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▲駅伝大会（昨年度） ▲アーチェリー体験教室 ▲弓道体験教室

▲スケート体験教室（昨年度） ▲交歓大会

●大会日時　平成30年2月18日（日）
　　　　　   受　付　　ＡＭ7：30～8：30　飛騨ほおのき平スキーセンター２Ｆ
　　　　　   開会式　　ＡＭ8：30　 競技開始　ＡＭ9：45
●会　　場　岐阜県高山市丹生川町久手　 飛騨ほおのき平スキー場
●参加資格　名古屋市在住または在勤・在学する者
●参 加 料　１名3,000円（但し小中学生は、2,000円）
●競技種目　ジャイアントスラローム（大回転競技）個人戦（インスペクション8：45～9：15）
●組　　別　小学生女子の部　小学生男子の部　中学生女子の部　中学生男子の部
　　　　　   女子1部（15才～34才の女子、但し中学生は除く）　女子2部（35才以上の女子）
　　　　　   青年1部（15才～24才の男子、但し中学生は除く）   青年2部（25才～34才の男子）　　
　　　　　　成年の部（35才～44才の男子）　　　壮年の部（45才～54才の男子）
　　　　　　マスターズ1部（55才～64才の男子）　マスターズ2部（65才以上の男子）
●年齢算定　平成30年2月17日現在（満年齢）とします。（除く小・中学生）
●申込期限　平成30年1月31日（水）午前中までに参加料を添えて下記へ申し込んでください。
※郵送による申し込みは受け付けません。
※名古屋市スキー協会公式HPより申し込みできます。下記HP掲載の手順に従って申し込みを行ってください。
●申 込 先　名古屋市スキー協会事務局 TEL090-6095-4531　　
　　　　　   公式HP　http://nagoya－ski.org/

第59回市民スポーツ祭スキー競技大会 第59回市民スポーツ祭スキー競技大会 参加者募集

　名古屋市スポーツ少年団指導者協議会や名古
屋市体育協会加盟競技団体の協力を得て、以下
のような事業を実施しています。
★団員対象の交流会等
◎名古屋市スポーツ少年団交歓大会
　11月11日（土）、日本ガイシスポーツプラザ第2競
技場において開催しました。
　この交歓大会は、名古屋市スポーツ少年団に加
盟する異種目のスポーツ少年団が一堂に会して、
ゲームや運動競技を通じて親睦や交流を深めるの
がねらいです。
　本年度は、8つのスポーツ少年団から184名の参
加を得て、盛大に開催しました。
　大会は、開会式の「団員綱領」朗読に始まり、続
いて「運動適性テスト」として、「立幅とび」「5分間
走」などの5種目を行いました。
　午後からは、各団対抗により、「ビーチボールバ
レー大会・ソフトバレーボール大会」を行いました。普
段の団単位の活動とは違った内容で、他の少年
団との親睦と交流を図ることができ、秋の一日を楽
しく過ごすことができました。
　ご協力いただいた
指導者、リーダー、保護
者のみなさま、本当にあ
りがとうございました。

◎体験教室　今年度は以下の体験教室を開催し
ています。（1月以降は予定）
　◇弓道体験教室　　
　　8月5日（土）　於：パロマ瑞穂弓道場
　　作法を学び、心静に的を射ました。
　◇アーチェリー体験教室
　　10月14日（土）　於：パロマ瑞穂アーチェリー場
　　基本から楽しくアーチェリーを体験しました。　
　◇スケート体験教室〔予定〕　
　　1月7日（日）　於：日本ガイシアリーナ
　　スケート協会から講師を招き、初心者教室を開
　　きます。
　◇駅伝大会〔予定〕　
　　2月24日（土）　於：大高緑地公園
　　2.4㎞のコースを周回する単位団対抗駅伝交
　　流会を開きます。

本市スポーツ少年団本部主催の主な事業（平成29年度）本市スポーツ少年団本部主催の主な事業（平成29年度）
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　平成29年11月23日（木・祝）に、当協会主催のス
ポーツ講演会が、「スポーティブ・ライフ月間」の締め
くくりとなる「はじめよう！つづけよう！スポーティブ・ラ
イフin瑞穂」の会場であるパロマ瑞穂スポーツパー
クにて開催されました。今年は、元スピードスケート

