
ゴルフ（チーム都城）      令和 4年 9月 14日（水）宮崎レイクサイドゴルフにて 

 

 若干風がありましたが、絶好のゴルフ日和。かながわ 2022に出場予定の 3名の皆さんが師匠と

仰ぐ丹山氏（グランドシニア選手権や県インタークラブ選手権等に出場、全国ねんりんピックに

3大会出場）と大会前の練習ラウンドをされるというこ

とで、取材させていただきました。ラウンド1番ホール

では、ティーショットが 4 名ともフェアウェイをキー

プされるなどナイスショットのスタートで、その後一

打一打、互いにコメントしながら和気あいあいとした

雰囲気でのプレイ、とても楽しそうでした。 

Q：ねんりんピック出場のきっかけは？ 

  瀬戸山選手たちは、日頃から師匠に教えを請い一   

緒にラウンドしながら、スキルアップに努めてきました。今回、丹山先生からの紹介で、全国予

選会であるとは知らずに、宮崎ねんりんピックに初めて出場したわけですが、何も考えずプレイ

したのがよかったのでしょう。大会会場も地元の都城母智丘カントリークラブということもあ

り、いつものように楽しみながらプレイし大会を終えた結果、かながわ 2022の出場権を得るこ

とができました。  

Q：ゴルフとの出会いは？ 

  皆さん40年前後のキャリアがあり、若い頃から始 

められてはいるようです。師匠は、定年退職後に本格  

的に始動し今に至るそうです。松川選手は、20代後 

半に会社を設立したとき、時世柄、周りからの勧め 

もあって始められ、早田選手は、始められた当時、職 

場関係のコンペが結構多く、持ち前の負けん気から 

練習に励まれたということでした。 

Q：健康の秘訣は？ 

  ゴルフが好きで好きで、ゴルフをすること自体が健康に直結している。ゴ

ルフのおかげで、今でも現役で仕事が続けられていると感じている。また、

「あなたが健康なのはゴルフのおかげ」と奥様から言われる方やいつも応援

し気持ちよく送り出してくれる奥様のおかげかな・・・と。 

Q：ねんりんピックかながわ2022での楽しみ、また意気込みは？ 

  瀬戸山選手より「宮崎県代表の選手として、エチケットやマナーに

気を付けて、他県の方々との交流を深めながら、大箱根カントリーク

ラブを思う存分、笑顔で楽しんできます」と熱いメッセージをいただ

きました。 

  皆さんが口々に、「ゴルフとの出会いに感謝はしていますが、今ある  

自分は奥様のおかげであり、ゴルフが楽しめるよう日頃からサポート 

してくれる奥様に何より一番感謝したい」と話されていました。取材 

中も、パーティージョークを交え、笑顔の絶えない選手の皆さんでし  

た。応援よろしくお願いいたします。 



サッカー（宮崎ドリームＦＣ）  令和 4年 9月 15日（木）大淀川小松河川敷グラウンドにて 

 

 宮崎ドリームの選手の皆さんは、主に、毎週木曜日に大淀川の河川敷グラウンドで練習をされ

ています。大会も結構多いことから、選手の怪我等もあるようです。当日も、前週に開催された大

会で足首を痛められた選手の方も来られていて、今回は16名での登録でねんりんピックかながわ

2022に出場しますので、一日でも早い怪我の回復に努

められていると伺いました。 

 練習は、少し小さめのコートを使い、ゲーム形式でゆ

っくりと、声を掛け合いながらボールをつなぎ、調整さ

れながらの練習のようにお見受けいたしました。メン

バーには80歳前後の方をはじめ、60歳後半から 70歳

代の皆さんがプレイする姿は年齢を感じさせず、芝原

を少年のように駆け回り、とても楽しそうでした。 

 

Q：サッカーとの出会い、チームの成り立ちは？ 

  ほとんどの方が学生時代からサッカーに親しんでおられており、50年前後の経歴をお持ちの

ようです。宮崎ドリームチームは、現在80歳前後の方々が中心となり、宮崎市内でチームを立

ち上げられ今に至るようで、宮崎国体に出場された方々も含まれているようです。チームメン

バーも多く、年間を通じて年代別での各種大会が開催されることから、60歳以下の方を含めた

練習日を土日に設定するなどして、様々な大会や遠征に臨まれています。 

 

