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平成30年度スポーツ講演会平成30年度スポーツ講演会
　平成30年11月23日（金・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。清 し々い秋晴れの中、今年

は元プロ野球選手の山﨑武司さんをゲストとしてお
招きしました。活躍された数々の球団での貴重な経
験談や引退後の活動のお話など、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。

▲宇佐美会長のあいさつ ▲ゲストの山﨑武司さん ▲笑顔で質問に答える山﨑さん

　南区は名古屋市南部に位置する高齢者の多い地域です。
　そのため、多くの方々が楽しめる生涯スポーツとしてグラウンド・ゴルフ、レクバレー、レクインディアカ等が特に
盛んに行われています。
　また、野球大会、剣道大会等、数多くのスポーツ大会が行われており、それらの事業の中心的役割を体育
協会の皆さんが担っています。
　加えて、区政協力委員協議会や地元企業、個人会員等の方々から支援を受け、地域と一体となってスポ
ーツ振興事業を行っています。
●お問合せ先
　南区役所 区政部 地域力推進室 地域力推進係
　電話番号: 052-823-9327　ファックス番号: 052-811-6360

南区体育協会

　港区体育協会は、区民の体育振興と親睦を図り、スポーツを通じて生活の明朗化を期することを目的とし
て、昭和３６年４月に設立されました。
　事業としましては、剣道をはじめテニス・卓球等の各種スポーツ大会の実施やスポーツ競技の後援を行っ
ております。
　中でも子どもから参加できる大会等を開催し、スポーツによる青少年の健全育成にも努力をしております。
　今後も幅広い年齢層に対応できるように各種スポーツ・レクリエーション活動に取り組んでいきたいと考えて
おります。
●お問合せ先
　港区役所 区政部 地域力推進室 地域力推進係
　電話番号: 052-654-9625　ファックス番号: 052-651-6179

港区体育協会

加盟地域体育協会ご紹介
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▲駅伝大会（昨年度） ▲交歓大会 ▲弓道体験教室

▲アーチェリー体験教室 ▲スケート体験教室（昨年度）

●大会日時　平成31年2月17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31年2月16日現在（満年齢）とします。（除く小・中学生）
●申込期限　平成31年1月30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よりお申し込みできます。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60回市民スポーツ祭スキー競技大会 第60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4日（日）、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、10のスポーツ少年団から240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　　
　　7月28日（土）　於：日本ガイシアリーナ弓道場
　　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13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6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23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。
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　本年度は、10のスポーツ少年団から240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　　
　　7月28日（土）　於：日本ガイシアリーナ弓道場
　　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13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6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23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。
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　スポーツの秋を盛り上げるため、約2か月にわたっ
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（金・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」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
生を対象とした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」などで、

約180人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「らじお女子」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
るキッチンカーも集まり、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、アジア競技大会等の国際大会の開
催が予定され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2018

▲でらスポ☆スタジアム（ホッケー）
▲ラジオ体操

▲スポーツ体験広場
　（レクインディアカ）

◀スポーツ体験広場
　（車いす体験）

◀スポーツ体験広場
　（スナッグゴルフ）

▲でらスポ☆スタジアム
　（サッカー・フットサル）

◀記録に挑戦
　（走り幅跳び）

▲でらスポ☆スタジアム
　（ハンドボール）

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1日（土）に愛・
地球博記念公園において第13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。
　昨年８位だった名古屋チームは、昨年を超える
記録を！と期待と注目を集めていました。
　晴れ渡った空の中、選手の皆様の健闘により、名
古屋市チームは市の部において4位の好成績をお
さめることができました。また、第2区の中倉啓敦さん
が見事区間賞を獲得しました。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】

山下　美智乃【長良中学校】

鈴木　麗絵　【南光中学校】

中倉　啓敦　【愛知高等学校】

加藤　大成　【中部大第一高等学校】

中野　哲也　【㈱竹中工務店】

松葉　広司　【守山自衛隊】

神谷　弥音　【汐路小学校】

山盛　紗由　【白水小学校】

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）

犬塚　知宏　【名塚中学校】

広井　隆寿　【守山中学校】

倉田　修志　【大須小学校】

渡邉　　充　【下志段味小学校】

塩崎　　葵　【名城大学】

向井　智香　【名城大学】

小池　絢菜　【千種高等学校】

佐藤　　舞　【明和高等学校】

相場　祐人　【中央発條㈱】

祖父江　大尚【南山大学】

（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／１：３１：１７

豊 橋 市／１：３２：３４

豊 川 市／１：３２：５８

名 古 屋 市 ／１：３３：１２

岡 崎 市／１：３３：１３

阿 久 比 町／１：３５：０８

東 郷 町／１：３７：３６

東 浦 町／１：４０：１５

武 豊 町／１：４１：１０

飛 島 村／１：４１：２４

監  督

コーチ

第１区

 第２区

 第３区

 第４区
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４

　スポーツの秋を盛り上げるため、約2か月にわたっ
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（金・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」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
生を対象とした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」などで、

