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新春座談会

  今回は新春座談

会として、現在ス

ポーツ大使として

ご活躍いただいて

いる井村久美子さ

ん、昨年 12 月に

新たな大使として

任命させていただ

きました衛藤昂さ

ん、そしてスポーツ医学のお立場か

ら日本体育協会公認スポーツドク

ターで鈴鹿回生病院院長である加藤

公さんに起こしいただきました。(本

文中敬称略 )

市長　明けましておめでとうござ

います。

　　昨年はオリンピックイヤーと

いうこともあり、そして何と

いっても衛藤選手をはじめ鈴鹿

市ゆかりの選手が３人もリオオ

リンピックに出場されたこと

で、市民の皆さんのスポーツに

対する関心もかなり高かったか

と思います。

　　それでは衛藤さん、早速です

が日本の代表としてオリンピッ

クに出場が決まったときのお気

持ちをお聞かせください。

衛藤　オリンピックを決めたの

は、昨年６月末の日本選手権で

す。ラストチャンスで何とか決

めることができました。それか

ら本番まで１カ月程しかなかっ

たので、喜びに浸る間もありま

せんでした。周囲の期待が膨ら

む中で、オリンピック本番も

迫ってきて、何とか乗り遅れな

いようにというのが決まってか

らの気持ちでした。

市長　小さい頃からオリンピック

選手を目指し、て練習していた

のですか。

衛藤　いえ。身長が伸びるのが遅

く、小・中学校ではあまり良い

成績を残せず、自分とはどこか

違う世界だなと思っていまし

た。高専入学後に身長が伸びた

ことが幸いし、年齢を重ねるご

とに少しずつ記録を伸ばすこと

ができました。その後オリン

ピックに手の届きそうな届かな

さそうな状態が続き、実際に行

けそうと思ったのは２、３年前

のことでした。

市長　やはりオリンピックは全然

違う舞台なのでしょうか。

衛藤　前年に世界選手権に出てい

るので、競技中はそこまで大き

な違いは感じませんでしたが、

やはりそこに至るまでの周りの

期待や盛り上がりは、世界選手

権と比べものになりませんでし

た。

市長　ご経験されている井村さん

はどうでしょうか。

井村　ちょうど８年前になります

が、私も同じように選考会の後

の試合で基準記録を突破して、

結構慌ただしくオリンピックを

迎えたので、準備する間もなく

という感じでした。

　　私はこの後選手活動を終えて

指導者として活動する中でいろ

んな人から「やっぱりオリン

ピックは違いましたか」という

質問をいただきます。

　　今になって、自分で違うもの

にしていたのかなと思います。

周りの期待が大きく「オリン

ピック選手」という言葉に自分

でも上の空になってしまい、い

つもより背伸びした自分を見せ

ようとしていたので、そのとき

にしっかり足を地につけてくれ

る、プレイングコーチがいてく

れたらなと感じています。

加藤　逆だと思っていました。ど

ちらかというと世界の一流選手

と一緒になって、萎縮してしま

うのかなと思っていました。

市長　帰ってきてから、後輩とか

地域の方とかと触れ合うことが

多かったと思うのですが、帰っ

てきてどんな感じでしたか。

衛藤　ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場でい

つも練習している中学生は

「帰ってきたんや」という感じ

でした。オフシーズンになり、

スポーツフェスタや小学校の出

前授業、会社の運動会で、地域

の方々や走り高跳びを生で見た

ことがない人たちの前で跳ぶと

「おぉ～」という声が上がりま

す。それは大人も子どももリア

クションが一緒でおもしろいな

と思いました。

加藤　本当にスポーツって、芸術

ですよね。そのときそのときで

消えていくけれども、印象に残

るし、とても感動しますものね。

本当に文化だなと思います。

市長　選手の人たちを支える側の

スポーツ医学とは、どのような

ものなのでしょうか。

加藤　スポーツ医学で一番大事な

ことは予防だと思います。けが

をしないため大人はやり過ぎに

注意してください。そして子ど

もに大人のやり方を当てはめて

しまうとミスマッチを起こしま

す。成長に合わせなければなり

ません。例えば小学校低学年ま

での子どもだと平衡感覚が身に

付く時期なので自転車に乗った

りするのが良いのです。オリン

ピック選手と同じように筋トレ

をしたとしても筋肉はつきませ

ん。逆に故障を起こしてしまい

ます。

　　成長に合わせて、高校生以降

になったらウエイトトレーニン

グを取り入れるなどすれば良い

ので、子どもの指導に関しては

注意を払っていただきたいと

思っています。

市長　井村さんは、指導するにあ

たって専門知識も勉強されたの

ですか。

井村　そうですね。教えるには勉

強もしないといけないので。

　　記録や功績のある人に教えて

もらうのがいい、と考えるのは

一番危険だと思っています。何

を学べるか考えた方がいいと思

います。なぜなら、自分の経験

してきた方法が指導基準となっ

て指導してしまい、個性を無視

しがちになる押し付け指導に

なってしまうからです。個々に

よって受け取り方は全く異なり

ますし、その個性にあった指導

をするために、指導方法はもち

ろんカウンセリングやメンタル

トレーニングも学びました。

加藤　いろんなスポーツがあるか

ら、得意なものを探して楽しん

でほしいですよね。

市長　行政に求められること、例

えばサポートしてほしいことは

ありますか。

衛藤　10 月から３月は競技場が

