバシと村上プロを尻目にメニューを 

拡げ、宴の準備に入る。 

名人の『特打』につきあわされた面々は腹ペコなのだ。 

一通りの物を頼みビールで流し込む。 

味？ 聞いちゃいけないよ。ここはアメリカだ。 

 

宴 at タンポポ このあと 

呑み足りない我ら 侍 JAPANの面々は 

勿論テラスに暗黙の了解のように集合し

たのだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

テララゴ ゴルフクラブ 

 

疲労と日焼けで顔がパンパンに腫れている。 

毎日３５度以上になり雲を探す方が難しいその青空は、日に日にありがた迷惑 

の様に感じられ、日焼け止めを「バカ殿様」のように真っ白に塗りたくっても 

一切許してくれないその日差しは若干いじめの様にも感じてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

人間とは怖い生き物だ。 

あれだけ初日に感動していたにもかかわらず、日本にいたら一生お目にかかれな

い風景も５日目を迎える頃には目が慣れてしまい、まるで日常の一部分のように 

その眺望を通過していく。 

慣れる事、更なる高い感動を求める好奇心などはこの世に人間という生き物を 

お創りになった創造主に我々が与えられた魔法の１つなのだろうが、 

そんな冷めているかのような自分に少しがっかりする。 

当然、日々日本でもそうして来たかのような顔でありえないほどの大きくキレイ

なドライビングレンジで芝から球を打ち、日頃あまり口にしないコークを 

当たり前のように体中にしみわたらせる。 

全世界のゴル吉に羨ましがられる所に今、今、いるんだぞ。ともう一度 

自分の襟を正す。 

帰ったあと後悔しないよう。この空気の香りやこの素晴らしい景色が 

いつしか忘却の彼方へ去らぬよう目を凝らそう。 

今いるこの場所こそがゴル吉の天国なのだから。 

このテララゴは２月にイ・ボミちゃんが合宿を行っていたところで 

日本からも沢山のプロが合宿を張るコース。 

当然、戦略的かつ距離も長い。 

話は戻るが慣れって怖い。毎日毎日４９０ヤードやら５２５ヤードやらのパー４

をやらされていると「４４０ヤードパー４なんて何とも思わなくなってきましたね」

なんて大それたことを名人としゃべっている自分がいる。 

慣れたからといってパーなんて取れてないのに..。 

さーコンドに帰ろう！火照った体をプールで冷やし、シャワーを浴びてビールを

飲もう！今日はカレーパーティーだ！！ 

 

 

カレーパーティー 
 

こっちのスーパーで見つけたルーを使ったカレーパーティー。 

お子様カレーのように甘そうだったのだがみんなの“カレーが喰いたい熱”に 

負けて買ってしまったカレールー。 

 

想像以上の甘さのカレー。スパイス感ゼロのカレー。 

新玉ねぎを使ってしまい余計に甘くなってしまったカレー君。 



まあいい、ここは日本じゃない。文句を言う者は一人もいない。 

皆の笑顔をたっぷりのスパイス代わりにカレーを食べよう！ 

でもやっぱり甘い....。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holiday 
 

待ちに待ったこの日がやってきた。 

怪獣さん達もさすがにお疲れだ。疲れ切った怪獣は小人に戻った。 

一人を除いて。meijin...。 

彼には一本太い注射でも打っておとなしくしてもらおう。 

ダラダラとテラスやリビングで過ごす。 

この旅で初めて時がゆっくり流れていく感がある。 

朝食を食べる人、コーヒーとタバコを楽しむ人、異国の地に来てダラダラする 



贅沢感が僕等を包む。 

旅に来る度だが折り返しを過ぎるともう帰らなければならないと指折り 

残りの日数を数え、淋しさに襲われる。 

淋しいってことは楽しいって証拠だ。今日を入れてあと３日フルスロットルだ。 

手始めにお土産を買いにパームデザートにあるショッピングモールに向かう。 

１時間後にこの場所でと約束をして皆と別れる。 

パームは熱い。冬でもほとんど半袖で過ごす。 

当然ショップには夏物しか並んでいない。  一時間後 

沢山ショップバッグをぶらさげて集合場所に侍 JAPANの面々が集まった。 

フードコートで腹ごしらえを終え、スタバへ向かう。 

永瀬パパは３人の娘さん達にスタバの限定マグカップを頼まれていた。 

親父の役目はきちっと果たさせてあげたい。 

店内に入り一目散にマグコーナーへ向かう。その表情は日頃の 

穏やかな永瀬パパの顔ではない。一家の長としての戦う男の顔だ。 

完全な戦闘モードの男の表情が一気に緩む。見つけたようだ。 

よかった。いつもの永瀬パパに戻ってくれた。レジに並ぶその姿は勇ましく 

且つ優しさの漂うおとーさんの面持ちだった。 

 