Q：サッカーの楽しいところ、面白いところは？ 

  ゲームの時は、ミス（失敗）を受け入れて、体を  

動かしながらの仲間とのふれあいが最高です。現役  

時代の職種もバラバラですから、それぞれのプレイ 

スタイルや考え方など人生観にも共有でき、生きる 

糧になっています。 

 

Q：健康の秘訣は？ 

  ウォーキングや仕事で動いていますが、サッカーができることこそが健康のバロメーターで

あり、日常生活から怪我なく、動く体づくりに心がけています。 

 

Q：ねんりんピックかながわ2022での楽しみ、また意気込みは？ 

  宮崎との環境の違いを研鑽できますし、他県の皆 

さんとの交流が楽しみです。子供時代に戻った気持 

ちで 1点でも多く得点できることを目標に、精一杯 

サッカーを楽しんできたいと思います。 

 

 

 



テニス（宮崎県チーム）  令和 4年 9月 15日（木）宮崎市久峰総合公園テニスコートにて 

 

 テニスにおいては、年代別・男女別の選考会

でそれぞれに入賞されたペアで県代表のチー

ムが構成されているため、今回出場される方々

も日頃は別々に練習されていると伺いました。

ねんりんピックかながわ2022に向けて気運を

高めるべく、特別に練習日程を組まれて本日の

練習会となったようです。時折、スコールのよ

うな激しい雨に見舞われましたが、全天候のオ

ムニコートは水はけもよく、充実した練習をさ

れていました。 

 

Q：テニスとの出会いは？ 

  学生の頃からプレイしている選手もおられましたが、チーム代表の石川選手は 50歳になって

から始められたと伺いました。女性ペアは、幼少期には TV 等の影響で憧れてはいたもののき

っかけがなく、社会人になってから、また子育てが落ち着いてからスタートし、ペアを組んで

10年くらいが経つそうです。 

 

Q：テニスの楽しいところ、面白いところは？ 

  年齢に関係なくプレイでき、相手のミスを認め合  

いながら、チームワークが育まれるところでしょう 

か。 

  年齢に応じた様々な大会があり、その時折に大会  

に参加し楽しめることでしょうか。以前、50代後半 

に神奈川県で開催されたピンクリボン大会に参加  

したことも充実した思い出の一つとなっています。 

 

Q：健康の秘訣は？ 

  食べる、よく寝ること、そして笑う頃こと・・・笑顔のために週 3 回程度テニスをしていま

す。 

 

Q：ねんりんピックかながわ 2022 での楽しみ、また

意気込みは？ 

  同世代の他県の方々との会話・交流が楽しみの一 

つです。初めて出場する女性ペアは、全国大会の機 

会も少ないのでまず1勝したいと意気込んでおら 

れました。男性ペアは、富山大会でもメダルを奪取 

したので、一つでも多く勝ちたいと抱負を述べられ 

ました。 



ソフトテニス（gooタッチ）  令和 4年 9月 15日（木）宮崎市久峰総合公園テニスコートにて 

 

 ねんりんピックかながわ 2022 の出場権を

獲得された goo タッチチームの練習を取材さ

せていただきました。お仕事の都合で分田選

手が欠席でした。初めて参加される 1 名の方

以外は、皆２～４回目の参加ということで経

験も豊富で、錚々たるメンバーです。練習の

雰囲気にも明るく、安定したラリーや軽快な

動きに充実感が十分に伝わってきました。 

 

Q：ソフトテニスとの出会いは？ 

  中学校から始めた方（当時学校にソフトテニスしかなかった）は、もう 60年近く親しんでお

られます。女性の方では、上皇后さまのテニスにまつわるエピソードで興味関心を抱いた方、

バスケ等の他の球技を主にしていたが40歳を過ぎてから近所の方に勧められて、病みつきにな

った方などおられました。 

 

