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《２０１２年１２月例会＝忘年会兼お宝映像上映会報告》 
【日 時】2012 年 12 月 15 日（土）18：00～23：20 頃中締め～24：30 過ぎ本締め 
【会 場】スポーツカフェ「ティア・スサーナ」（ペルー料理とビール＆ワイン） 
【参加者（来た順）】1.白髭隆幸、2.中塚義実、3.佐藤真成、4.小池靖、5.徳田仁、★6.清水さん、7.

牛木素吉郎、8.山内紘子（乾杯のみ）、9.田中俊也、10.白井久明、11.関谷綾子、★12.杉原さん、13.
根本いづみ、14.北原由、15.崔暢亮、16. 竹中茂雄 
★は未会員で初参加（けどぴったりフィットしたので、たぶん入会されるでしょう） 

 

【経過と概要】 
18：00 前後…静かな立ち上がり 

18 時前に 1 が来店。2～4 が 18 時ごろ集まりはじめ、ビールでアップ開始。ちなみに 2 は 2 日前

に、珍しく高熱が出て 1 日だけ自宅で静養。1 日で熱を下げ、前日は高体連の会議兼懇親会で石和温

泉泊。そこからの参加で「マスクマン」でした。 
お店が所有する「お宝映像」の立派なファイルがあったけど、読むのが面倒だったので、2 が持参

した「お宝映像」を上映することになりました（1～4 で決めました）。メインは 1966 年イングラン

ド大会の「北朝鮮 vs イタリア」で、予定通り 19 時より上映開始。その前に、4 が HP へ書き込んだ

「中塚先生と風間八宏氏の学生時代の映像がございましたら視聴してみたいですね」のリクエストに

答えて 2 が持参した「風間八宏のパーフェクトスキル」なる映像を楽しむことにしました。これは、

ヤヒロがドイツに旅立った後、一時帰国した際に「日本で最も高いスキルを持つヤヒロの動きを映像

に収めておく必要がある」と考えた松本光弘監督（当時）の思いから制作された教育ビデオです。ナ

レーションは一切なく、「ボールリフティング」からはじまり、「ドリブル」「フェイント」「1 対 1」「2
対 2」などの練習風景でのヤヒロの動きを追ったもので、ヤヒロがどれだけうまかったかがわかりま

す。当時の筑波大生がエキストラとして参加していますが、これがまた豪華絢爛。井原、田口、鋤柄、

賎機…。かなり楽しめました。ちなみに、我々の隣では某少年サッカーの忘年会（?）が親子で開かれ

ていたけど、少年たちもこの映像を興味深げに見入っていた時間帯がありました。「RYOTA」と書か

れたユニフォーム姿の少年に「この映像に出ている人、誰か知ってる？」と聞きつつ「8 ちゃんの解

説やってる風間八宏やで」と一人で答えてみたけど、怪訝な顔をされただけでした。そのうち子ども

たちは、見飽きてしまったようです。 
 
18：40 頃…「7 人の侍（?）」そろう 

6 が 5 の紹介で参加。サッカーダイジェストの編集に長く携わった方で、タイで行われたフットサ

ル・ワールドカップで、5 の観戦ツアーに参加されていたそうです。7 は「一日一善」とのことで、

スポーツ法学会、天皇杯取材よりもサロンの忘年会を優先してくださいました。ここまでを「最初の

7 人（7 人の侍）」と位置付け、ラストの会計はちょっと高めに設定されました。といっても 6,000 円

なのでリーズナブルです。その他は一律 4,000 円。こちらの方が配慮が足りなかったかも…。 
 
18：45 頃…ドイツからお帰りなさい！ 

8 が登場。去年の秋に単身ドイツへ旅立ってから初帰国。おそらく着いてからそう間もないぐらい

のタイミングでの登場です。ボルシア・メンヘングラッドバッハ（1970 年代によく聞いた名前）のレ

ディースチームでプレーされているそうで、現地駐在日本人向けの「NIPPONip」なる小冊子に、彼女

のインタビューが載っていました。頑張っているようです。 
次に予定があるようで、乾杯だけして早々に帰られました。日本での短い休暇を満喫してください。 



 
19：00 過ぎ…スポーツ法学会からの乱入＆「お宝映像」上映開始 
 9～12 が相次いで到着。9 はトヨタカップ観戦のための上京。10～12 は日本スポーツ法学会からの

なだれ込み。12 は法学会のシンポジストとしてマレーシアから帰国されたばかりの AFC 職員（マー

ケティング担当）です。6 とともに初参加ですが、いきなりサロンにフィットした模様。そういえば

11 は、2 年前のこの日に、やはりスポーツ法学会後に 10 に連れてこられて参加してからはまってし

まった方です。“公開型忘年会”（いつも開いているのですが）の効果は絶大ですね。 
 かんぱ～いとやったあたりで、本日メインの「お宝映像」上映開始。渋谷のスポーツビデオショッ