選手の清水宏保さんをゲストとしてお招きしました。オ
リンピックや国際大会など数々の大会に出場してきた
貴重な経験談やスケートを通じて培われてきた人生
観など、特設ステージに集まった200名の観衆を前に
楽しいトークをしていただきました。

▲笑顔で経験談を語る清水さん ▲宇佐見会長のあいさつ▲ゲストの清水さん

平成29年度スポーツ講演会平成29年度スポーツ講演会

　中区体育協会は区民の体位向上と体育諸団体の連絡協調を期し、全員の親睦を深めることを目的とし
て、昭和41年に設立されました。
　設立以来、中区地域力推進室、中区スポーツ推進委員連絡会と共催で各種スポーツ大会を開催してい
ます。
　また、賛助会員制度を設けており協会の運営は、区民の皆様からの「賛助会費」によって支援されています。
　各種スポーツ大会を通じて区民相互の親睦と地域スポーツの振興発展や生涯スポーツの普及に大きな
役割を果てしています。
●お問合せ先
　中区役所 区政部 地域力推進室 地域力推進係
　電話番号: 052-265-2224　ファックス番号: 052-261-0535

中区体育協会

　中村区体育協会は、スポーツを通じて区民の体力向上と、生活の明朗化をはかり、あわせて体育諸団体
との交流を図ることを目的として、昭和23年７月に設立されました。
　年間を通じて種々の大会・教室を開催しており、住民相互の親睦・コミュニケーションづくりの場ともなってお
ります。
　また、各種スポーツも盛んに行われ、区民が気軽に親しめる環境を体育協会・スポーツ推進委員が一体と
なって、地域スポーツの振興を図っています。
●お問合せ先
　中村区役所 区政部 地域力推進室 地域力推進係
　電話番号: 052-453-5322　ファックス番号: 052-453-5323

中村区体育協会

加盟地域体育協会ご紹介
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　スポーツの秋を盛り上げるため、約2か月に亘って
開催されたスポーティブ・ライフ月間の締めくくりとな
る「はじめよう！つづけよう！スポーティブ・ライフin瑞
穂」が、11月23日（木・祝）にパロマ瑞穂スポーツパ
ークで開催されました。
　メイン会場となるパロマ瑞穂スタジアムでは、Jリー
グの試合でも実際に使用している天然芝の上で、
のびのび身体を動かすことのできる「ラジオ体操＆
スロージョギング教室」を始めとしたスポーツイベント
が催されました。また、小学生対象の市内トップチー
ムの協力による体験型スポーツイベント「でらスポ☆

スタジアム」では約180名の参加者がスポーツを楽
しみました。その他に、地元アイドルグループ「アイド
ル教室」の華やかなライブ＆エクササイズや、さまざ
まなグルメが楽しめるケータリングカーも集まり、スポ
ーティブ・ライフ月間の締めくくりにふさわしい賑やか
なイベントになりました。東京オリンピック開催でスポ
ーツが注目されている中、当協会もこのスポーツイベ
ントを通じ、今後もスポーツの普及振興に努めてまい
ります。

▲やろまい運動・スポーツ絵画コンテスト2017

▲スポーツ体験広場（スナッグゴルフ）
▲でらスポ☆スタジアム
　（バスケットボール）

▲でらスポ☆スタジアム
　（野球）

◀ラジオ体操＆
　スロージョギング

◀でらスポ☆スタジアム
　（ホッケー）

▲スポーツ体験広場（車いす体験）

▲でらスポ☆スタジアム
　（アメリカンフットボール）

▲記録に挑戦（50m走）

はじめよう！ つづけよう！
スポーティブ・ライフ in 瑞穂
はじめよう！ つづけよう！

スポーティブ・ライフ in 瑞穂
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　2005年に開催された「愛知万博」を次世代へ語
り継ぐと同時に、愛知県内各市町村の交流、市町
村合併後の一体化の促進、県民意識の高揚、県
民スポーツの振興を目的として、12月2日（土）に愛・
地球博記念公園において第12回愛知県市町村対
抗駅伝競走大会が開催され、愛知県内市町村の
54チームが参加しました。
　小学生男女、中学生男女、ジュニア男女、一般男
女、40歳以上の部各2名の合計18名で構成され、9