Q：ソフトテニスの楽しいところ、面白いところは？ 

  汗をかくこと、笑顔で動き回ることでストレス

発散になり、こころも体も健康が保たれている。

楽しいから週3回程度の練習を欠かさず行ってい

ます。若干の痛みはありますが、若い頃にあまり

根を詰めて練習に没頭しなかったことで、膝や腰

などの持病も少なく、今楽しめていると感じま

す。 

 

Q：健康の秘訣は？ 

食べること、飲むこと、寝ることが一番です。ソフトテニスをするために、日常生活を注意し

て過ごしており、体重や体調の管理にも心がけています。ソフトテニスをやっているからこそ元

気であり、白球を自然（仕方なし？）に追いかけることが健康によいと思います。 

 

Q：ねんりんピックかながわ2022で楽しみにしている、また意気込みは？ 

  これまで参加した大会でも、他県の方々とは、

大会後も引き続き交流しており、かながわ大会

でも楽しみの一つです。 

  もう 1 つの楽しみは、帰県方法を独自行動に

したので、チーム全員で神奈川県にもう1泊し、

観光にも時間を充てる予定です。交流大会宿泊

地近くの箱根をはじめ鎌倉など神奈川県を満喫

したいと思います。 



太極拳（はまゆう延岡）    令和 4年 9月 17日（土）延岡市勤労者体育館にて 

 

 台風14号が九州南海上を北上、九州南部も強

風域に。時折、激しい雨が降る日ではありまし

たが、太極拳に出場される「はまゆう延岡」の

皆様が延岡市勤労者体育館にて、かながわ2022

で披露される演技の練習をされていました。週

1 回のペースでコミュニティセンター等の施設

にお集まりになられて練習されているそうです

が、今回は、勤労者体育館が確保でき、日頃よ

り大きめのフロアで、立ち位置や演技の構成を

チェックされていました。 

Q：太極拳との出会い、成り立ちは？ 

  「はまゆう延岡」は平成24年に 8人のメンバー結成し、10年くらいが経ちます。 

  チーム監督の吉田選手は、退職後に健康管理のために何かしようと思っていたところ、ご友

人からの紹介でスタートし、楽しみや面白みが出てきて今に至っているということでした。 

 

Q：太極拳の楽しいところ、面白いところは？ 

  団体でひとつのものを創り上げることに最大の喜

びがある。 

  「套路（トウロ）」と言われる太極拳の24の型を

自分たちで構成し、音楽（自由）に合わせることで演

技の妙を感じられる。呼吸法や手法、足法、身法、眼

法などを大切に演技するそうです。 

 

Q：健康の秘訣は？ 

  早寝早起きに心がけていますが、そもそも太極拳自体が、心身の健康が図られるスポーツな

ので、練習や演技をすることで、呼吸が整い、内臓を整え、バランスよい身体となります。頭や足

先を含め、指先まで気を通して演技するなど、動作を意識することが大切なようです。1回が４～

６分の演技ですが、気を集中させるので、そう何回も続けては演技できないほど体力を消耗しま

すので、健康の増進に効果があります。 

 

Q：ねんりんピックかながわ 2022 で楽しみにしてい

る、また意気込みは？ 

  全国大会は 2 回目なので、かながわ 2022 での採

点結果が、前回を上回るように精一杯演技したいと思

います。県民の皆様も、コロナでなかなか自由気まま

に外出できない時節ですが、家にこもらずに、何でも

よいのでご自分でできることを無理なく楽しみましょ

う。 



軟式野球（延岡クラブ）         令和 4年 9月 24日（土）浜川球場にて 

 