約180人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「らじお女子」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
るキッチンカーも集まり、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、アジア競技大会等の国際大会の開
催が予定され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2018

▲でらスポ☆スタジアム（ホッケー）
▲ラジオ体操

▲スポーツ体験広場
　（レクインディアカ）

◀スポーツ体験広場
　（車いす体験）

◀スポーツ体験広場
　（スナッグゴルフ）

▲でらスポ☆スタジアム
　（サッカー・フットサル）

◀記録に挑戦
　（走り幅跳び）

▲でらスポ☆スタジアム
　（ハンドボール）

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1日（土）に愛・
地球博記念公園において第13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。
　昨年８位だった名古屋チームは、昨年を超える
記録を！と期待と注目を集めていました。
　晴れ渡った空の中、選手の皆様の健闘により、名
古屋市チームは市の部において4位の好成績をお
さめることができました。また、第2区の中倉啓敦さん
が見事区間賞を獲得しました。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】

山下　美智乃【長良中学校】

鈴木　麗絵　【南光中学校】

中倉　啓敦　【愛知高等学校】

加藤　大成　【中部大第一高等学校】

中野　哲也　【㈱竹中工務店】

松葉　広司　【守山自衛隊】

神谷　弥音　【汐路小学校】

山盛　紗由　【白水小学校】

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）

犬塚　知宏　【名塚中学校】

広井　隆寿　【守山中学校】

倉田　修志　【大須小学校】

渡邉　　充　【下志段味小学校】

塩崎　　葵　【名城大学】

向井　智香　【名城大学】

小池　絢菜　【千種高等学校】

佐藤　　舞　【明和高等学校】

相場　祐人　【中央発條㈱】

祖父江　大尚【南山大学】

（敬称略）

※上段が当日走った選手、下段は控え選手
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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

（株）三光

清水建設（株） 名古屋支店

（株）設幸工務店

学校法人　東海学園

東レ（株）愛知工場

（株）名古屋銀行

（公社）名古屋青年会議所

パイロットインキ（株）

東山遊園（株）

丸丹スポーツ用品（株）

競技団体、地域団体等　
（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

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

（株）キスラ

サンメッセ（株） 名古屋支店

椙山女学園大学

（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

学校法人　名古屋電気学園

（株）星が丘自動車学校

幹配電（株）

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

加藤　常文

松永　富雄

（株）伊藤建築設計事務所

OMC（株）

医療法人香流会　絋仁病院

（株）シィールズ

（有）鈴幸商会

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

ニシウラ建設（株）

（株）星が丘ボウル

みらい電力（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

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

近藤産興（株）

（株）JPN

スポーツプラザ トキワ

（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

名古屋姉妹友好都市協会

（株）ニシ・スポーツ 中部営業所

（有）ハヤシ体器製作所

堀場産業（株）名古屋クラウンホテル

(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

永谷　建司

愛知県ボウリング場協会
名古屋支部　　

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

パナソニック（株）
エコソリューションズ社 中部営業部

パナソニックES
エンジニアリング（株） 中部支店

〈平成30年12月末現在・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。

61

加納 久子さん
かのう　ひさこ

プロフィール
昭和28年、神奈川県横浜で生まれ、小学校ときに父親の転勤で茨城県へ。中学校・
高校とバレーボール部に所属し、結婚と同時に名古屋へ。長男の小学校入学と同時
に地域のスポーツに参加。レクリエーションバレーボール歴は34年、9人制バレーボ
ール歴20年となり、いまも現役選手としてプレーを楽しんでいる。平成18年よりレク
リエーションバレーボール名東区副会長、平成20年より10年間にわたりレクリエー
ションバレーボール名東区会長を務める。平成20年に名東区体育協会理事、平成
30年に名東区スポーツ推進委員連絡協議会副会長に就任。レクリエーションバレー
ボールのみならず、地域のスポーツ振興に尽力されている。

