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秋田県

北海道・東北

宮城県 ●

ねんりんピック長崎2016

ターゲット・バードゴルフ
お お た よ う こ

太田洋子

さん

63 歳

「宮城ツインバード」チーム

● 参加歴：２回目

健康づくり、生きがいづくりにつながる「ねんりんピック」
第 27 回とちぎ大会に続き、夫婦で 2 度目の

ですが、なんとか夫婦共々、優秀賞に入賞する

参加です。

ことができました。

10 月 14 日、宮城県選手団 148 名は、宮城県

私たち夫婦は、登米市のターゲット・バード

ユニフォームに身を包み、仙台空港から長崎県

ゴルフ協会に所属し、気軽に楽しめるスポーツ

へ、３チームに分かれて出発しました。その夜

としてプレイを始め、ほぼ 10 年になります。

の懇親会、各チームの紹介があり、和気あいあ

東京五輪のボート会場候補になり注目を集めた

いとした雰囲気で盛り上がりました。

登米市長沼に、自助努力でコース整備をし、仲

いよいよ総合開会式、開催県の方々の努力に

間とともに週３回、定期的に練習を続けていま

は感謝の言葉もありません。選手団の誘導にも

す。グラウンド・ゴルフやパークゴルフと比べ

心配りが感じられ、感激しました。閉式後は各

愛好者の数は少ない現状ですが、さまざまな機

競技ごとの宿泊施設へ。私たちは、夜景が素晴

会を通してターゲット・バードゴルフの面白さ

らしい「長崎ホテル清風」へ移動しました。歓

や楽しさを伝えるなど、
普及にも努めています。

迎レセプションでは、ぶらぶら踊りや蛇踊りで

こうした活動が生活に彩りとメリハリを生み、

もてなされ、各県選手同士、親睦を深められた

楽しいだけでなく、健康にもつながり、生きが

のも良い思い出となりました。プレイはもちろ

いになっております。

んですが、全国の皆さんとの交流も、ねんりん

日本が超高齢社会を迎えるにあたって、健康

ピックの大きな魅力です。

づくりや生きがいづくりに「ねんりんピック」

そして翌日、快晴の下、小学生手書きの各県

の果たす役割がますます大きくなります。シニ

「のぼり」に応援されながら、競技が始まりま

アの祭典としてよりいっそう認知され、国民的

した。開始早々ホールインワンのアナウンス。

行事として発展することを切に願っております。

本番では、なかなか練習通りにはいかないもの

仙台空港からいざ長崎県へ！
夫婦で 2 度目の参加。
（左）

閉会式会場にて、岩手県チームの方々と。
（右から２人目）
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北海道・東北

宮城県 ●

ねんりんピック長崎2016
ねんりんピック長崎2016

水

泳

す ず き し ず え

鈴木静江

平泳ぎ 50m・25m

さん

71 歳

● 参加歴：３回目

孫のひと言で出場を決めた大会。新たな仲間と共に新たな目標へ
東日本大震災の津波で山元町の家を流されて
から５年。早いような長かったような日々でし
た。何もかもを失い途方に暮れていた時、流さ
れた家の土中から水泳用のゴーグルが泥だらけ
て見つかりとても嬉しかった。あの日、どんな
ことがあっても、泳ぐのを続けようと、少し元
気が出たのが思い出されます。今は、富谷市に
居を構え、週４日ほど泳いでいます。

