イ野連

東都大準硬式野連と提携

インドネシア・アマチュア野球・ソフトボール連盟と日本の東都大学準硬式野
球連盟は 日︑インドネシアの野球全体のレベル向上を目的として提携すること
を発表した︒野球技術の向上や競技人口増を図り︑２０１８年にインドネシアで
開催されるアジア大会で︑中国打倒と４強入りを目指す︒

︵中島昭浩︑写真も︶
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に ダース寄付した︒
雨が多いインドネシアで
は︑硬式球が痛みやすい難
点があったが︑同社製品は
中身が硬式球と同じで外面
はゴムに覆われており︑雨
に強い︒杉山理事は﹁水を
吸って重くなった硬式球は
肩への負担が増し︑けがの
危険性も高くなる︒年齢の
低い世代の代表チームから
徐々に導入していきたい﹂
と語った︒

31

200

ブチームを対象に野球教室
を開く︒大会終了後も︑少
なくとも年１回︑インドネ
シアで野球教室や交流試合
を行い︑アジア大会後も交
流を続けていく方針︒
日イ友好親善野球大会に
は︑スポーツ用品メーカー
のナガセケンコー︵本社・
東京都墨田区︶製の準硬式
球５ダースが日大準硬式野
球部から贈られた︒両者は
１月にもインドネシア代表

10

主犯格逮捕、
共犯３人手配

21

オートバイ 台盗む

22

首都圏

▼ジャカルタ歩く会
ジャカルタ歩く会は12月
17日（土）、西ジャワ州デ
ポック市でチマンギスウオ
ークを開く。
午前８時開始（同７時半
集合）。草やぶや竹林、田
園など、高低差の少ない道
のりを歩く。
中〜上級者用３時間のコ
ースと、家族連れ初級者向
け１時間半程度のコースが
ある。昼食はカリマンタン
料理を楽しむ。
汚れても良い服装、滑り
にくい靴で参加する。帽子
と水、雨具なども用意す
る。
集合場所などの詳細は同
会ブログ（ d.hatena.ne.jp/
jwcaruku/ ）で調べること
ができる。
「ジャカルタ近郊で最後
に残された秘境を歩きま
す。コース周辺の景色は、
時間が経つのを忘れるくら
い美しいです」
問い合わせは信夫さん
（ 携 帯 0811 ・ 167 ・ 780 ）
か、同会事務局（メール
jwcarukukai@yahoo.co.jp）
まで。

技術向上、
野球人口増図る

インドネシアの野球人口
は︑現在約５千人︒全 州
のうち 州でプレーされて
いる︒アジア大会に向けジ

ャカルタでは２球場の改修
が進み︑国際基準でプレー
できる環境が整いつつあ
る︒
今回の提携で︑技術向上
と人材育成のための交流試
合や野球教室の開催︑雨期
に強い準硬式ボールの普及
を推進し︑アジア大会まで
に野球人口を３倍に増や
す︒インドネシア代表チー
ムの野中寿人監督は﹁中国
は日︑韓︑台湾に次ぐ強豪
だが︑追いつけるレベル︒
他国でも見られない今回の
提携を機に︑国が代表強化
練習の後方支援をしてほし
い﹂と話した︒
東都大学準硬式
野球連盟の選抜チ
ームは︑ 日に開
幕した第１回日イ
友好親善野球大会
﹁レッドソックス
深谷組カップ﹂に
参加するため来イ
中︒ 日の総当た
り戦上位２チーム
による決勝後︑出
場した国内５クラ

ンのロータスレイクゴルフ
場でゴルフ親睦会を開く。
同会では定期的に懇親会
やゴルフコンペを開催して
いる。
問い合わせは中崎さ
ん （ メ ー ル k-nakazaki@
fujibolt.co.jp ）か、澤居
さ ん （ 同 sawai4615jiji@
gmail.com）まで。
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ジャボデタベック︵首都
圏︶でオートバイ２台を盗
んだとして︑警察は 日︑
西ジャワ州ボゴール県チセ
エン郡チョングレク村で
エディ・プラタマ容疑者
︵ ︶を窃盗容疑で逮捕し
た︒２０１４年ごろから犯
行を繰り返し︑盗んだオー
トバイは約２００台に上る
もよう︒
エディ容疑者は窃盗グル
ープを率いる主犯格とみら
れる︒警察は余罪を追及す
るとともに︑共犯者３人を
指名手配して行方を追って