区の区間28.7キロを走りました。
　現在、大会2連覇中の名古屋市チームは、今年も
期待と注目を集めていました。
　晴れ渡った晴天の中、選手の方々のご健闘によ
り、名古屋市チームは市の部において8位の成績を
おさめることができました。事業のお世話をいただい
た関係競技団体や、選手の皆様に厚くお礼申し上
げます。

小川　真一郎【名古屋市陸上競技協会】

可知　裕行　【名古屋市陸上競技協会】

堀井　南花　【千種中学校】

遠藤　毬乃　【御田中学校】

中倉　啓敦　【愛知高校】

下村　航也　【名経大高蔵高校】

松葉　広司　【守山自衛隊】

杉山　純一　【明治チューインガム（株）】

中島　汐菜　【平針北小学校】

柳沢　杏月　【原小学校】

名古屋市選手団名簿

 第5区

 第6区

 第7区

 第8区

 第9区

 （中学生・男子）

 （小学生・男子）

 （一般・女子）

 （ジュニア・女子）

 （一般・男子）

 （中学生・女子）

（ジュニア・男子）

 （40歳以上）

 （小学生・女子）

三芳   　源　【千種中学校】

松本　直樹　【一色中学校】

槇　信太朗　【極楽小学校】

柿本　友哉　【清水小学校】

赤坂　よもぎ【名城大学】

塩崎　　葵　【名城大学】

小池　絢菜　【千種高校】

近藤　望未　【中京大中京高校】

林　　勇輝　【大同特殊鋼（株）】

須崎　大輝　【（株）トーエネック】

（敬称略）

※上段が当日走った選手、下段は控え選手

市の部

市の部・町村の部 上位成績一覧
町村の部

１位

２位

３位

４位

５位

１位

２位

３位

４位

５位

豊 田 市／ 1：3 1：5 7

豊 橋 市／ 1：3 2：4 3

岡 崎 市／ 1：3 3：3 4

田 原 市／ 1：3 3：3 9

豊 川 市／ 1：3 4：2 7

阿久比町／ 1：3 5：3 3

東 郷 町／ 1：3 7：2 8

東 浦 町／ 1：3 8：0 8

武 豊 町／ 1：3 8：3 4

蟹 江 町／ 1：3 9：4 1

監  督

コーチ

第１区

 第２区

 第３区

 第４区

第12回愛知県市町村対抗駅伝競走大会第12回愛知県市町村対抗駅伝競走大会

４

　スポーツの秋を盛り上げるため、約2か月に亘って
開催されたスポーティブ・ライフ月間の締めくくりとな
る「はじめよう！つづけよう！スポーティブ・ライフin瑞
穂」が、11月23日（木・祝）にパロマ瑞穂スポーツパ
ークで開催されました。
　メイン会場となるパロマ瑞穂スタジアムでは、Jリー
グの試合でも実際に使用している天然芝の上で、
のびのび身体を動かすことのできる「ラジオ体操＆
スロージョギング教室」を始めとしたスポーツイベント
が催されました。また、小学生対象の市内トップチー
ムの協力による体験型スポーツイベント「でらスポ☆

スタジアム」では約180名の参加者がスポーツを楽
しみました。その他に、地元アイドルグループ「アイド
ル教室」の華やかなライブ＆エクササイズや、さまざ
まなグルメが楽しめるケータリングカーも集まり、スポ
ーティブ・ライフ月間の締めくくりにふさわしい賑やか
なイベントになりました。東京オリンピック開催でスポ
ーツが注目されている中、当協会もこのスポーツイベ
ントを通じ、今後もスポーツの普及振興に努めてまい
ります。