 浜風が吹く、延岡市の浜川球場にお邪魔しました。 

練習を見学させていただきましたが、選手

の皆さんは、自分のペースで、各自球場に着

くとすぐにストレッチを行い、時間をかけて

ジョギングされるなど、じっくりとウォーミ

ングアップをされ、メンバーがある程度そろ

ってからフットワークやダッシュを行い、ボ

ールを握るまでに入念に体をつくっておら

れました。ケガをしない故障しないために

も、このことはチーム内に深く浸透している

ようでした。 

Q：延岡クラブの設立は？ 

設立して 35 年位になり、国体メンバーを中心に、これまで多くの大会で活躍されています。

50歳以上の大会では優勝 2回、60歳（還暦）以上の大会でも優勝経験があり、中でもサウスポ

ーのエース（現 70 歳）が 30 年間にわたり投げ続けておられ、一人で 5 連投する大会も少なく

ないということでした。試しに、バッターボックスに立たせていただき、球速を体感させていた

だきましたが、伸びのある素晴らしい球質で圧倒されました。 

その他、高校野球経験者をはじめ、社会人野球や甲子園経験者など強者ぞろいといったところ

で、勝つべくして勝つ的な存在に感じました。すごいです。 

Q：楽しさは？ 

  とにかく三度の飯より野球が大好きな仲間の集まり

ですから、先輩・後輩を大切にし、気心の知れた仲間で

すから、練習以外でも仲良く焼き肉や飲み方が弾むよう

で、楽しさいっぱいクラブという感じです。メンバーは、

延岡市を中心に、島野浦や新富、遠くは都城の選手もお

られ、毎週土曜日の練習ですが、この雰囲気ですから移

動距離も苦にならないのでしょう。 

Q：健康の秘訣は？ 

  毎日、1時間かけて4～5㎞歩くこと。ちなみにエース

は、毎日8㎞は走ったり歩いたりしているそうで、だか

らこそ投げ続けられるというのが実感でした。日頃か

ら、ゴルフコンペをするなどして和を大切にしているこ

とも大事なようです。 

Q：ねんりんピックかながわ２０２２での楽しみ、意気込みは？ 

  これまで一緒にプレイした仲間が、神奈川県に居るので久々会って話したり飲んだりするの

が楽しみのひとつです。宮崎県代表として優勝を目指します。勝負事だから、全力投球でぜひ

勝って宮崎に帰りたいと思います。宮崎の皆さん、朗報を待っててください。応援よろしくお

願いします。 



ソフトボール（旭夢翔会）     令和 4年 9月 24日（土）旭化成 長浜グラウンドにて 

 

 旭化成の施設が立ち並ぶ一角に、長浜グラウン

ドがあります。きれいなグラウンドでしたが、話

を伺うとこの状況になるまでにボランティアで、

毎日コツコツと草刈り機で芝を刈るなど随分と

苦労されながら整備していかれたとのこと、チー

ムに対する監督さんの思いや行動が胸に刺さり

ました。本当にご苦労様です。 

 練習では、バットから快音が連発、芯を食らっ

た鋭い打球が放たれていました。シートバッティ

ングでは、フットワークよろしく、すばやい動き

での守備や声かけ、熟練の技を拝見させていただきました。選手層の厚いチームであることを実

感いたしました。 

  

Q：チームの成り立ち、監督としては？ 

  入社当時、旭化成に野球チームがなかったこともあり、ソフトボールを始め、宮崎国体の２

年前からコーチとして、そして監督とチームに関わり、

一旦引退しましたが、チームから切望され再び監督に就

かれたということでした。 

 チームのこれまでの活躍は、全日本大会・実業団・総

合選手権・国体とグランドスラムを達成されているよう

です。さすが名門、旭夢翔会だと思いました。 

 エース（現60歳）は、高校３年生の時に国体で活躍さ

れているようです。 

 

Q：ねんりんピックかながわ２０２２で楽しみにしていること、意気込みは？ 

  大いに大会を、都会を楽しみたいです。 

秋田大会で、３回戦1-0でサヨナラ負けを喫してしまった。メダルはもらったのですが・・・ 

まずはベスト４を目指して頑張りたいと思います。全勝したいですねということでした。 

皆さんの応援よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ゲートボール（月知梅）      令和 4年 9月 25日（日）高岡町粟野練習場にて 

 

