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宮崎県

九州

長崎県

●

ねんりんピック長崎2016

太極拳

「オールドパワー長崎」チーム
（監督兼選手）

こ た に ま さ き

小 谷 正 貴 さん

81 歳

● 参加歴：８回目

炬火リレーランナーの大役を務め、感動の総合開会式
私たち太極拳仲間は皆、50 歳後半から 60 歳
にかけて「健康志向」で太極拳を始めており、

10 月 15 日本番、トランスコスモススタジア
ム長崎における総合開会式。

高齢となった今では、
「生涯スポーツ」に最適

全国選手団の入場行進が始まり、最後に 681

と思い続けています。2015 年より、75 歳から

名の長崎県選手団の行進が終わり、いよいよ私

88 歳の男性１名、女性６名のメンバーでチーム

たちの出番です。
「炬火リレー」の第２走者とし

を構成し、全国大会予選に出場しています。

て「オールドパワー長崎」の７人が走り、無事

チーム結成以来、
「ねんりんピック長崎 2016」

最終走者につなぐことができました。この時は

は最大の目標でした。練習会場が少ない中、半

大きな感動を覚え、感激し、そして名誉ある大

野外的なところも含め、場所を点々と変えなが

役を終え安堵したものでした。

ら、練習しました。真夏や真冬のシーズンも、

その感動もつかの間、10 月 16 日、佐世保市

年齢に負けずに、楽しく、時には厳しく、そし

体育文化館で太極拳の交流大会に臨みました。

て互いに励まし合い、思いを一点に集中してき

本番前の調整練習ではあまり調子が上がりませ

ました。そして、各人自宅で演武曲「アンジェ

んでしたが、これまでの厳しかった練習を思い

ラスの鐘」のテープを聞き、イメージレッスン

出し、
「成せばなる」の合い言葉で集中し大会

を重ねました。

に臨みました。

そんな中、期せずして、総合開会式での「炬

世界遺産候補の教会群より、澄み切った長崎

火リレーランナー」に選ばれました。平均年齢

の空に、平和を求めて鳴り響く「アンジェラス

80 歳のチームが予期せぬ大役を仰せつかり、リ

の鐘」の曲に乗せて、観客の皆さんと一体とな

ハーサルにも多くの時間をかけ臨みました。

り演武しました。
今では、チーム全員が平均年齢 80 歳のパワー
を充分に発揮したと自負しています
この大会で、大きな感動、刺激を受けました。
この経験を胸に、これからも太極拳を続けたい
と思います。

総合開会式では、チーム７名全員で、炬火ランナーの第２走者の
大役を務めた。
（左、炬火保持者）

集団演技の様子。最高齢者賞、高齢者賞を
それぞれ２名が受賞した。
（中央）
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熊本県

●

ねんりんピック長崎2016

ソフトバレーボール
いちむら

ひでゆき

市村秀之

さん

63 歳

「チャーミィ」チーム

● 参加歴：２回目

「ねんりんピック」から熊本の元気を発信！
ねんりんピックへ出発の日、４月の熊本地震

トバレーボールは諫早市の内村記念アリーナで

から半年後にして、大会へ参加できる喜びと、

開催され、しばし内村航平選手の栄光の足跡を

感謝の気持ちを胸に長崎へ向かった。バスの車

見学。あの強さにあやかりたいと願い試合へ挑

中では、参加者と地震の復興状況や故郷の話題

んだ。予選では京都府と富山県のチームと対戦

を語り合い、和気あいあいとした雰囲気の中、

し、2 試合共にフルセットの大接戦となった。

宿泊先の稲佐山観光ホテルに到着。

それでも全勝で翌日の 1 位グルーブ進出が決定

宿舎では県選手団の決起大会が開催され、各

し、前回大会の成績を上回ることができたとあっ

競技団体から大会への決意披瀝があった。我が

て、宿舎では早速お祝いで大いに盛り上がった。

ソフトバレーボールチームも前回大会以上の成

2 日目の初戦は地元長崎のチームとの対戦。

績を宣言し、気持ちを新たにした。

相手チームへの大声援の完全アウェーにも動揺

開会式当日の入場行進では旗手を務め、熊本

せず、フルセットの熱戦で勝利した。

地震への支援に対するお礼の横断幕を掲げ、
「が

金メダルをかけた 2 試合目は山形県チームと

んばるけん熊本」の思いを込めて行進し元気を

対戦、高さとレシーブ力の完璧さに翻弄され完

発信。スタンドからの「頑張れ熊本」の声援に

敗。銀メダルに終わり悔しい思いもあったが、

勇気づけられた。開会式の盛り上がりに感動し、

厳しい練習の成果を充分発揮でき、かつ、大会

アトラクションの素晴らしさに酔いしれながら

へ参加できた喜びもあったので、チーム全員納

閉幕。地元の皆さんのおもてなしに感謝しなが

得の成績であった。

らの 1 日であった。

最終日は駅構内で長崎名物のカステラを“爆

2 日目、いよいよ交流試合が始まった。ソフ

買い”
。少しは長崎県の経済効果に貢献できた
気持ちになった。帰りのバスでは、各競技団体
から成績を発表しお互いの健闘をたたえあうと
共に、2 年後の県予選を突破し、とやま大会で
の再会を誓い合い県選手団の散会となった。
最後に今大会の関係者の方々、熊本県さわ
やか長寿財団の皆さんへ心よりお礼申し上げま
す。本当にありがとうございました。