▲やろまい運動・スポーツ絵画コンテスト2017

▲スポーツ体験広場（スナッグゴルフ）
▲でらスポ☆スタジアム
　（バスケットボール）

▲でらスポ☆スタジアム
　（野球）

◀ラジオ体操＆
　スロージョギング

◀でらスポ☆スタジアム
　（ホッケー）

▲スポーツ体験広場（車いす体験）

▲でらスポ☆スタジアム
　（アメリカンフットボール）

▲記録に挑戦（50m走）

はじめよう！ つづけよう！
スポーティブ・ライフ in 瑞穂
はじめよう！ つづけよう！

スポーティブ・ライフ in 瑞穂
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　2005年に開催された「愛知万博」を次世代へ語
り継ぐと同時に、愛知県内各市町村の交流、市町
村合併後の一体化の促進、県民意識の高揚、県
民スポーツの振興を目的として、12月2日（土）に愛・
地球博記念公園において第12回愛知県市町村対
抗駅伝競走大会が開催され、愛知県内市町村の
54チームが参加しました。
　小学生男女、中学生男女、ジュニア男女、一般男
女、40歳以上の部各2名の合計18名で構成され、9

区の区間28.7キロを走りました。
　現在、大会2連覇中の名古屋市チームは、今年も
期待と注目を集めていました。
　晴れ渡った晴天の中、選手の方々のご健闘によ
り、名古屋市チームは市の部において8位の成績を
おさめることができました。事業のお世話をいただい
た関係競技団体や、選手の皆様に厚くお礼申し上
げます。

小川　真一郎【名古屋市陸上競技協会】

可知　裕行　【名古屋市陸上競技協会】

堀井　南花　【千種中学校】

遠藤　毬乃　【御田中学校】

中倉　啓敦　【愛知高校】

下村　航也　【名経大高蔵高校】

松葉　広司　【守山自衛隊】

杉山　純一　【明治チューインガム（株）】

中島　汐菜　【平針北小学校】

柳沢　杏月　【原小学校】

名古屋市選手団名簿

 第5区

 第6区

 第7区

 第8区

 第9区

 （中学生・男子）

 （小学生・男子）

 （一般・女子）

 （ジュニア・女子）

 （一般・男子）

 （中学生・女子）

（ジュニア・男子）

 （40歳以上）

 （小学生・女子）

三芳   　源　【千種中学校】

松本　直樹　【一色中学校】

槇　信太朗　【極楽小学校】

柿本　友哉　【清水小学校】

赤坂　よもぎ【名城大学】

塩崎　　葵　【名城大学】

小池　絢菜　【千種高校】

近藤　望未　【中京大中京高校】

林　　勇輝　【大同特殊鋼（株）】

須崎　大輝　【（株）トーエネック】

（敬称略）

※上段が当日走った選手、下段は控え選手

市の部

市の部・町村の部 上位成績一覧
町村の部

１位

２位

３位

４位

５位

１位

２位

３位

４位

５位

豊 田 市／ 1：3 1：5 7

豊 橋 市／ 1：3 2：4 3

岡 崎 市／ 1：3 3：3 4

田 原 市／ 1：3 3：3 9

豊 川 市／ 1：3 4：2 7

阿久比町／ 1：3 5：3 3

東 郷 町／ 1：3 7：2 8

東 浦 町／ 1：3 8：0 8

武 豊 町／ 1：3 8：3 4

蟹 江 町／ 1：3 9：4 1

監  督

コーチ

第１区

 第２区

 第３区

 第４区

第12回愛知県市町村対抗駅伝競走大会第12回愛知県市町村対抗駅伝競走大会
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賛助会員の皆様賛助会員の皆様
活動にご賛同いただきまして誠にありがとうございます。