プで 20 年ぐらい前に買った VHS だと記憶していましたが、94 年アメリカ大会前後のコマーシャル

に続き、ガイド役としてセルジオ越後ともう一人、なぞのポニーテールおやじが出てくるところをみ

ると、テレビ放送されたものであることは間違いないでしょう。ポニーテールおやじが誰なのかはわ

かりません。サッカーバブルの頃にテレビに出ていたアナウンサーでしょうか。 
 メインの「お宝映像」は、昨年度上映するつもりが、筑波大附属高校の体育教官室のどこかに埋も

れていて発見できなかったものです。その後無事発掘され、今回の上映にたどりつきました。うれし

い限りです。 
 白黒映像の感想は、ご覧になった方々からいただきたいところです。私は前半の途中から会話に夢

中になり、テレビ画面に目を向けることが少なくなってしまいました。けど、相当おもしろいゲーム

であることは間違いありません。北朝鮮は、実は、うまい！ 
 参加された皆さんからの感想をお待ちしています。 
 
20：00 過ぎ…関西から、いらっしゃ～い 
 13 から 2 の携帯に TEL あり。「少々遅れそうですが、ドタ参したいと思っています！」との書き込

みが最後に為されていたのを確認していなかったので、関西在住の 13 が今ごろなぜ？と思いました

が、翌日のトヨタカップ決勝観戦のために上京していたのですね。 
すでに最初からいる人はできあがり、遅れてきた人も十分追いつき、飲んで食って、大いに語り、

お宝映像を楽しみつつ、至高のひとときを過ごしていました。このタイミングでの登場は絶妙です！ 
気持ちよく「かんぱ～い」を繰り返したのは言うまでもありません。 

 
20：30 頃…自己紹介＆今年を振り返って 
 そのうち北朝鮮 vs イタリアの「お宝映像」が終了。7 からの「この先は？」との投げかけを受け、

「自己紹介を兼ねて、順番に何かしゃべりましょう」としました。それをやっているうちに 14 と 15
が到着。とりは 13。改めて… 
 翌日のチケット（カテゴリー１）が 1 枚、きれいに定価で取り引きされたのはよかったですね。そ

れも父が息子のために買ってあげる美談です。エエなあ…（私じゃないですよ）。 
 
22：00 頃…隠れ「お宝映像」上映開始 
 皆さんかなりできあがってきたところへ、4 のリクエストに応じて 2 が持参したもう一つの「お宝

映像」が上映されました。2 が教員になった 1 年目、1987 年の関東社会人リーグ 1 部「茨城教員 vs
東京教員」の試合です。赤いユニフォームの 27 番が 2 ですが、今よりも細身で動きがシャープなの

がわかります。この試合、どうやら 2 の東京教員デビュー戦のようです。チームメートには茗友 SC
副理事長で東京工業大学の M 氏や、JFA アカデミーの N 氏の姿が見えます。14 はこの試合を、スタ

ッフとしてサポートする立場だったようですが、新人 2 や M のキレのあるプレーに驚いたとのこと。

「この試合だけだったけどな」というのが、口の悪い 14 から出てくる言葉でしたが…。 
 この段階での「お宝映像」は、あくまでも BGV（背景映像）でしかありませんね。ときどきちらミ

スる程度の扱われ方でした。それでよいと思います。 



 
23：00 頃…ドタ参 No.16 からの「まだやってますか？」の連絡あり！ 
夜も更け、盛り上がりますが、そろそろ電車が危ない時間帯になってきたなと思った頃、16 から私

の携帯に電話が。「いまから行って間に合いますか？」。 
来る者拒まずのサロンは、いつでも「OK」です。けど中締めはしておかんと… 
ということで、16 の到着は中締め後となりました。ここからは“大人の判断”で残るかどうかを決

めてもらいます。けど“勢い”が勝ることが多いんですよね。けっこう残ってましたよ。 
16 は JFA のマネージャーズカレッジを受講中。その仲間との飲み会終了後にこちらへ駆けつけて

くれました。だからテンションは同レベル（いつもハイです）。 
 そんなわけで、電車での帰宅をあきらめた（?）方々が最後まで残り、近い人で組んで帰ったわけで

す。めでたし、めでたし。 
（文責：中塚義実） 

 

【参加者からのコメント】 
◆牛木素吉郎◆ 

1966年ワールドカップ、北朝鮮対イタリアの映像を興味深く見ました。 
当時、主として新聞社で外電（外国通信社の報道）などを通じてしか、大会の様子を知ることは出来