復興幕のとおりがんば
るけん！ 応援ありが
とうの感 謝の気 持ち
も込めて。

地震から半年にして、大会に参加できた喜びもあり、
チームワークは抜群。
（後方右側１番）
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熊本県

●

ねんりんピック長崎2016

剣 道

（監督兼選手）

も り た せいいち

森 田 精 一 さん

72 歳

● 参加歴：５回目

「地震に負けるな！」の気持ちを込めて、第３位
突然、床が激しく揺れ、天井、壁や室内の物

の開催県山口県です。一人ひとりの選手が、一

が崩れ落ち、なおも揺れは続きます。ガタンゴ

歩も譲らぬ戦いでしたが、惜しくも敗れました。

トンと大きな音がしました。屋根瓦が一階まで

第３位という成績を残し、精一杯やった達成

落ちてきたのです。
県大会を控えた４月、熊本大地震が発生しま
した。
そんな中でねんりんピックの代表者が決まり

感がありました。また、他県の選手の中には、
学生時代の同窓生がいたり、タレントの渡辺正
行氏も東京都代表として参加されており、楽し
く交流もできました。

ました。初出場は一人で、残りは経験者ばかり

閉会式の大会旗の引き継ぎに、県の旗手とし

です。厳しい環境の中、なんとか練習を重ね、

て、剣道の菊池弘德選手が務めました。式典の

大会に臨みました。

演部では、歌手の「さだまさし」さんの話術と

いよいよ 10 月 14 日、開催地である長崎に出

歌を堪能しました。

発です。私はこの集合出発の時が一番好きです。

大会準備や大会中、西岡由典常務をはじめ、

華やいだ空気の中、期待とやる気、誇らしが、

熊本さわやか長寿財団スタッフの方々や生きが

参加選手の顔にも表れています。初日の参加選

い推進課の大下さんに、丁寧でわかりやすいご

手全員の夕食会、これも楽しみな時間でした。

対応をいただき、感謝しています。

試合会場では、地元のおもてなし、歓迎の心
遣いがありがたく感じられました。そんな中、

1 年後の次の大会には、また精進して挑戦し
ようと皆で話しています。

いよいよ第 1 日目、第一試合になり、硬さと緊
張の中で、神戸市と対戦。 見事、勝利です。2
回戦、宮城県と対戦しこれも勝利です！ これ
で、予選を通過し、2 日目の決勝トーナメント
に進めることになりました。
その夜の宿泊は、五島コンカナ王国でした。
予選通過で心も軽く、ビール一杯の味も格別で、
話も弾みました。
2 日目決勝トーナメント、東京都Ｂと当たり
ました。互角の戦いです。しかし、東京都の選
手の一人が前日の試合で体調不良となり欠場。
一人不戦勝で、貴重な一勝を拾いました。ベス
ト８に進出です。次の対戦は、香川県です。回
を重ねるうちに皆の調子も上がって、今度も見
事勝利。いよいよベスト４。次の相手は、去年

復興に願いを込めて参加した大会。第３位の成績に
大きな達成感を感じた。
（左から２人目）
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宮崎県