爽やかな朝、練習に来られた皆さんでグラウ

ンドを清掃されておられました。夏場の練習で

は、心地よい木陰を与えてくれる木々ではあり

ますが、小枝や実が落ちるため、まず練習場を

整備することからが日課のようで、苦にするこ

ともなく、黙々と動かれる姿に、皆さんの思い

が伝わってきました。 

ここ粟野公園ゲートボール場では、週に 3 回

（水・金・日）月知梅チーム・天ヶ城チーム・

白梅チームのメンバーが集まり、いつも 14～15

名で練習されています。中には、93歳の女性もおられ、お元気にプレイされておられました。設

置されているゲートに向けて、通過やタッチの練習をされたのち、ゲームを楽しんでおられまし

た。 

ゲームでは、チーム双方のメンバーの球の位置や順番がカギを握るようで、チーム戦ならでは

の作戦と面白みがあるようで、ゲーム中は、コーチングを含め様々なアドバイスあり、テクニッ

クありで生き生きとプレイされていました。月知梅チームの愛甲鈴代選手にお話を伺いました。 

Q：ゲートボールとの出会いは？楽しいところは？ 

   22年前、ご主人から、老後は同じ趣味を持とうと誘

われ、ご主人が先に始めていたゲートボールに足を踏

み入れましたが、今では全国大会をはじめ数多くの大

会に出場するようになり、とても忙しい日々を楽しん

でいます。なかでも練習や大会を通じて、人とのコミュ

ニケーションも大切にしています。 

 

            Q：ねんりんピックかながわ2022での楽しみ、また意気込みは？ 

                  試合がとても楽しみです。以前の全国大会で優勝を経験

しているので、まずは予選を勝ち上がり、決勝へ進むこと

を目標にしています。チームの仲間、チームワークでひと

つひとつクリアして頑張りますので、応援、よろしくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ラージボール卓球（宮崎てげいっちゃが） 令和 4年 9月 25日（日）宮崎市生目南公民館にて 

 

ピン球の音がこだまする会場に訪問させていた

だきました。時間的には、まだ練習時間が始まった

ばかりのはずが、すでに熱気伝わる練習会場でし

た。皆さんのカラフルなユニフォーム、カンコン、

カンコンとリズムよくラリーされている姿は、若々

しく、卓球を楽しんでおられました。ただし、やり

すぎは怪我や故障につながるということもあり、練

習時間に適宜、休憩を入れるなど、健康・安全に十

二分な配慮がなされていました。 

ここ生目南公民館では、宮崎市の有川氏が代表となり、同好会として月に 2 回ほど、各地区か

ら集まって練習をされているようです。82歳の方もおられましたが、その元気なプレイぶりに圧

倒されてしまいました。 

今回は、かながわ大会に出場する「宮崎てげいっちゃが」の代表の西村愛子選手に話を伺いま

した。 

Q：ラージボール卓球との出会いは？ 

  定年退職を機に、ラージボール卓球を始めて 6 年目に

なります。卓球は学生時代からはじめ、社会人になっても

遊び程度にやっていましたが、とても楽しくプレイできて

います。 

Q：ラージボール卓球の楽しいところ、面白いところは？ 

  卓球に限ったことではないとは思いますが、皆との交

流ができ、会話が弾むことで、健康につながっているように感じています。体力も向上していま

すし、何より健康であることがうれしい。 

Q：日頃から健康に気を付けていることは？ 

  天ヶ城公園で 5000 歩を目標にウォーキングしたり、

指を動かすことを意識してピアノを弾いたり、甘いものも

好きですが、野菜や魚を中心とした食生活に心がけていま

す。 

Q：ねんりんピックかながわ2022で楽しみにしている、ま

た意気込みは？ 

  初めて参加される方もいますが、選手の皆さんが楽しみにしていますので、充実した 4 日間

となるよう監督として十分に準備をし、それぞれが「いい

体調」「いい精神」で大会に臨みたいです。 

力のあるメンバーだと実感していますので「大会優勝す

るぞ！」という意気込みで、トップクラス（上位リーグ）

で戦いたいです。応援、よろしくお願いいたします 

 

 



ラグビーフットボール（宮崎未惑クラブ） 令和 4年 9月 25日（日）山内川緑地グラウンドにて 

 

