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市

滋さん

近畿

京都府

●

ねんりんピック長崎2016

ウォークラリー
いまにし

こ

今西あい子

さん

「レクリエーション京都」チーム

68 歳

● 参加歴：１回目

若すぎる選手たち— 健康は人との交流から！
「ねんりんピック」
。聞いたことはありましたが、

その後、他チームの方と一緒にバスで島内観

まさか自分が出場するなんて夢にも思っていま

光へ。とても説明上手なガイドさんの案内に、

せんでした。しかし、京都府レクリエーション協

皆さん聞き惚れ、うなずいていました。宿泊所

会が実施する予選会のことを知り、挑戦してみ

では、壱岐の海・山の幸、名物料理に舌つづみ

ることに。まずは、メンバー集めです。日ごろ、

を打ち、
「壱岐に来てよかった〜」としみじみ語

曜日と時間を決めて週３回歩いている、
「お口の

り合いました。

体操あるこう会」の仲間に声をかけました。参

ウォークラリー当日は、あいにくの雨模様。

加種目は自信のあるウォークラリーにしました。

しかし、全国のじぃーじ・ばぁーばの熱気と絆

京都府予選会を無事にクリアし、いよいよ本

は強く、声を掛け合いながら、助け合って臨み

大会に出場です。

ました。皆さん優しく元気で、年齢を忘れて歩

「長崎で ひらけ長寿の 夢・みらい」のスロー

いておられます。
「皆さん、お若いな〜」と感じ

ガンに魅せられながらの出発。何もかも初めて

ました。私の周りは団塊の世代だらけです。そ

の体験で、心配や不安だらけの平均年齢 69 歳

の方たちにもこのような大会にまず一歩を踏み

の５人組です。

入れることを知らせたいと思いました。

会場となった長崎県壱岐市は、福岡から高速

今回、ねんりんピックに出場することで、長

船で１時間、数々の神話と自然が残る玄界灘に

寿の夢へつながる健康づくりの大切さ、そして、

囲まれた離島です。島に着くと、すでに全国か

歳を重ねても全国大会に参加できることの喜び

らの出場選手で賑わっており、その人数と活気

を、全国の皆さんから教えていただきました。

にびっくりしました。

元気と笑顔のご褒美・健康は人との交流から！
元気な仲間を増やして次回も参加した
いと思える「ねんりんピック」でした。

週３回共に歩いているメンバーと参加。島内観光では、
島の歴史と自然に感動した。
（前列左）

壱岐市のゆるキャラたちと共に。
成績も４位と奮闘した。
（左端）
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近畿

兵庫県

●

ねんりんピック長崎2016

ペタンク
し む ら き よ こ

新村清子

さん

73 歳

● 参加歴：１回目

感動の余韻、いまだ色濃く。長く楽しみが続く大会
５月の「兵庫県ねんりんペタンク交流大会」

場所で地元チームの方が親しく声をかけてくだ

で優勝し、出場の権利を得た時点から、今日に

さり、緊張感もほぐれ、試合に臨むことができ

至るまで、
「ねんりんピック長崎 2016」は思い

ました。そして予選リーグの最終戦、ギリギリ

出深い大会として心に残っています。大会参加

１点差で勝利し、決勝トーナメントに進むこと

の機会に恵まれたことによって、長期間楽しむ

ができました。

ことができました。

2 日目の決勝トーナメントでは、
「試合前から

「ねんりんピック」でのペタンクの試合方法は

上位を狙うというのではなく、一戦一戦、一生

１チーム３人で行うトリプルス方式です。しか

懸命やる」という意識を持つことを、３人で申

し、５月の県大会から 10 月の本大会まで、出

し合わせてから試合に臨みました。その心の持

場メンバーの３人が揃って練習する機会は、あ

ち方が良かったのか、余計な力が入らず、メン

まりありませんでした。普段３人は別の場所で

バー揃って平常心で投球することができ、１回

練習していることが多く、その時、その場に集

戦、２回戦、３回戦と勝ち上がることができま

まったメンバーの胸を借りて、それぞれに腕を

した。しかし次の準決勝で岩手県に僅差で敗れ、

磨くべく練習を重ねていきました。７、８月は

残念ながら第 3 位にて本大会を終えることにな

猛暑の日もありましたが、
「長崎へ行くのだ」と

りました。

いう強い思いがあり、私にとっては充実した楽

大会が終わり 5 カ月が過ぎようとしています

しい準備期間でした。

が、
「ねんりんピック長崎 2016」は、私にとっ

いよいよ 10 月の本大会、第 1 日目の予選リー

て有意義な思い出深い大会となり、いまだその

グ。少々緊張気味で会場入りしましたが、待機

余韻を楽しんでおります。
長崎県の皆様、ペタンク会場
だった南島原市の皆様が、ひと
つになって「ねんりんピック」を盛
り上げようとお世話をしてくださっ
ている姿には感激しました。
近年ペタンクの競技人口が増
加しているとはいえ、まだまだ
多くの人に知られていないなと
最近実感しています。
今後は身近なところから、ペ
タンクの持っている魅力を少し
ずつでも伝えていけたらいいな