▼千葉県人会
千 葉 県 人 会 は 12 月 10 日
（土）、西ジャワ州カラワ

34

調印後、握手を交わ
し笑顔の長島理事長
（左）とシャリル会
長

▼石川県人会
石川県人会は12月５日
（月）午後７時から、忘年
会を開く。
会 費 は 男 性 １ 人 40 万 ル
ピア、女性同35万ルピア。
問い合わせは松田さん
（携帯0815・1037・2995、
メール Matsuda.t@ciu-jts.
co.id）まで。
▼ひつじ会
インドネシア在住のひつ
じ年生まれの人たちの集ま
り「ひつじ会」は 12月10日
（土）午後６時から、中央
ジャカルタのスディルマン
通りにある日本料理店「炭
火庵」で懇親会を開く。
同会は懇親会とゴルフコ
ンペを年２回ずつ開いてい
る。
「毎回、３世代以上のひ
つじ年生まれの男女が集ま
り、世代をまたいで楽しく
親睦を深めています。この
機会にぜひ、同世代の新し
い友人発掘やネットワーク
作りにもどうぞお役立てく
ださい」
問い合わせは向川（む
かいがわ）さん（携帯
0815 ・ 1999 ・ 9416 、 メ ー
ル mukaigawa-t@teijinfrontier.com ）か、田中さ
ん（同 0811 ・ 192 ・ 3359 、
同 Atu̲tanaka@shi.co.jp）
まで。
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いる︒
調べでは︑エディ容疑者
は 月 日︑共犯者３人と
ともに西ジャワ州デポック
市チネレ郡ガンドゥルの住
宅に侵入し︑オートバイ２
台を盗んだ疑い︒警察は住
宅に設置されていた監視カ
メラの録画映像などを手が
かりに同容疑者らの犯行と
断定した︒
エディ容疑者の供述によ
ると︑過去約２年間で盗ん
だオートバイは約２００
台︒犯行場所は︑ボゴー
ル︑ブカシ︑デポック︑バ
ンテン州タンゲラン︑ジャ
カルタなど首都圏が中心だ
った︒犯行時は︑警備が手
薄そうな場所をまず下調べ
し︑午前２時前後に盗みに
入っていたという︒﹁オー
トバイを盗むのは難しくな
い︒５分で十分﹂と供述し
ているという︒
盗んだオートバイはラン
プン州の業者に１５０万〜
２００万ルピアで転売︒売
った金は﹁トラマドール鎮
痛剤の購入や生活費に充て
ていた﹂︵エディ容疑者︶
という︒窃盗罪で有罪にな
った場合︑７年以下の禁錮
刑が科せられる︒
︵中島昭浩︶

中央ジャカルタのジャカルタ・コンベンシ
ョン・センター（ＪＣＣ）のホールＢで 25 日
（金）〜27日（日）、「インドネシア・マタニ
ティー・ベビー＆キッズエキスポ」が開かれ
る。
マタニティー用品やベビー・キッズ向けの新
商品、知育玩具などが集まる。午前10時〜午後
８時。入場料２万ルピア。
詳細はmaternitybaby-expo.co.idで。
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どに携わった杉山理事︒
﹁︵インドネシアの選手
は︶少年野球のように選手
も観客も無邪気に喜んで楽
しんでいて︑︵野球を始め
た︶昔を思い出した︒上手
くなりたいという気持ちも
強い﹂と当時を振り返る︒
同理事から調査結果など
の報告を受けた長島理事長
は︑﹁その熱意に後押しさ
れた︒︵日本側の︶選手た
ちの視野を広げるにも良い
機会で︑連盟にとって日イ
野球交流の第一歩︒日本で
準硬式野球の知名度向上も
期待したい﹂と提携を決め
た︒