晴れ渡った青空のもと、少年からねんりんピックに参加されるメンバーの方々まで、幅広い年

齢層のラガーマンが、山内川緑地グラウンドで練習に汗を流されていました。それぞれの世代で

基本練習やゲーム形式での練習をされていましたが、若者たちに負けないファイト溢れる練習の

姿を拝見することができました。 

宮崎未惑クラブは、1978年にクラブが設立され現在に至っています。宮崎未惑クラブの名前の

由来は、「宮崎の地で未来に向って惑うことなくラグビーを楽しむクラブである」とクラブのホー

ムページに記されている通り、毎週日曜日に山内川緑地グラウンドで活動されています。クラブ

メンバーは、40代～50代が１チーム、６０歳以上で１チームあり、６０歳以上のメンバーが半分

以上とのことでした。開設当時のメンバーも数名残っているということで、ラグビー愛が伝わっ

てきます。 

 

Q：ラグビーフットボールを通して楽しめていることは？ 

  健康・体力づくりにもなりますが、コミュニケーションが第一で、九州や全国の仲間との再

会やその時の飲食の機会に懐かしい話に華が咲くことでしょうか。元 JAPAN のメンバーとも

親交があり楽しいですよ。 

 

Q：健康の秘訣は？ 

  ラグビーフットボールだけをやっているわけではなく、空手とか他のスポーツで体を鍛えた

り、自分のペースでウェイトトレーニングをしたりなど、ゲームできつい思いをしないように

トレーニングには心がけています。 

  年齢に応じたルールでゲームを行っています。たとえば、年代がパンツの色でわかり、年上

の人へのタックルの制限があるなど、ハードなスポーツですが、生涯スポーツとして成り立っ

ています。 

 

Q：ねんりんピックかながわ２０２２で楽しみなこと、意気込みは？ 

  今回のメンバーの中には、全国ねんりんピックが４回目の選手をはじめ、複数回出場してい

る選手もいます。大会では、旧友と会えるこ

と、他県の方々と親交を深めることが１番で

すので、親睦を深めつつ、１勝目指して頑張

りたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

宮崎未惑クラブのHPはこちらから 

宮崎未惑ラグビークラブ - miwaku2 (mmrf.boy.jp) 

https://mmrf.boy.jp/


ペタンク        令和４年９月２８日（水）高木町平山テニスコートにて 

 

朝霧の都城盆地、霧が晴れ絶好の天気となり

ました。ペタンク協会会長のご自宅にあるテニ

スコートにペタンク競技場が設営されていま

すが、このテニスコートは平成12年に完成し

現在に至っているとのことです。ペタンクの練

習は、毎週月・水の２回、近隣の方々が集まり、

ゲームを中心に楽しんでおられるようです。会

長の平山選手は、現在も小中学生や一般の方々

にソフトテニスの指導をされるなど精力的に

活動されていますが、都城市スポーツ指導員と

しても40年以上活躍され、ペタンクの普及・

推進にも努めてこられました。 

 

Q：ペタンクの楽しいところは？ 

  ビットという赤い球に、どれだけ近づけて投球でき

るかですが、やはりピタッと付いた時が快感ですね。相

手（味方）の投球にプラスになるシチュエーションがで

きたときや助言がうまく結果につながると嬉しくなり

ます。自チームや相手チームの球の位置を考えながら投

球していくことに、難しさもありますが面白みがありま

す。 

 

Q：ペタンクへの思いを・・・ 

  以前に比べるとペタンクの競技人口が減っている

ので、多くの皆さんに知っていただくためにも、後継者

づくりとして、指導者や参加者の育成に努めていきたい

と考えています。 

 

Q：ねんりんピックかながわ２０２２に向けての意気込

みは？ 

  出場するからには、やっぱり優勝目指して、選手の

個性を生かしながらチーム一丸となり頑張りたいです。

全国大会に複数回の参加経験がある選手が多く、直近の

県の大会でも優勝できたので、この勢いで神奈川に乗り

込んでいきます。頑張りますので、応援、よろしくお願

いいたします。 

 