――レクリエーションバレーボールは34年もプレーし続けて
いるそうですね。どんなところが魅力ですか？
生涯スポーツとして名古屋市が考えたルールで行われるので
すが、4回で相手に返さなくてはいけなくて、1人1回しか触れ
ないんですね。アタックやブロックはできませんから、4回をど
うつなぐのか、相手のどこに返球するかなど、結構頭を使うん
ですね。ランクは9ランクあり、80歳近い方もプレーしているん
ですよ。私もまだまだ楽しめますね。
――さらに9人制バレーボールもやっているとか……。
レクリエーションバレーボールのチームは、幸い場所が確保
できていて週に2回定期的に練習をしています。9人制も週に
2回あったりしますから週4回。実は昨日も朝に練習して、夜も
練習して来ました。はじめたばかりのチームがあると指導へ行
ったりもしますから、ずっとボールをさわっている週もあります。
もう部活状態ですね（笑）。
――元気ですね。何か体力づくりはしているのですか？
とくには……。たまに友だちにゴルフに誘われて行ったりする
くらいです。土日に学区の体育部長をやっていて、競技種目が
多いんですね。大会の準備だったり、ジュニアスポーツの調整
のために体育館や運動場のサポートをする中で、いろんなと
ころに顔を出して、いろんな方にお目にかかります。それが刺
激になって続けていられるのかもしれませんね。
――名東区で活動されていて、いま感じている課題はありま
すか？
若い方は仕事をされている方が多いので、PTAの方の参加が
すごく少なくなってきています。いかに若い方たちを取りこん
でスポーツを盛り上げていくか。どこの区も苦労されているん
じゃないでしょうか。自分の家庭が一番というのはわかります。
自分の家庭を守っていくことはいいことですし大切なこと。で
も、孤立してしまうこともあると思うんですよ。バレーはチーム
プレーですから、そこで悩みを打ち明けたり愚痴をこぼしたり
できます。コミュニケーションの場になりますから。もっともっと

私も、地域の方も、高齢になっても
スポーツを楽しめる
そんな環境を整えていきたい。

若い方に参加してほしいな。名東区はとくに転出入が多い区
なので、難しいかもしれませんが。
――何か解決策はあるんでしょうか……。
解決策かどうかわかりませんが、若い人の参加が少ない一方
で、年齢が上がっていくとスポーツから離れていく方がいます
よね。高齢の方の行く場所がなくなりつつあるように感じてい
ます。レクリエーションバレーボールの名東区の会長を3月で
退任し、時間が取れそうなので高齢の方のチームを作ろうか
なと考えています。まだ行動が伴っていないのですが、盛り上
げる方法のひとつなのかな、と。高齢になってもスポーツをみ
んなで楽しんでいる姿は、若い方にとっても良いお手本にな
るのではないでしょうか。
――最後に、今後の夢や目標をお聞かせください。
自分のカラダがどれだけ持つかわかりませんが、これからも継
続的にスポーツに携われたらいいなと思っています。考えたこ
とがひとつでもカタチになって、名東区に暮らす方々のお役に
立てればうれしいですね。長く続けることは楽しみのひとつで
すし、生きがいになると考えています。
実は孫が5人いるのですが、いっしょに買い物に行ったりする
と、娘のかわりに私が抱っこして歩いていることもあります。
「お母さん、すごいね」
と娘から言われて、娘
より体力がある（笑）。
まだまだ元気でがんば
りますよ。
――これは心強い（笑）。
ますますのご活躍を期
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　尾野 博之

（名東区体育協会理事・名東区スポーツ推進委員連絡協議会副会長）
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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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高校とバレーボール部に所属し、結婚と同時に名古屋へ。長男の小学校入学と同時
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ないんですね。アタックやブロックはできませんから、4回をど
うつなぐのか、相手のどこに返球するかなど、結構頭を使うん
ですね。ランクは9ランクあり、80歳近い方もプレーしているん
ですよ。私もまだまだ楽しめますね。
――さらに9人制バレーボールもやっているとか……。
レクリエーションバレーボールのチームは、幸い場所が確保
できていて週に2回定期的に練習をしています。9人制も週に
2回あったりしますから週4回。実は昨日も朝に練習して、夜も
練習して来ました。はじめたばかりのチームがあると指導へ行
ったりもしますから、ずっとボールをさわっている週もあります。
もう部活状態ですね（笑）。
――元気ですね。何か体力づくりはしているのですか？
とくには……。たまに友だちにゴルフに誘われて行ったりする
くらいです。土日に学区の体育部長をやっていて、競技種目が
多いんですね。大会の準備だったり、ジュニアスポーツの調整
のために体育館や運動場のサポートをする中で、いろんなと
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激になって続けていられるのかもしれませんね。
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よね。高齢の方の行く場所がなくなりつつあるように感じてい
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多いんですね。大会の準備だったり、ジュニアスポーツの調整
のために体育館や運動場のサポートをする中で、いろんなと
ころに顔を出して、いろんな方にお目にかかります。それが刺
激になって続けていられるのかもしれませんね。
――名東区で活動されていて、いま感じている課題はありま
すか？
若い方は仕事をされている方が多いので、PTAの方の参加が
すごく少なくなってきています。いかに若い方たちを取りこん
でスポーツを盛り上げていくか。どこの区も苦労されているん
じゃないでしょうか。自分の家庭が一番というのはわかります。
自分の家庭を守っていくことはいいことですし大切なこと。で
も、孤立してしまうこともあると思うんですよ。バレーはチーム
プレーですから、そこで悩みを打ち明けたり愚痴をこぼしたり
できます。コミュニケーションの場になりますから。もっともっと