17 時に閉まってしまうので、

照明が欲しいなと思います。メ

イン練習プラスαの部分ができ

たらなと思います。

市長　施設の充実が一番大きいで

すか。

衛藤　自身はずっと鈴鹿でやって

きて、母校の鈴鹿高専で練習さ

せてもらうなど練習環境を周り

の方のサポートによって確立で

きていますが、やはり競技場で

のポイント練習が必要だと思う

時もあります。

加藤　良い選手がいても、都会の

高校や大学に行ってしまうケー

スが多いですね。良い指導者が

たくさんいて、練習設備が整っ

て、そして将来的にはきちんと

就職できる可能性があるなど、

生活環境が整っているからで

しょうね。

市長　指導者の立場からはどうで

しょうか。

井村　信頼がなくなると何を言っ

ても受け付けなくなるので、ま

ずは指導技術よりもコミュニ

ケーションをうまくとれる指導

者が必要だと思います。

加藤　信頼関係が大切ですよね。

井村　あとは、将来言われたこと

しかできなくなってしまわない

ために、私は質問をして、それ

を自分で考えて行動させるとい

う指導をしています。自分で悩

んで、考えて答えを見つけてほ

しいと思っています。また、勉

強も努力しましょうと言ってい

ます。勉強もスポーツも上達す

るためには、工夫して考える事

が必ず必要になってきます。

市長　ハード面とソフト面両方の

環境を整えることが大切という

ことですね。可能性がある子ど

もたちを一人でも多く送り出し

ていくために、施設の環境整備

や指導者の育成、学校との連携、

そこにけがや故障を予防するス

ポーツ医学。きちっとしたサイ

クルで回るようなシステムづく

りが必要ですね。



加藤　 難しいですけどね。

市長　でも一人

でも多くの子

どもたちに自

分の持ってい

る力を発揮し

てほしいと

思っていますので、できる限り

のサポートをしていきたいと

思っています。

　　最後に今後の目標とメッセー

ジをぜひ市民の皆さんにお願い

します。

衛藤　直近の目標は、今年８月に

ロンドンで行われる世界選手権

で決勝に進出すること、もう 1

つはあと 4cm と迫った日本記録

2m33cm を更新することです。

　　メッセージですが、オフにな

り陸上競技の普及活動に参加し

た中で、いくつか感じることが

ありました。陸上競技場や体育

館などの施設はセキュリティの

関係で囲まれていますが、目に

見える囲いだけでない入りにく

さがあるのかなと思いました。

イベントに参加していただいた

方には、すぐ近くで魅力を伝え

ることで囲いを取ることができ

たと思います。やはりスポーツ

は生で見るのとテレビで見るの

ではスピード感や迫力がまった

く違うので気軽に競技場へ見に

来ていただけたらと思います。

加藤　スポーツに限らず、体を動

かすことは人間の基本で、人は

立って歩いて、自分でできると

いうことが大切で、高齢化社会

は良いことですが、その中でも

自分のことができ、楽しい生活

が送れるように、そういう長生

きができるようにサポートして

いきたいと思っています。動い

てこその人生だと思います。

井村　今の時代、体力測定のテス

トで得意な子と苦手な子がい

て、「自分はどうせ」という気

持ちになりがちなのに、挑戦す

るっていうことを後押しする大

人が少なくなっています。まず

は、「あの子は速いから」とか「あ

の子より遅い」とか目に見える

ことを言葉にするのではなく

て、子ども自身にどんなことが

楽しいか聞いて、楽しむところ

から始めてほしいです。

　　楽しいと人を大事にできるよ

うになる。人を大事にできると、

今度はこの人が困ったときに助

けるという行為につながってく

るので、楽しいスポーツからコ

ミュニケーションがどんどん発

達して、いいまちになっていけ

ばいいな、と思っています。

市長　本市は、一人ひとつのス

ポーツをしましょうという「鈴

鹿いきいきスポーツ都市宣言」

を行っています。市内でも、た

くさんの方が様々なチームや仲

間同士でスポーツをしており、

スポーツはまちづくりとも密接

に関係していると思います。そ

のような専門的な知識や、経験

のある方にお越しいただいて、

指導やサポートを受けることが

できる環境が広がるように皆さ

んと連携していきたいと、今日

のお話の中で改めて感じまし

た。ぜひ、今後もいろいろなヒ

ントをいただければと思いま

す。

　　本日はありがとうございまし

た。皆さまのますますのご活躍

を心より期待しております。

普 段 の 様 子

衛藤昂さん：リオオリンピック

男子走り高跳び日本代表。白

子中学校から鈴鹿工業高等専

門学校、筑波大学大学院を経

て、現在ＡＧＦ鈴鹿株式会社

の社員として仕事と競技の両

立に努めています。自己べス

トは 2m29cm。

井村久美子さん：女子走り幅

跳び日本記録保持者で北京

オリンピック日本代表。結

婚を機に拠点を鈴鹿市に移

し、現在はイムラアスリー

トアカデミーで「運動を楽

しみ、いかに自分自身をコ

ントロールできるか」をモッ

トーに指導しています。

加藤公さん：鈴鹿回生病院院

長。スポーツ医学に携わり、

プロ野球のキャンプドク

ターをはじめ、本田技研ハ

ンドボールなどのチームド

クターを歴任。現在は三重

バイオレットアイリスの

チームドクターを務めてい

ます。写真の力士・飛翔富

士さんは患者さんだそうで

す。

   広報すずか特集「新春座談会」

についてのご意見・ご感想は、

情報政策課へ

　382-9036　　382-2219

 johoseisaku@city.suzuka.lg.jp 