ペタンクの競技会場となった、
南島原市の松本政博市長
（右端）と共に。
（右から２人目）
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と思います。

近畿

兵庫県

●

ねんりんピック長崎2016

将
た け い

武井

棋
しげる

滋 さん

78 歳

● 参加歴：７回目

高齢者表彰者の姿に、思い描く楽しい 90 代像
私は「ねんりんピック長崎 2016」が、ねんり

があり、ながさき大会においても、将棋の部で、

んピック７回目の参加になります。参加種目は、

90 代の３名の方が表彰されました。３人とも、

私が 50 年余り続けてきた将棋です。将棋は小

お元気でハツラツとされておられました。私は

学校２年生で覚え、本格的に趣味として始めた

その姿を見て、これからの人生を健康に留意

のは社会人になってからです。今も、関西将棋

し、
趣味として将棋を続ければ 90 代になっても、

会館の水曜トーナメントに毎週参加しています。

各県の代表の方々と交流し対戦することができ

その他にも、地域の地区会館を借りて、40 人余

るという大きな楽しみができました。

りの高齢者と会を作り、私が世話役として月２

また、ねんりんピックは、毎年開催都道府県

回会合を持ち、将棋の棋カ向上と会員相互の親

が変わりますので、観光も兼ねる楽しみもあり

睦を図り地域社会の発展に努めています。

ます。私が初めて参加した群馬大会では、妻と

ねんりんピックについては、13 年前に会の仲

伊香保、草津温泉方面の観光をしました。かご

間から教えてもらいました。
それから 2 年に 1 回、

しま大会では、他府県の参加者と指宿方面の観

県の予選会に出場し、幸運にも県の代表に選ば

光を、宮城・仙台大会、とちぎ大会、ながさき

れて、参加を続けています。

大会では、兵庫県のチームメイトと各県の名所

ねんりんピックは、60 歳以上の人が参加する

を観光し、楽しんできました。

ことになっていますが、各県の代表の皆さん、
大変お元気な方ばかりです。毎回、高齢者表彰

また、今回のながさき大会では、昔の職場の
同僚であり、将棋仲間でもあった友人との再会
がありました。彼は、退職後、
故郷の高知県に戻っていまし
たが、今回、高知県の代表と
して参加していました。わず
かな時間でしたが、懐かしく
話が弾みました。これも、ね
んりんピックのおかげだと感
謝しています。
最後になりましたが、今回
の成績は、団体戦は予選敗退
しましたが、個人戦で優勝す
ることができました。これか
らも、健康に気を配りながら、
好きな将棋を楽しもうと思っ
ています。

本大会での対戦中の様子。個人戦では見事優勝を果たした。
（中央）
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近畿