ませんでしたが、北朝鮮の戦いぶりは。そのころの英語で読んだ印象とはかなり違いました。前半の北

朝鮮の試合振りは技術的にも、戦術的にも良かったことを知りました。当時の報道では、後半の守りの

頑張りが強調されていたのでしょう。 
なお、この映像（カメラ１台で撮影した映画のフィルム＝キネコ？）は、ビデオにして市販されたよ

うです。後藤健生さんがロンドンで購入して持っているそうです。それを、日本のテレビ局が権利を得

て（あるいはモグリで）放送したものでしょうか？ いつ、どこの局が放送したのか知りたいものです。 
 
◆関西からのドタ参【13】です◆ 
月例会の出席率が低く顔が売れていないためか、この日は自己紹介を二回も（しかも二度目はトリ！）

させていただきました(笑)。 
忘年会のメインディッシュ「お宝映像」は、みなさんとのおしゃべりに夢中になりほとんど見ておら

ず……唯一記憶にあるのは、若き日の中塚先生のサッカー選手姿。若い！ 細い！ 上手（うま）、か

ったかな！？ 
その後は、電車を逃して朝までコース。緊張のシーズンが終わった（なでしこリーグのスペランツァ

FC大阪高槻で広報をしています）ので、多少の大酒飲みは大目に見てほしいなと(笑)。 
来年は、月例会にも出席したいと思います！ 

 
◆北原由14◆ 
遅れて行ったのでその前の盛り上がり方はわかりませんが、電話をくれた1が僕が来たことを知らな

かった様子で、サロンの忘年会らしさを感じましたね。最後まで熱く語るみなさんに、暮れと正月もサ

ッカー三昧でよいのだ!と言われた気がしています。好カード満載の駒沢でお待ちしてます。 
 
◆中塚義実◆ 
 メインのお宝映像、「1966 年 FIFA ワールドカップ・イングランド大会 北朝鮮 vs イタリア」は、

昨年度の忘年会での上映を考えていたのですが、体育教官室のどこかで一時的に行方不明になってい

たため上映できなかったものです。代わりに、その試合のドキュメンタリー映画「奇蹟のイレブン」

を皆で見たのを覚えています。 



 ということで、せっかくなので、これまでの「忘年会兼お宝映像」を振り返ってみようと思います。 
・2012 年 12 月 15 日（土） 於スポーツカフェ「ティア・スサーナ」 
 1966 年 FIFA ワールドカップ・イングランド大会 1 次リーグ 

北朝鮮 1-0 イタリア 
 おまけ１：「風間八宏のパーフェクトスキル」 
 おまけ２：1987 年関東社会人リーグ 1 部 茨城教員 vs 東京教員 
・2011 年 12 月 17 日（土） 於フットボール居酒屋「いなば」 
 映画「奇蹟のイレブン（THE GAME OF THEIR LIVES）」 
 お宝情報：徳田仁「FIFA ワールドカップ・アジア 3 次予選 北朝鮮 vs 日本 ツアー報告」 
・2010 年 12 月 17 日（金） 於「マーシャルアーツ」 

1960 年 5 月 18 日（於ハンプデンパーク） ヨーロッパ・チャンピオンズカップ決勝 
レアル・マドリード 7-3 アイントラハト・フランクフルト 

お宝情報：奥山純一「泣く子も黙る南米旅行 ～東南アジアが先進国に思えた日～」 
・2009 年 12 月 19 日（土） 於サッカー居酒屋「いなば」 
 1973年3月7日（於アムステルダム） ヨーロッパ・チャンピオンズカップ 準々決勝1st Leg 

アヤックス・アムステルダム4-0バイエルン・ミュンヘン 
・2008 年 12 月 20 日（土） 於サッカー居酒屋「いなば」 
 1953 年 11 月 25 日（於ウェンブリー） 国際親善試合 

イングランド 3-6 ハンガリー 
1972年4月29日（於ウェンブリー） ヨーロッパ選手権準決勝 

イングランド1-3西ドイツ 
2008年10月19日（於マラカナンジーニョ体育館）、FIFAフットサル・ワールドカップ決勝 

ブラジル2-2（PK4-3）スペイン 
・2007 年 12 月 15 日（土） 於サッカー居酒屋「いなば」 

 公開シンポジウム「サッカー観戦を楽しもう！－スタジアム編」の懇親会として開催 
2006 年度までは、通常の月例会を筑波大学附属高校で行って、そのあとで「忘年会」と称していつ

もの「ルン」で飲み会をやっていたようです。2007 年末は公開シンポジウムの流れでした。よって、

いまの形で「忘年会兼お宝映像上映会」を行うようになったのは 2008 年度からのようですね。 
だからどう、ということはないのですが、毎回とても面白いので、今後もこの企画は続けていきた

いと思います。 
 来年末は何にしようかな…。FIFA ワールドカップ・ブラジル大会が近いので、ペレの全盛期とい

うのもいいですね。 
以上 