50 メートル平泳ぎのレース直前。
（奥／第７コース）

ながさき大会出場の話をいただいた時、道の
りは遠く、帰りは現地解散と聞いて、一度はお

平泳ぎの 50 メートルと 25 メートルでしたが、

断りしました。しかし同時期に、孫が、静岡県

初日は 50 メートルプールでの競技。 普段 25

浜松市で開催される新体操の全国大会に出場

メートルプールで泳いでいるため、長さと深さ

することになり、
「ババも長崎で頑張ってきた

に戸惑いました。さらに飛び込んだ瞬間、ゴー

ら？」とひと声。そんな様子を見ていた主人が

グルに水が入るハプニングが。何とか泳ぎきっ

「長崎までマイカーでぷんた（愛犬）と迎えに

て、６位でしたが、大会の雰囲気に飲まれ飛び

行ってやる」と、タイヤやオイルを交換し準備

込み姿勢が悪くなったのだと反省し、改善を翌

を始めました。

日の課題にしました。2 日目は 25 メートルプー

迎えた大会本番。各自が入場し、カメラに向

ル、飛び込みは成功し、もしかして、夢にまで

かって手を振ると、それが会場内に大きく映し

見た３位入賞！ と思った途端、焦って、スピー

出され、否が応にも緊張します。参加種目は、

ドが鈍ってしまいました。0.56 秒の間に３人と
いう接戦で、結果は５位。初のメダルを逃しま
したが、次回の目標ができました。
同じ選手団の仲間も皆頑張りましたが、誰も
メダルには届かず、今度は 10 年後に、また同
じメンバーで出場しようと誓い別れました。3
回目のねんりんピック出場でしたが、新たな水
泳仲間が増え、地元の大会で再会する楽しみも
増えました。
帰りは、主人と共に、雲仙、島原、天草下島
に渡り、
震災の跡が残る熊本を通って高千穂峡、
湯布院、別府温泉と九州を横断。3900 キロメー
トルを無事走破し帰宅しました。

会場の入り口、選手団全員で奮闘を誓い合う。
（左から３人目）
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北海道・東北

秋田県 ●

ねんりんピック長崎2016

サッカー
え ん だ か ず お

遠田和夫

「秋田シニアサッカークラブ」チーム

さん

69 歳

● 参加歴：10 回目

継続は力なり—記念すべき連続 10 回目の参加大会
秋田空港から羽田空港で乗り継ぎ、長崎空港

等しいという結果が出て、自分でもビックリし

へ。 稲佐山観光ホテルに着いたのは、20 時近く

ました。

で、大変疲れましたが、展望大浴場から見える長

試合はというと、 １試合目愛知県選抜と戦

崎港の夜景がとてもきれいで、癒やされました。

い、残念ながら１：２で敗れてしまいました。

翌日の、長崎県立総合運動公園陸上競技場で

愛知県選抜は、元日本リーグのトヨタ自工ＯＢ

の総合開会式は、天気も良く、また私にとって

とのこと、善戦したと思うしかありませんでし

記念すべき連続 10 回目の参加大会ということ

た。２試合目は、佐賀県シニア選抜との対戦。

で、一人感激し、いつも以上に力の入った行進

1 試合目のうっぷん晴らしのような６：０の快

でした。

勝でした。翌日、３試合目は「相模原シニア

その後、種目別会場の島原市に移動し、開始

60」との試合でしたが、決定的なチャンスが幾

式で歓迎を受けました。火砕流の大災害からも

度もありながら得点できずに０：０の引き分け

う 25 年もたったのだなと思いながら雲仙普賢

で終わりました。

岳を眺めつつ、宿泊地、雲仙市の国民宿舎・青

私ども「秋田シニアサッカークラブ」は、４

雲荘に向かいました。

連続金メダル獲得中でしたので、目標の５連続

競技は、島原市営平常町多目的広場で行われ

を逃し、とても悔しかったのですが、銀メダル

ましたが、普賢岳が見える素晴らしい環境のグ

の表彰を受け、みんなが笑顔で終わりました。

ラウンドで、ここでサッカーができる喜びを感

試合終了後は、普賢岳災害記念館を見学、火

じました。いろいろなブースもありましたが、

砕流・土石流を疑似体験し、災害の恐ろしさを

私は毎回、健康診断ブースで診断を受けていま

感じました。また、雲仙地獄巡りをし、観光資

す。今回は特に、ストレス診断でストレス０に

源の豊富さに、さすが長崎と感心しました。夜
はゆっくり温泉を楽しみ、青雲荘の豪華
な食事を取りながら、他県の選手と酒を
酌み交わし、大変楽しいひと時でした。
最終日は、毎年楽しみにしている観光で
す。観光バスを利用して、長崎原爆資料館、
大浦天主堂、グラバー園など見学し、昼食
には長崎チャンポンを食べ、買い物を楽し
んだ後、佐賀空港より秋田空港へ、無事到
着しました。
次は、地元秋田での開催です。仲間と今
まで以上に努力して、ピッチに立ちたいと
思います。