■ベビー＆キッズ用品が集結

げようと思い立った動機の一つに
なっていく︒
今回のデモ︒思いがけない変化
があった︒大群衆の中でごみを拾
う人たちがいた︒お掃除クラブの
メンバーではない︒しかも複数の
グループが活動していた︒政治家

米マーベル・スタジオの最新作「ドクター・
ストレンジ」が公開中だ。
ベネディクト・カンバーバッチ主演。不慮の
事故で腕に大けがを負った天才的な外科医のス
トレンジは、魔術の世界へ足を踏み入れ、ヒー
ローとして目覚めていく。
詳細は21cineplex.comで。

なら︑我々もきれいな街に住む権
利があると誰にも迷惑をかけずに
主張してきた︒そして今︑小さな
活動が根付いてきたことに︑素直
にうれしさをを感じる︒オンライ
ンニュースでは︑歩道を我が物顔
で通り抜けるオートバイの群れに
もろ手を広げて﹁ここは歩行者の
権利だ﹂と向かってくるオートバ
イに一人立ち向かう若い女性の小
さな記事を読んだ︒
年後のインドネシア︑この女
性の意識は国民に広がっているだ
ろうか︒デモが起こった時には片
側反対車線はあいているだろう
か︒
︵ジャカルタお掃除クラブ代表
デワント・バックリー︶

■映画「ドクター・ストレンジ」
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けるように﹂と︑声をかけられな
かったか︒国を仕切る人の中から
そこまで気を使う人がいないこと
に︑インドネシアの未熟さを感じ
てしまうのは︑僕だけだろうか︒
一昔前︑ある大統領候補の演説
を傍らで聞いた︒演説終了後は数

learn-how-to-create-your-own-thanksgivingdecoration-with-yukiko-iwaguro-belajardekorasi-2/で。

の知らないところで︑インドネシ
アを少しでも良くしようという人
たちが︑政治に関係なく黙々と行
動していた︒あれから 年︑政治
家に言われなくても︑自ら行動を
起こす人々が現れた︒
デモが人々の権利を主張する場

南ジャカルタのガ
ンダリアにあるカ
フ ェ 「 1 ／ 15 コ ー ヒ
ー」で25日（金）午
前 11 時〜午後１時、
サンクスギビングデ
ーにちなみ、玄関飾
り作りのワークショップを開く。
定員は 15 人で、会費は１人 45 万ルピア（材
料・道具、軽食込み）。申込締め切りは 24 日
（木）。
詳細はmaubelajarapa.com/workshop/friday-

片側反対車線

■サンクスギビングのデコレーション

万人に上る聴衆者が捨てていくご
みの山が残った︒
うそでもいいから﹁みんなごみ
は持ち帰って﹂と声はかけられな
かったかと︑まさに今回のデモの
時と同じことを思った︒この光景
がその後︑お掃除クラブを立ち上

中央ジャカル
タ・クマヨラン
のジャカルタ国
際展示場（ＪＩ
エキスポ）で25
日（金）まで、
海運や港湾関係
の展示会「マリ
ンテック・インドネシア」が開かれている。
運輸省などの省庁や世界各国の企業がブース
を出展、最新技術が紹介され、商談が行われ
る。
詳細はmarintecindonesia.com/で。

提携の調印式は南ジャカ
ルタ・スナヤンのホテル・
アトレット・センチュリ
ー・パークで行われた︒イ
ンドネシア・アマチュア野
球・ソフトボール連盟のシ
ャリル・ナウィル会長︑東
都大学準硬式野球連盟の長
島幸雄理事長と杉山智広理
事︵日大準硬式野球部コー
チ︶︑ジャカルタ・ジャパ
ン ク ラ ブ ︵ ＪＪＣ ︶ の 福 田
知史理事長らが出席した︒
提携実現のきっかけを作
ったのは︑インドネシアの
野球事情︑文化・風習の調
査︑バリ島での大会視察や
年２月の親善試合開催な

■マリンテック・インドネシア

アホック州知事に反対する大規
模なデモがあった︒道路を埋め尽
くした人たちを見て素朴な疑問が
沸いた︒救急車はどうするのだろ
う？ 火事が起こったら？ 道路
は完全なデッドロック状態で車は
通れない︒テレビのニュースを見
ながら︑誰かそこまで気配りでき
る人はいないのか︑正直な気持ち
だった︒
大統領といえども国民の正当な
権利には︑反対できない︒しか
し︑うそでもいいから﹁緊急時の
ことを考えて︑片側反対車線はあ