●

ねんりんピック長崎2016

卓 球
お お い わ ね ひろあき

大岩根博明

「太陽と緑の宮崎」チーム
（監督兼選手）

さん

70 歳

● 参加歴：１回目

予選３度目にして念願の本大会出場。仲間に感謝！
ラージボール卓球を始めたのは 65 歳からで

らこそだ、と仲間に感謝しました。

す。きっかけは、孫を通じて知り合った方から

結団・出発式の後、バスで長崎県に向かいま

の誘いでした。それまでは、長年、硬式をして

したが、春の県予選会から季節は秋に移り、よ

いました。ラージボールは、ラバーと球が硬式

うやく長崎に行くことになったと感無量でした。

の場合と異なり、ネットも２センチ高く、勝手

諫早市での総合開会式は、大変素晴らしいもの

が違いました。

でした。長崎県の皆さんの心のこもったたくさ

ベテランの方から一通り基本を習い、ラケッ

んの演舞に感激しました。

トを振ってみると何とか返球することはできる

試合は、予選リーグ３位でしたが、３位グルー

のですが、試合にはならない状態でした。練習

プ２次予選では２勝することができ、
３位グルー

を始めたのはまだ春でしたが、10 分もすると汗

プ決勝トーナメントに駒を進めました。初戦で

が噴き出しました。少しずつ球に慣れ、面白さ

大阪市と対戦し、試合内容はほぼ互角でしたが、

がわかるようになってきました。それに、一緒

少しミスが出てしまい、ここで敗退しました。

に練習している仲間の多くがほぼ同年齢で、安

宮崎県チームの監督を仰せつかり、代表７名

心感がありました。

で５試合も戦うことができ、大変良かったと思っ

しばらく練習して試合に参加しました。試合

ています。これもみんなの頑張りがあったから

は、経験年数別、年齢別に分けてあるため初心

こそだと思います。

者でも十分楽しめ、賞品もあり以前にも増して

今後も体力が続く限り卓球を頑張りたいと思

面白くなってきました。

います。

ねんりんピックのことは、テレビや先輩代表

大会参加に当たり、多くの長崎県の方々に大

からの話で大変素晴らしいと聞いていましたの

変お世話になりました。深く感謝いたします。

で、 ぜ ひ 一 度 は 出 て み た
いと思っていました。予選
会に出ていれば、そのうち
にチャンスが訪れるとの思
いで参加を続けていたとこ
ろ、県予選３度目のトライ
で運よく「ねんりんピック
長 崎 2016」の 代 表 に 選 出
されました。
代表になれた時は、大変
嬉しく、それまで一緒に練
習してくれた仲間がいたか

試合前の整列、
「いざ、勝負！」
。監督兼選手としてチームを率いる。
（右端）
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宮崎県

●

ねんりんピック長崎2016

ダンススポーツ

（監督兼選手）

まさのり

日 髙 正 憲 さん

61 歳

● 参加歴：１回目

チーム宮崎、ダンススポーツ交流大会に初チャレンジ
５月開催の宮崎ねんりんピックで選抜され
た私たち「チーム宮崎」
。
「ねんりんピック長崎

そしていよいよ団体戦です。私たちは１次予
選突破を目標としていました。

2016」に初めて参加することとなりました。

チャチャチャはカップルの踊りの切れとトッ

出発前に宮崎県庁で結団 ･ 出発式が盛大に

プスが美しく、ルンバは培ってきた熟練の技を

催され、県知事から温かい激励の言葉をいただ

多彩に繰り出して魅せました。ワルツは柔らか

き、身の引き締まる思いでバスに乗り込みまし

くて途切れないムーブメントで目を引き、タン

た。天候にも恵まれ、途中、休憩を挟みながら、

ゴ（私）はスタッカートにスピードに乗って踊

宿泊地の島原市まで。フェリーにも乗り楽しい

りました。

旅路でした。夕食時の選手団の交流会では、選

結果は、万々歳、準決勝に進出できました。

手紹介時にスローアウェイオーバースウェイと

決勝には選手層の厚い都市部のチームが残って

いうフィガーポーズで締めくくると、拍手喝采、

いましたので、チーム宮崎としてはこれ以上な

たいそう好評でした。

い好成績です。長崎県スタッフの皆様のおかげ

翌日長崎県立総合運動公園の会場に着くと、
色とりどりのユニフォームを着用した各都道府

で気持ちよく試合に臨むことができました。あ
りがとうございました。

県の選手が来ており壮観でした。宮崎県は、白

今回は初めての参加でしたが、本当に素晴

を基調として赤のラインの入ったユニフォーム

らしい経験をさせていただきました。今後はこ

でしたが、最も鮮やかで目立っていると皆自画

れを宮崎県内の愛好家に伝えていき、全国大会

自賛しました。開会式が無事に終わり、ダンス

を目指す方々がさらに増えてくることを心から

スポーツ会場のある佐世保市内のホテルまで移

願っています。

動しました。ここには群馬県、三重県、福岡県、
長崎県のチームも宿泊しており、夕食時には互
いの健闘を誓い、楽しく飲んで語ることができ
ました。
次の日、佐世保市東部スポーツ広場体育館で
行われた競技会は、200 組 400 人を超える選手
の入場行進から始まりました。最初が個人戦の
チャチャチャとルンバ、それぞれ 150 組を超え
る出場者で、宮崎県からは２組出場しました。
次はワルツとタンゴ、それぞれ 180 組を超える
出場者でした。その人数にも圧倒されましたが、
宮崎県から出場した３組に、準決勝まで進む組
があり、上々の滑り出しでした。

チーム宮崎で、記念撮影。準決勝進出というこれ以上ない
好成績を収めた。
（後列右から２人目）
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