夕食会場では、他県の多数のチームと親睦を深めた。
（左から３人目）
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北海道・東北

秋田県 ●

ねんりんピック長崎2016
ねんりんピック長崎2016

ペタンク
か と う

き

み

「秋田杉」チーム
お

加藤喜美夫

さん

73 歳

● 参加歴：１回目

念願叶って、感動・感激の長崎 —目標を上回る成績に大満足
私たちの挑戦が始まったのは、昨年
４月のこと。
秋田県代表選考大会に「な
がさき大会を目指す」という目標を掲
げ、参加しました。
県代表選考会は、予選リーグ戦では
得失点差で辛うじて決 勝トーナメント
へ。決勝戦では中盤まで大量にリードさ
れ、後がない状況から６点が入ったラッ
キーメーヌがあり、逆転勝利しました。

京都市代表チームとの対戦で大金星をあげ、大満足。
（右端）

実力はさておいて、運が加勢し優勝
することができ、念願の秋田県代表が実現とな

大会２日目の決勝トーナメント戦は、１勝１

りました。

敗で、２回戦敗退。結果は通算成績４勝１敗・

ながさき大会では、長崎空港、総合開会式、

出場 68 チーム中のベスト 16 に入り、優秀賞を

競技開催地・南島原市での開始式など、行く先々

受賞することができました。私たちにとってこ

で大歓迎を受け、感動・感謝・感激でいっぱい

れは想定外で、当初の目標をはるかに上回る成

でした。

績です。持てる力も十分に発揮でき、達成感と

大会１日目の予選リーグ戦は、３戦３勝と１

満足感でいっぱいになりました。

位で決勝トーナメントへ進出。これには私たち

その後、宿泊先の長崎市に移動し、夜は稲佐

もびっくり、でき過ぎです。特に「ねんりんピッ

山公園・山頂展望台へ夜景見学に行きました。

ク栃木 2014」の優勝経験がある京都市代表チー

絶好の夜景鑑賞日に恵まれ、
晴れた夜空には
「ま

ムとの対戦では、途中経過０対８となり私たち

ん丸お月さん」。山頂から眼下に広がる夜景の

は敗色寸前の状況でしたが、
「まず１点を！」と

パノラマは、
「世界新三大夜景」
「１千万ドルの

立ち向かったところ、それから何と 11 点を連取

夜景」にふさわしく、その美しさにただただ感

し大逆転で勝利しました。これは大金星であり、

嘆し、
今までの疲れも吹き飛んでしまいました。

「神ってる」としか言いようのない試合でした。

この年齢となり、思いもよらぬ貴重な体験をさ
せていただき、良い刺激となりました。
ペタンク競技は、私の生涯スポーツとして、
また心身の健康維持のため今後も継続していく
所存です。大会関係者及びボランティアの皆々
様の歓待とお心配りに感謝し、お礼申し上げま
す。また、いろいろとご尽力くださいました秋
田県関係者の皆様に心よりお礼申し上げます。

開会式を終え、チームメンバーと共に。
（左から２人目）
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北海道・東北