法人
学校法人　愛知学院

（株）アダチョー

（株）ATグループ

（株）加藤商会

サンメッセ（株）名古屋支店

椙山女学園大学

田口会計事務所

学校法人　東海学園

東レ（株）愛知工場

（株）名古屋銀行

名古屋姉妹友好都市協会

パイロットインキ（株）

（株）星が丘自動車学校

競技団体、地域団体　
（一社）愛知水泳連盟

名古屋市アーチェリー協会

名古屋市剣道連盟

名古屋市相撲連盟

名古屋市卓球協会

名古屋市軟式野球連盟

名古屋市バトン協会

名古屋市名東区体育協会

名古屋市陸上競技協会

個 人
伊藤　信義

藤吉　純一

（株）愛知銀行

石黒体育施設（株）

（株）江口巖商店

医療法人香流会　絋仁病院

（株）シィールズ

（有）鈴幸商会

（株）中京銀行

東海クリエイト（株）

名古屋掖済会病院

名古屋国際ホテル

（公社）名古屋青年会議所

（株）星が丘ボウル

名古屋市アイスホッケー連盟

名古屋市少林寺拳法協会

名古屋市ソフトテニス連盟

名古屋市庭球協会

名古屋市日本拳法連盟

名古屋市バレーボール協会

名古屋市守山区体育協会

日本拳法連盟　中部日本本部

加藤　常文

松永　富雄

（株）伊藤建築設計事務所

OMC（株）

近藤産興（株）

（株）JPN

スポーツプラザ トキワ

中京大学

東海廣告（株）

学校法人　名古屋学院

（一社）名古屋市医師会

学校法人　名古屋電気学園

(有)ハヤシ体器製作所

堀場産業（株）

名古屋弓道協会

名古屋市熱田区体育協会

（一社）名古屋市水泳連盟

名古屋市ソフトボール協会

名古屋市天白区体育協会

名古屋市バウンドテニス協会

名古屋市ボート協会

名古屋柔道協会

久野　千嘉子

山田　陽清

愛知日野自動車（株）

岩間造園（株）

加藤徽章店

（株）三光

清水建設(株)名古屋支店

（株）設幸工務店

（株）テツ コーポレーション

東洋グリーン（株）

名古屋キャッスルボウル

ニシウラ建設（株）

東山遊園（株）

（株）名立

名古屋サッカー協会

名古屋市空手道連盟

名古屋市スケート協会

名古屋市体操協会

名古屋市ドッジボール協会

名古屋市バドミントン協会

名古屋市ホッケー協会

永谷　健司

愛知県ボウリング場協会
名古屋支部　　

名古屋市スポーツ少年団
指導者協議会

名古屋
ウエイトリフティング協会

名古屋市
ラグビーフットボール協会

パナソニッック（株）
エコソリューション社 中部営業所

〈平成29年度12月現在・50音順・敬称略〉

※非公表希望者は掲載していません。

（公財）名古屋市教育スポーツ協会
Nagoya-city Education and Sports Association

私とスポーツ

一意専心  SPORTS人生放談シリーズ　
時としてわが身よりも大切･･･スポーツの素晴しさにとことん惚れ込み、
人生の多くをスポーツに賭けてきた愛すべき人々。このコーナーでは
名古屋のスポーツ界を支えてきた “縁の下の力持ち”をご紹介し、その
人間的魅力に鋭くせまります。

59

梅山 昭彦さん（守山区体育協会副会長）
うめやま　あきひこ

プロフィール
昭和20年、三重県生まれ。小学生の頃より軟式野球に熱中し、今日まで一貫して野
球に携わる。昭和42年軟式野球のクラブチーム「イーグルス」を自ら設立。監督兼選
手として昨年まで現役でプレーを続ける。昭和48年全日本軟式野球連盟審判員。昭
和62年より守山区体育協会軟式野球部長、平成10年同常任理事、平成22年同副
会長となり、現在に至る。現在、愛知県軟式野球連盟理事・評議員、名古屋市軟式野
球連盟運営部長、愛知県軟式野球連盟守山支部長を務める。今も審判としてグラン
ドに立つとともに、子どもたちの指導を続け、軟式野球の普及に努めている。

――長い間軟式野球に携わられてきましたが、出会いは？
私の子供の頃は、スポーツといえば男子は野球、女子はドッジ
ボールの時代でした。たまたま私は左利きでしたから、貴重だ
ということで、あちこちのチームから呼ばれて、ピッチャーをや
ったりファーストを守ったり。どんどん軟式野球にのめり込んで
いきましたね。
――ご自身でチームを作られたとか……。
ええ、入社した会社にスポーツクラブがなかったので、野球チ
ームを作ろうよ、と社内や取引先から有志を募って、21歳の時
に軟式野球のクラブチーム「イーグルス」立ち上げて、自分で
監督になりました。翌年に守山支部に登録し、そこからずっと
プレーヤー兼監督です。昨年まで現役だったんですよ。70歳に
なったし後進に譲ろうと。口は達者なんですが（笑）、さすがに
足腰の方がね。
――特に思い出に残っていることはありますか？
昭和51年のこと。当時守山支部には100以上の軟式野球チー
ムがありました。そこにある企業が全国大会を目指そうと、準
硬式や硬式野球の経験のある大卒選手を集めてチームを作
り登録してきたんです。決勝戦で私たちのチームと対戦し、私
たちが勝った。その企業のお偉方は「なにやっているんだ！」と
（笑）。県大会への出場権を得たのですが、私たちはクラブチ
ームですから、中小企業などで働いている人を集めてチーム
を作っています。県大会の試合は平日にやるため、選手を集め
られないため返上しました。結果、２位だったそのチームが県
大会に出場し、なんと優勝しました。「おい、俺たちはあのチー
ムに勝ったんだぞ」と仲間と話したのを覚えていますね。
――それは痛快というか、残念というか。では、軟式野球を通し
て学んだことはありますか？
団体競技という中で、仲間に対する思いやりや、相手に対する
尊敬でしょうか。敵も味方も助け合わなければうまくいかない
な、と学びましたね。プロのように生活がかかっていれば非情
になることもあるかもしれませんが、そうではありません。相手
がひっくり返ったら怪我をしてないか、すぐに助けるとかね。