パームスプリングスからでっかい山を越えるとメキシコとの国境の街 

サンディエゴにたどり着く。 

そのでっかい山の途中にパームが一望できる絶景ポイントがある。 

日本でいえば″いろは坂″のように曲がりくねった道を登ってゆく。 

耳がキーンとなってしばらくするとポイントに着いた。 



言葉を失う程の高さと絶景。少しひんやりとした風を感じ気分がいい。 

 

しばし楽しんだ後、村上ロス君の案内で森の湖に行くことになった。 

更に上り、山頂近くの道をまっすぐに進む。 

パームとは全く違う街並み。森がある。牧場がある。 

アルプスの少女ハイジのアルムのおじいさんでも出てきそうな雰囲気だ。 

車を降りたら「クララが立った」ごっこをしよう。 

絵にかいたようなアメリカの田舎道を進む。 

ラジオから流れるカントリーミュージックが心地いい。 

ビューポイントから３０分程なくして湖に到着。 

ありえない。パーム３７度。湖２３度。  過ごしやすー。 

 

 

 

ラブワゴンで 

湖畔ぎりぎりまで 

 

 

 

桟橋ではしゃぐ大人 

 

 

 



 

湖と岩山と外人 

 

 

 

 

 何かと交信する

獣・名人 

（何かは分かりか                        

ねます）  

 

 

マイナスイオンでも出ていそうなきれいなキャンプ場付きの湖でたっぷりと 

癒しを受け、帰路につく。 

想像以上の気持ちよさで肉体疲労も抜けた感じがする。 

来た道を戻る。アルムのおじいさんに別れを告げいろは坂を一気に下る。 

眼下に小さく見えていたパームの景色がどんどん大きくなりそれに伴い 

車の温度表示は３０度を超えた。おっかねー。 

   

今日は徹底的にゆっくりしようとラルフスのお惣菜を買い込む。 

名人だけは生のビーフのパックを買っている。 

焼いて食うんだそうだ。刺しで喰いそうだが...。 

ワイン、ビール、オレンジジュース、一杯買って宴の準備をしよう。 

コンドにつくなりテラスでビールを飲んだ。 

ゴルフ場の向こうのおっきな岩山に夕闇が訪れ始める。 

この風景も残り２日となった。名残惜しさなのかわからない何かが胸を 

締め付けビールを飲む手をとめる。 

小さな島国育ちの自分らにはこんなでっかい自然をみるとついセンチメンタル

な気分になってしまう。 

よくグラビア撮影なんかでわざわざ海外まで撮影に行く理由がわかる。 

チキン、ビーフ、チーズ、サラダ、いわゆるアメリカらしいもんで攻めてみた。 

明日はゴルフ最終日だ。しっかり寝てベストスコアを出そう！ 

 

 

 



ミッションヒルズ ダイナショアコース 
 

とうとう最終ラウンドの日が来た。シェルママとノリちゃんが結んでくれた 

おにぎりをバッグに詰め戦場へ向かう。 

昨日休みだったおかげで隊員達の士気も上がり、今日こそは許さないと 

いう雰囲気が車中に漂う。 

このコースは当初から１番おススメのコースで今は名前をＡＮＡインスピレー

ションと変えたが以前はクラフトナビスコという名のＬＰＧＡメジャートーナメ

ント開催コースなのだ。 

しかも来週に開催されるとあってコース内は既にスタンドが設営されており 

トーナメントの雰囲気をそのままにプレーすることが出来る。 

恒例でチャンピオンは１８番横のポピーポンドと呼ばれる池にダイブする。 

バシタカは１８番でバーディー取ったらダイブすると豪語している。 

１番ホールはスタンドに囲まれたティーグラウンドからのＴ－ショット。 

皆とても興奮していた。 



 

 

結果だれもポピーポンドにダイブする資格はゲットできなかったが 

本当に美しいコースだった。 

来週、宮里藍ちゃんがどこから打ったとかテレビ見て自分と比べてがっかりしよう。 

コース内でお土産を買って家路につく。 

あー楽しかった。 

 

 

 



 

ＰＧＡ ＷＥＳＴ ＳＴＡＤＩＵＭ  

 

最後に PGA WEST スタジアムコース内のプロショップでお買い物をする。 

ヘッドカバーやタオル、ボールマーク、ネームタグ、シャツなど多数ある。 

名人はキャディーバッグのトラベルカバーを買っていた。迷彩柄。お似合い。 

 