福島県 ●

ねんりんピック長崎2016

「県南マスターズ」チーム
（監督兼選手）

テニス
お お か わ ら

こ

大河原つや子

さん

62 歳

● 参加歴：１回目

監督兼選手として初参加。思い出を今後の励みに
10 月 15 日から 18 日まで、監督兼選手とし

績は、メンバーの頑張りがあり、1 位で決勝トー

て大会に参加させていただきました。全国健康

ナメントに駒を進めることができ、1 日を終え

福祉祭へは、福島県から県北・県南・相双・会

ました。

津の 4 地区の選手が持ち回りで参加することに

次の日の決勝トーナメントでは、惜しくも 1

なっており、今回の大会は県南地区のメンバー

回戦で負けてしまい、次に進むことが叶いませ

が選出されました。チームは、日ごろから健康

んでしたが、第 1 位グループの優秀賞をいただ

増進を図りながらスキルの向上を目指し、地

くことができました。

域の方々の中心となって楽しく活動をしている

最終日は、早めに試合が終わったこともあり、

方々で編成されています。監督としてそんな

少し足を伸ばしてハウステンボスを観光しまし

チームを率いることへの不安を抱きながらの参

た。

加ではありましたが、運営サイドのご尽力、メ

大会期間中は本当に楽しく、他県の人々とも

ンバーの協力により無事大会を終え、帰ってく

交流ができて良い思い出となりました。これか

ることができました。

らも日々健康と生きがいを持ってテニスを続け

大会初日の総合開会式では、諫早市で参加者

ていきたいと思っております。

が一堂に会し、長崎県からのいろいろな催しが

最後に、この大会を準備、運営された長崎県

式典に色を添え、盛大で思い出に残る素晴らし

の関係者各位にお礼を申し上げます。本当にお

いものとなりました。

疲れ様でした。

テニスの競技開催地は佐世保市のため、会場
を移動し、開始式に参加しました。歓迎のセレ
モニーとして地元のジュニアオーケストラによ
る『九十九島』の演奏があり、九十九島の風景
を目の当たりにするような調べに感銘を受けた
ことを昨日の出来事のように覚えております。
翌日からは、佐世保市総合グラウンド庭球場
において交流試合
が始まり、この日
は予選リーグが行
われました。福島
県はＦグループに
属し、石川県、熊
本県、東京都Ｂと
対戦しました。成

総合開会式での入場行進を前に、
団旗と共に。
（右端）

競技会場にて。チームメンバーの頑張りもあり、
予選リーグ１位の好成績を残した。
（中央）
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北海道・東北

仙台市 ●

ねんりんピック長崎2016
ねんりんピック長崎2016

ダンススポーツ
まつもと え い じ

松本鋭治

さん

65 歳

● 参加歴：１回目

多くの人に助けられ、支えられたながさき大会
私はダンススポーツに仙台市の代表として選

した。翌日、パートナーは同行者に支えられな

出されました。2012 年の宮城・仙台大会を観

がら帰仙することができました。２週間後には

戦して以来、ねんりんピック出場を目指してき

軽く踊れるまでに回復し、これもひとえに整骨

ただけに、嬉しさいっぱいで臨みました。

院の先生のおかげと思っております。

総合開会式が開催された諫早市の当日は朝か

東日本大震災以来、長崎県の皆様には多くの

ら快晴、気温はピーク時 30℃近くになり東北

ご支援をいただいております。特に毎年夏に開

とは違った暑さでした。入場行進する前、サブ

催されていた、 歌手さだまさしさんの「長崎

トラックでの早くからの整列と移動の疲れも加

から東北へ」のライブでは、会場の皆様から送

わり座りこんでいたところへ、諫早市の小学生

られる熱い声援が、私はじめ多くの被災者の心

10 人がねぎらいの挨拶に来てくれました。高

を動かしているものと思います。そして、こ

齢の私たちにとって疲れも一気に吹き飛ぶよう

の度の素晴らしい「ねんりんピック長崎 2016」

な心和むひと時でもありました。このような企

を開催していただいた関係者の皆さんのご尽力

画をしてくださった皆さん、学校関係者や親御

に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうご

さんに感謝します。

ざいました。

佐世保市内で開催されたダンスス
ポーツ交流大会では緊張しつつも楽し
く踊れましたが、成績は個人戦４種
目全て２次予選敗退でした。仙台か
ら応援に駆け付けた妻や義兄夫婦の
前で張り切り過ぎたのかもしれませ
ん。しかし全国のレベルが把握でき
た有意義な大会でした。
実は、大会終盤の団体戦一次予選
中に私のパートナーが足を捻って怪
我をし、途中欠場しました。翌日に
仙台まで帰れるかどうか不安でした
が、着替え室のブースに開設してい
た「みやざき整骨院」のボランティ
アの先生に助けていただきました。
約１時間、マッサージや整体など、
親身になって応急処置をしていただ
き、支えられて歩けるまでになりま

仙台市代表メンバーと共に。念願の出場を果たし感動。
（後列右から２人目）
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