兵庫県

●

ねんりんピック長崎2016

サッカー
ひがしの ひ で お

東野秀雄

さん

68 歳

● 参加歴：６回目

県選抜として連続出場中。これからもサッカーと共に
ねんりんピックに初めて参加したのは 2011

ク出場」を目標に日々体力と健康管理に留意し

年のくまもと大会で、63 歳の時でした。その前

ています。

50 代の頃は、約 12 年にわたって北陸地方に単

普段の活動としては、健康維持管理を基本に、

身赴任をしており、ほとんどサッカーはしてい

シニアリーグ（月１回）とウィークリーサッカー

ませんでした。赴任先から戻った時に、後輩か

（月２回程度）に参加しており、終わった後の食

らチーム参加の誘いを受け、サッカーを再開。1

事会などで、新たな仲間を増やしながら、楽し

年後からねんりんピック選考会に参加するよう

く時間を過ごしています。また、ねんりんピッ

になり、その後連続出場中。

クに関しては、春先に選手選考会が行われ、選

初参加の際、
ねんりんピックの開催規模を「国

出後本大会までの間で数回、複数のシニアチー

民体育大会の２分の１ぐらいかな」と推測して

ムと強化練習会を行っています。

いましたが、総合開会式と種目別開会式、宿舎

今回の対戦相手のメンバー表を見て、どのチー

〜グラウンドへの移動体制など、国民体育大会

ムも 60 代前半の若手選手が登録されており、そ

に劣らぬ規模の本格的な大会に驚きました。シ

ろそろ、ねんりんピック出場からの引退を考え

ニアになってこのような環境でサッカーができ

させられます。しかし、70 歳以上（ロイヤル）

ることに感動したのを今でも忘れません。また、

の全国大会もありますので、新たに気持ちを切

種目別開会式場では現役時代の対戦相手や学

り替えてサッカーを楽しみたいと思っておりま

生・社会人時代の先輩・後輩と再会。この年に

す。その一方で、ねんりんピックで、70 代、80

なって昔話の機会を与えてくれるこの大会が、

代の大先輩が今なおボール蹴りをされている姿

楽しみになっており、それ以降「ねんりんピッ

に敬意を払います。
ながさき大 会で 29 回
目、サッカーのシニア国内
大会としてはかなりビッグ
な大会である、このねん
りんピックに参加できたこ
とを誇りに思っています。
勝利でなく交流・親睦
に重きを置く大会主旨を
今後も後世に継承してい
ただき、さらなる魅力ある
大会にしていただき、末永
く継続されることを願って

60 代前半の若い選手を相手にしながらも、大会 M ブロックで優勝。
（前列左から３人目）
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います。

近畿

奈良県

●

ねんりんピック長崎2016

卓

球

「やまとくん」チーム
（監督兼選手）

あまざき か つ み

尼 﨑 勝 己 さん

81 歳

● 参加歴：４回目

生涯スポーツ・卓球を通して、健康長寿社会に貢献したい
平成 28 年はブラジル・リオでオリンピックが

手との対戦や交流、試合後観光の楽しみを存分

開催され、卓球男子は団体銀メダル、個人銅メ

に体験してほしいという目的は達成できている

ダル、女子も団体銅メダル、個人ベスト４の快

と思います。

挙を達成。連日報道に魅了された日々でした。

会場では柑橘ジュース、人参ケーキ、大村寿

同じ年にねんりんピックに監督兼選手として参

司などのおもてなしがあり卓球の疲れも吹き飛

加できたことは喜ばしく記念すべきこととなり

びました。会場の準備運営など長崎県の人たち

ました。

のきめ細かな配慮やご苦労を思うと頭が下がり

総合開会式は諫早市の県立総合運動公園陸上

ますが、私たちが心身の健康に気をつけて、ス

競技場で行われ、秋晴れの下、奈良県旗を先頭

ポーツや趣味を続けることが何よりの御恩返し

に行進、せんと君の小旗も振って選手団は笑顔

になると思います。身近な人々にこの体験を伝

で元気良く進みました。式典は開会宣言が高ら

え、健康長寿社会に貢献できれば幸いです。

かに発せられ、主催者挨拶の後、常陸宮さまの

定年退職後 20 年間、長年の卓球体験と知識

お言葉を格調高く拝聴しました。メインアトラ

を活かして、高齢者の生き甲斐、語らい、仲間

クションはダンスやマーチングバンドで長崎を

づくりの手助けをしてきました。80 代の人も元

表現する見事なもので、心ゆくまで楽しみまし

気に楽しめる生涯スポーツ・卓球が、健康寿命

た。バスで大村市に移動すると、そちらでも卓

を延ばすのに効果的であることは、医学的にも

球、ボウリング、ラグビーの合同開会式、歓迎

立証されています。これからも、自身の体調管

の太鼓や踊りがありました。長崎の多彩なおも

理にも気をつけながら、カルチャーセンターや

てなしに感動した一日でした。

公民館、体育館などでのＰＲと指導者育成を続

翌 10 月 16 日は試合開始。奈良県は長崎県Ａ

けていくつもりです。

組、静岡県と対戦しました。共
に５試合中 1 勝のみで、３位リー
グに入り、神奈川県と対戦。ここ
でも１勝でした。選手全員ベスト
をつくして一生懸命頑張りました
が、試合体験豊富な相手チームに
勝つことはできませんでした。
最近の７〜８年、奈良県チーム
は他府県の厚い選手層に押され、
２・３位グループでの入賞狙いが
やっとの状況です。しかし、県内
の多くの卓球愛好者に他府県の選