 

 

女性陣はコンドでお休み。 

 

オスだけで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打ち上げパーティー 
 

とうとう打ち上げとなってしまった。 

勿論最終日は満場一致でＢＢＱ。 

パームでコンドミニアムなどをマネージメントしていて昔からバシタカ、村上

両名と知り合いのマスノさんという方が買い出し＆焼き係を担当してくれた。 

何十年もアメリカに住んでいるだけあってＢＢＱを焼く後ろ姿には余裕があった。 

最後の日だけあって酒のペースも上がり、普段は飲めないノリちゃんもワインを

少し嗜んでいた。 

コースの向こうのでっかい岩山を見続けてきた１週間だった。 

あの岩山が雲を遮ってくれているおかげで雨は降らない。 

毎日夕方にこのテラスに座り、岩山を見てビールを飲んだ。何年前からいや何十

年前からも人々の視線を浴び続けたその姿はエレガントで何よりもの肴となった。 

そんな岩山さんが最後にでっかいプレゼントをくれた。 

とんでもない色のサンセットだ。バシタカもみたことがないと言っている。 

ふと横を見るとマスノさんまでスマホを向けていた。 



まるで加工後の写真のような空に包まれて最後の夜はロマンティックに幕を閉

じた。 

ここで村上家のロスとお別れだ。彼は本当に素直ないい子だ。 

自分が彼の年齢の時にあんなに父と一緒にいることを望んだろうか。 

父が帰ると言うまで黙ってそばに座り、聞きなれない日本語の応酬を笑って聞い

ている。 

彼は父が大好きだということを隠しもせずに公言し、いつの日か日本で 

暮らしたいと言っている。今は離れ離れだけれどこんなにも純粋にお互いを 

リスペクトし、年１回の出会いを大切に日々生きていた。 

誰もがロスとの別れを淋しがり、言葉を交わした。 

“ロスまた必ず会おうどこかで！” 

 



 

帰国 
 

帰国。場合によりけりだが今回に限って言えば淋しい響きだ。 

毎朝繰り返されてきたようにシェルママとノリちゃんが早起きして朝食を作ってく

れた。起きてきた順にそれを頂きタバコを吸う。 

今日はもう日焼け止めを塗る必要はない。 

ゴミを出し、忘れ物の確認をする。１週間ありがとうＭｒ．コンド。 

ありがとうＭｒ．岩山さん。変わらぬそのお姿をいつの日かまた見せておくれ。 

ふたてに分かれラブワゴンは走り出した。 

空港で昼食を取り、免税品を買うために出発３時間前到着という余裕を持った 

スケジューリングだ。予定通りにサクラレンタカーで車を返し、バスで空港へ向

かう。チェックインカウンターが騒がしい。 

またボブ・サップでもいるのかと名人がそわそわしている。 

空港内全航空会社システムダウン！！！ 

分かりやすく言えばパソコンが使えない状態だった。 

手作業で電話を使い一人ひとりチェックインしてゆく。最初の１時間で１メート

ルも動かないほどの大混雑。現地ＴＶカメラも来ている。 

絶対に搭乗時間には間に合わない事は明白だった。腹は減り、足は疲れ。 

結局２時間半以上後にシステムは復活したが急いで搭乗させられ免税は買えず、 

腹も貯水率０％だった。 

きつく言われていた免税品を買えずに下を向く男性陣。 

女の化粧品にかける情熱を考えれば無傷では済むまい。手足の１本くらいは覚悟

しよう。 

 



成田に着き入国手続きを済ませ荷物を取りに行く。 

皆、疲労感が真っ黒に日焼けしたその顔に浮き出ている。 

そお言えばシェルママは今日から出勤だっていってたな...。 

もうやり残したことは何もなかった。灰になった矢吹ジョーのような顔には 

明日からの現実に戻る作業が既に始まっていた。 

この楽しかった思い出を胸に明日から頑張って生きてゆこう。  

この１週間お付き合い下さったことを感謝しここでお別れをします。。。 

 

あっというまの１週間でしたがとてつもなく沢山の思い出がアルバムの中に 

埋め尽くされました。 

いつの日かこのメンバーで集まりゴルフをし、思い出話を肴にシェルママの店で 

酒を飲みましょう！ 

    

 シェルママ、ノリちゃん、名人、永瀬さん、ロス、 

 本当にありがとうございました。 

    

   （株）スポーツコネクション 高橋祐樹 今井克宗 村上貢（友情出演） 

 



 

 