スポーツなら
一生付き合える
友に出会える。

――いま各スポーツで競技人口が減っていますが、軟式野球
はいかがですか。
スポーツ人口が減っているわけではないのですが、スポーツ
の多様化に伴い軟式野球も減っていますね。実は名古屋市ス
ポーツ少年団にはかつて野球部がありませんでした。平成15
年にスポーツ少年団を立ち上げ、私はそれ以来ずっと関わっ
ています。中日ドラゴンズにも頼んで、キッズの野球教室をい
ろんなところで開催しています。最近は4年生5年生が増えて
きていますね。少年野球を中心に指導をしている方がいます
から、そのお手伝いして野球をプレーする子どもたちを育てた
いですね。
――では最後に、これからの目標をお聞かせください。
若い人たち……特に子どもたちに軟式野球を楽しんでもらえ
るよう、いろいろお手伝いしていきたい。身体の続く限り、休み
なくね。1年でも休んでいると、すぐに衰えていきますから。
それから野球に限らず、スポーツを通して仲間の大切さを知
ってほしい。この歳になると連絡を取り合うのは、かつての仕
事仲間より野球仲間なんですよ。特別に付き合いのあった友
人ではなくても、何かの大会で「どこかで会ったことあるなあ」
という方と出会います。話をすると「ああ、あの時の……」と話
がどんどん広がっていきます。チームメイトはもちろん、相手チ
ームの選手も仲間です。それがスポーツの素晴らしさだと思
いますね。
――確かにス
ポーツのつな
がりは深いで
すからね。今
後も変わらぬ
ご活躍を期待
しています。本
日はありがとう
ございました。

インタビュアー／市体育協会広報委員長　斉藤元三
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東洋グリーン（株）

名古屋キャッスルボウル

ニシウラ建設（株）

東山遊園（株）

（株）名立

名古屋サッカー協会

名古屋市空手道連盟

名古屋市スケート協会

名古屋市体操協会

名古屋市ドッジボール協会

名古屋市バドミントン協会

名古屋市ホッケー協会

永谷　健司

愛知県ボウリング場協会
名古屋支部　　

名古屋市スポーツ少年団
指導者協議会

名古屋
ウエイトリフティング協会

名古屋市
ラグビーフットボール協会

パナソニッック（株）
エコソリューション社 中部営業所

〈平成29年度12月現在・50音順・敬称略〉

※非公表希望者は掲載していません。

（公財）名古屋市教育スポーツ協会
Nagoya-city Education and Sports Association

私とスポーツ

一意専心  SPORTS人生放談シリーズ　
時としてわが身よりも大切･･･スポーツの素晴しさにとことん惚れ込み、
人生の多くをスポーツに賭けてきた愛すべき人々。このコーナーでは
名古屋のスポーツ界を支えてきた “縁の下の力持ち”をご紹介し、その
人間的魅力に鋭くせまります。
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梅山 昭彦さん（守山区体育協会副会長）
うめやま　あきひこ