ミックスダブルス戦で健闘。
（左）
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近畿

大阪市

●

ねんりんピック長崎2016

ゲートボール
な ん ぶ な な え

南部七重

さん

67 歳

● 参加歴：２回目

素晴らしい出会いと広がる交流に感謝
私がゲートボールを始めてから、今年で 18

驚くことに、そのチームの皆さんは、私たちの

年になります。そして、この 18 年間で、ねん

試合も一生懸命に応援してくださり、私たちは

りんピックに参加するのは、2 回目です。

その応援にとても勇気づけられました。また、

前回参加したこうち大会では、初めての参加

試合が終わった後、相手チームからプレイに関

にもかかわらず、ラッキーなことに決勝トーナ

するアドバイスまでいただき、とても参考にな

メントに進むことができ、すごく嬉しくて、参

りました。

加したチーム皆で大興奮したことを、今でも覚

その皆さんから、「秋頃に『ゲートボール発

えています。

祥の地』を記念した大きな大会の予定があるの

その決勝トーナメントでは 1 回戦で敗れてし

で、ぜひとも北海道へきてほしい」と誘ってい

まいましたが、
全国各地からの参加者と出会い、

ただきました。

「ぜひ次回、あなたのチームともう一度対戦し

ねんりんピックでは、全国から多くのチーム

たいです」などと、本当に嬉しい言葉をかけて

が集い、たくさんの選手の皆さんとふれあい、

いただきました。

交流することができます。この素晴らしい機会

今回のながさき大会では、予選リーグで３位

があることを嬉しく思います。

と、思うような成績を残すことができず、残念

今にして思えば、もっと早くからねんりんピッ

な結果となりましたが、やはり素晴らしい出会

クに参加していれば良かったなと、感じます。

いがありました。

また、このながさき大会に参加できたことに、

私たちのコートで行われていた北海道チーム

本当に感謝しています。ありがとうございました。

の試合に同郷のチームが応援に来ていました。

チーム全員で。結果は残
念だったが、素晴らしい出
会いに感動した大会だっ
た。
（左から２人目）
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近畿

堺市

●

ねんりんピック長崎2016

弓

道

さかぐちかねちか

坂 口 兼 近 さん

64 歳

● 参加歴：１回目

颯爽と歩く— ねんりんピック・デビュー
空に雲一つない秋晴れの中、さあ「ねんりん

試合初日は、チーム全員力が入り過ぎたのか

ピック長崎 2016」総合開会式の始まりです。何

調子が上がらず、残念な成績に終わりましたが、

と、堺市選手団の旗手は私なのです。光栄なこ

試合最終日には、各自が実力を発揮して、初日

とに、旗手の任務を与えられ、颯爽と選手団の

の失敗を取り戻す好成績を残すことができまし

先頭を歩いています。これが、私の「ねんりん

た。しかし、健闘もむなしく、私たち堺市チー

ピック」初体験のスタートです。

ムは、予選敗退となりました。

私は、平成 25 年春に、大阪府警察を定年退

そんな夜の夕食時、旅館同宿の山口県チーム

職し、学生時代に経験した弓道を再び始めまし

が何と優勝旗を掲げて帰ってきたのです。同宿の

た。当初は、
「こんなはずではなかった」の連

他府県チームと共に山口県チームの健闘をたたえ、

続でした。学生時代には、大阪府の代表選手に

エールを送るなど大いに盛り上がったものです。

選ばれたこともあり、活躍もできたし、結構自

このように、私たち堺市チームだけでなく、他の

分自身でも自信があったのです。しかし、現実

チームメイトも含め、楽しく、元気で、生き生きと

は厳しく、40 年間のブランクに勝てず、悔しい

した「ねんりんピック」となりました。

日々が続きました。

私はこれからも、弓道の道を究めようなどとた

そんなある日、
「ねんりんピック」への参加の

いそうなことは考えてはいません。ただ、今後と

誘いを受けたのです。これで、はっきりと練習

も好きな弓道を続けることができるよう、健康に

の「目標」ができたのです。選手選考会に向け

注意して長生きを心がけたいと思います。

ての練習、選手に選ばれてからのチームとして

次の目標は、2018 年とやま大会です。今大会は、

の練習を通じ、少しずつですが成果が出てきま

残念ながら予選敗退となりましたが、次回こそは決

した。そして、晴れの試合当日を迎えたのです。

勝進出を目標に、日々練習に励みたいと思います。

構えの位置。初めてのねんりんピックでの競技に、
やや緊張。

大会終了後の観光で島原城を訪問。チームで互いの健闘を
たたえ合った。
（右から４人目）
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