私も、地域の方も、高齢になっても
スポーツを楽しめる
そんな環境を整えていきたい。

若い方に参加してほしいな。名東区はとくに転出入が多い区
なので、難しいかもしれませんが。
――何か解決策はあるんでしょうか……。
解決策かどうかわかりませんが、若い人の参加が少ない一方
で、年齢が上がっていくとスポーツから離れていく方がいます
よね。高齢の方の行く場所がなくなりつつあるように感じてい
ます。レクリエーションバレーボールの名東区の会長を3月で
退任し、時間が取れそうなので高齢の方のチームを作ろうか
なと考えています。まだ行動が伴っていないのですが、盛り上
げる方法のひとつなのかな、と。高齢になってもスポーツをみ
んなで楽しんでいる姿は、若い方にとっても良いお手本にな
るのではないでしょうか。
――最後に、今後の夢や目標をお聞かせください。
自分のカラダがどれだけ持つかわかりませんが、これからも継
続的にスポーツに携われたらいいなと思っています。考えたこ
とがひとつでもカタチになって、名東区に暮らす方々のお役に
立てればうれしいですね。長く続けることは楽しみのひとつで
すし、生きがいになると考えています。
実は孫が5人いるのですが、いっしょに買い物に行ったりする
と、娘のかわりに私が抱っこして歩いていることもあります。
「お母さん、すごいね」
と娘から言われて、娘
より体力がある（笑）。
まだまだ元気でがんば
りますよ。
――これは心強い（笑）。
ますますのご活躍を期
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　尾野 博之

（名東区体育協会理事・名東区スポーツ推進委員連絡協議会副会長）
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すか？
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すごく少なくなってきています。いかに若い方たちを取りこん
でスポーツを盛り上げていくか。どこの区も苦労されているん
じゃないでしょうか。自分の家庭が一番というのはわかります。
自分の家庭を守っていくことはいいことですし大切なこと。で
も、孤立してしまうこともあると思うんですよ。バレーはチーム
プレーですから、そこで悩みを打ち明けたり愚痴をこぼしたり
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なので、難しいかもしれませんね。
――何か解決策はあるんでしょうか……。
解決策かどうかわかりませんが、若い人の参加が少ない一方
で、年齢が上がっていくとスポーツから離れていく方がいます
よね。高齢の方の行く場所がなくなりつつあるように感じてい
ます。レクリエーションバレーボールの名東区の会長を3月で
退任し、時間が取れそうなので高齢の方のチームを作ろうか
なと考えています。まだ行動が伴っていないのですが、盛り上
げる方法のひとつなのかな、と。高齢になってもスポーツをみ
んなで楽しんでいる姿は、若い方にとっても良いお手本にな
るのではないでしょうか。
――最後に、今後の夢や目標をお聞かせください。
自分のカラダがどれだけ持つかわかりませんが、これからも継
続的にスポーツに携われたらいいなと思っています。考えたこ
とがひとつでもカタチになって、名東区に暮らす方々のお役に
立てればうれしいですね。長く続けることは楽しみのひとつで
すし、生きがいになると考えています。
実は孫が5人いるのですが、いっしょに買い物に行ったりする
と、娘のかわりに私が抱っこして歩いていることもあります。
「お母さん、すごいね」
と娘から言われて、娘
より体力がある（笑）。
まだまだ元気でがんば
りますよ。
――これは心強い（笑）。
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待しています。本日はあ
りがとうございました。
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