プロフィール
昭和20年、三重県生まれ。小学生の頃より軟式野球に熱中し、今日まで一貫して野
球に携わる。昭和42年軟式野球のクラブチーム「イーグルス」を自ら設立。監督兼選
手として昨年まで現役でプレーを続ける。昭和48年全日本軟式野球連盟審判員。昭
和62年より守山区体育協会軟式野球部長、平成10年同常任理事、平成22年同副
会長となり、現在に至る。現在、愛知県軟式野球連盟理事・評議員、名古屋市軟式野
球連盟運営部長、愛知県軟式野球連盟守山支部長を務める。今も審判としてグラン
ドに立つとともに、子どもたちの指導を続け、軟式野球の普及に努めている。

――長い間軟式野球に携わられてきましたが、出会いは？
私の子供の頃は、スポーツといえば男子は野球、女子はドッジ
ボールの時代でした。たまたま私は左利きでしたから、貴重だ
ということで、あちこちのチームから呼ばれて、ピッチャーをや
ったりファーストを守ったり。どんどん軟式野球にのめり込んで
いきましたね。
――ご自身でチームを作られたとか……。
ええ、入社した会社にスポーツクラブがなかったので、野球チ
ームを作ろうよ、と社内や取引先から有志を募って、21歳の時
に軟式野球のクラブチーム「イーグルス」立ち上げて、自分で
監督になりました。翌年に守山支部に登録し、そこからずっと
プレーヤー兼監督です。昨年まで現役だったんですよ。70歳に
なったし後進に譲ろうと。口は達者なんですが（笑）、さすがに
足腰の方がね。
――特に思い出に残っていることはありますか？
昭和51年のこと。当時守山支部には100以上の軟式野球チー
ムがありました。そこにある企業が全国大会を目指そうと、準
硬式や硬式野球の経験のある大卒選手を集めてチームを作
り登録してきたんです。決勝戦で私たちのチームと対戦し、私
たちが勝った。その企業のお偉方は「なにやっているんだ！」と
（笑）。県大会への出場権を得たのですが、私たちはクラブチ
ームですから、中小企業などで働いている人を集めてチーム
を作っています。県大会の試合は平日にやるため、選手を集め
られないため返上しました。結果、２位だったそのチームが県
大会に出場し、なんと優勝しました。「おい、俺たちはあのチー
ムに勝ったんだぞ」と仲間と話したのを覚えていますね。
――それは痛快というか、残念というか。では、軟式野球を通し
て学んだことはありますか？
団体競技という中で、仲間に対する思いやりや、相手に対する
尊敬でしょうか。敵も味方も助け合わなければうまくいかない
な、と学びましたね。プロのように生活がかかっていれば非情
になることもあるかもしれませんが、そうではありません。相手
がひっくり返ったら怪我をしてないか、すぐに助けるとかね。

スポーツなら
一生付き合える
友に出会える。

――いま各スポーツで競技人口が減っていますが、軟式野球
はいかがですか。
スポーツ人口が減っているわけではないのですが、スポーツ
の多様化に伴い軟式野球も減っていますね。実は名古屋市ス
ポーツ少年団にはかつて野球部がありませんでした。平成15
年にスポーツ少年団を立ち上げ、私はそれ以来ずっと関わっ
ています。中日ドラゴンズにも頼んで、キッズの野球教室をい
ろんなところで開催しています。最近は4年生5年生が増えて
きていますね。少年野球を中心に指導をしている方がいます
から、そのお手伝いして野球をプレーする子どもたちを育てた
いですね。
――では最後に、これからの目標をお聞かせください。
若い人たち……特に子どもたちに軟式野球を楽しんでもらえ
るよう、いろいろお手伝いしていきたい。身体の続く限り、休み
なくね。1年でも休んでいると、すぐに衰えていきますから。
それから野球に限らず、スポーツを通して仲間の大切さを知
ってほしい。この歳になると連絡を取り合うのは、かつての仕
事仲間より野球仲間なんですよ。特別に付き合いのあった友
人ではなくても、何かの大会で「どこかで会ったことあるなあ」
という方と出会います。話をすると「ああ、あの時の……」と話
がどんどん広がっていきます。チームメイトはもちろん、相手チ
ームの選手も仲間です。それがスポーツの素晴らしさだと思
いますね。
――確かにス
ポーツのつな
がりは深いで
すからね。今
後も変わらぬ
ご活躍を期待
しています。本
日はありがとう
ございました。

インタビュアー／市体育協会広報委員長　斉藤元三
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