イベント
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アジア大会で４強入りを
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荻田さんを送り出す 県人会ゴルフ総合優勝を祝う

◇神奈川県人会◇

同窓で親睦深めよう
◇ジャカルタ稲門会◇

早稲田大学同窓会「ジャカルタ稲
門会」は12月17日（土）午後６時か
ら、南ジャカルタで懇親会「米米
会」を開く。
「毎回多くの早大卒業生が集まる
カジュアルな食事会です。ご家族で

のご参加も大歓迎です。皆さまとお
会いするのを会員一同お待ちしてい
ます」
開催場所など詳細についての
問い合わせは藤森さん（メール
fujimori@tyofe.com）まで。

集まれ、
駒大卒業生
◇ジャカルタ栴檀会◇

このほど立ち上がった駒澤大学同
窓会「ジャカルタ栴檀会（仮名）は
会員を募集している。
ジャカルタ特別州で懇親会などを
開いていく予定。
「これまでさまざまな国に行きま
したが、どこにも駒澤大学卒業生の
集まりがなかったので企画しまし

た！ 駒沢公園で過ごした青春時代
を懐かしみましょう。年明けの箱根
駅伝に向けて、皆さん一致団結しま
しょう！」
問い合わせは上小牧（かみこま
き）さん（携帯0812・1397・7934、
メールkamikonlunch@yahoo.co.jp）
まで。

神奈川県人会は17日、南ジャカ
ルタの日本料理店「寿司天国」で
第46回懇親会を開いた＝写真。初
参加の13人を迎えて計42人が明る
くさわやかに親睦を深めた。
冒頭、加藤会長が「ご家族連れ
の方々や多くの女性参加者にお越
しいただき、明るく華やかな雰囲
気で会を開けることをとてもうれ
しく思います。一緒に楽しい時間
を過ごしましょう」とあいさつし
た。
続いて、13日に開催された全日
本県人会ゴルフ対抗戦で同会がス
テーブルフォード、ダブルペリア
両部門で年間総合優勝を果たした
という報告があり、同大会でメン

バー16人をけん引した網倉さんの
発声で乾杯した。
また、懇親会やゴルフコンペに
積極的に参加し、このほど本帰国
する荻田博文さんから３年間の思
い出が語られると会場から温かい
拍手が送られ、恒例の一本締めで
締めくくった。
同会は12月18日（日）、バンテ
ン州タンゲランのポンドックチャ
ベゴルフクラブで第 48 回懇親ゴ
ルフコンペを開く。
「ご友人、知人の方とお誘い合
わせのうえ、ご参加ください」
問い合わせは大濱さん（携帯
0858・8251・5192、メールenjoyg
olf.kanagawa@gmail.com）まで。

母校の思い出を語りあおう
◇ふるさと会◇
天理大学同窓会「ふるさと会」
は12月３日（土）、中央ジャカル
タ・プチェノガンにあるインドネ
シア料理店「ユン・ンジャン・シ
ーフードレストラン」で懇親会を
開く。

「天理高校、天理大学にゆかり
のある方、どうぞご参加くださ
い」
問い合わせは宮本さん（メー
ル t-miyamoto@fujibolt.co.jp ）ま
で。

送別会・忘年会を開催
◇Ａｈ湯会◇

岐阜県人会「Ａｈ湯会（あ〜ゆ
かい）」は12月20日（火）午後７
時から、南ジャカルタのブロック
Ｍにある日本料理店「鳥一」で帰
国予定の会員の送別会兼忘年会を
開く。会費は１人35万ルピア。
同会は来年に新年会も開催する
予定。

「岐阜県に少しでもゆかりのあ
る方は、ぜひご参加ください。地
元の話題などで大いに盛り上が
り、和気あいあいと楽しみましょ
う」
問い合わせは間宮さん（携
帯0878・8866・6565、メール
biiokb0152＠gmail.com）まで。

