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約　束

千葉ロッテマリーンズ

今江　敏晃

今年はいわき市で行われるオールスターに出場することを一つの目標として、シーズンに臨みました。昨
年 12 月にいわき市を訪問させていただいた際に、『来年はここでオールスターが行われます。今江さんのプ
レーをしている姿を見るのを楽しみにしています。』、『次はオールスターでいわきに来て下さい。』など、沢
山の声を掛けていただきました。震災後の大変な環境下で生活される皆さんの言葉はとても深く胸に響き、
私もプロ野球選手である以上その期待に応えたい、そんな思いで今シーズンにかける気持ちも特別なものに
なりました。ただ、その思いとは裏腹に、開幕直後は気持ちが空回りし、オールスターに選出されるには到
底及びない成績。このような状況下で心の支えになったのが、『オールスターで再会しよう』という子供た
ちとの約束でした。シーズン途中には子供たちからのメッセージ付きの写真も頂きました。その写真を見な
がら絶対に活躍してオールスターに選ばれるんだと自分自身を鼓舞し、徐々に調子を上げていきました。

幸い監督推薦で選ばれ、再びいわきの地へ、そして今度はプレーしている姿を見てもらえる、こんな嬉し
いことはなかったです。試合当日は駅で子供たちが出迎えをしてくれ、試合前には野球少年たちとも再会す
ることができ、満員のいわきグリーンスタジアムでプレーでき本当に嬉しかったです。月並みな言葉ですが、
プロ野球選手として夢を見せなくてはいけない立場であるのに、逆に勇気をもらいました。試合中には私を
応援してくれる横断幕も出していただき、それをＴＶ中継などで紹介していただきました。こんなにも応援
して頂き、これほど幸せに感じたことはなかったです。本当に感謝しています。

いわき市への訪問活動では被災した現場を目の当たりにし、その惨状には言葉を失いました。いわき市の
皆さんには何と言葉を掛けたら良いのだろう、どう接したら良いのだろうと不安ばかりが募りました。でも
訪問の先々では温かく、そして笑顔で私を受け入れて下さり、皆さんを励ますつもりが、力強く生きる皆さ
んの姿に逆に私が力をいただいた程です。震災を通して、命の尊さ、家族の大切さ、人と人の繋がりの大切
さを痛感させられました。これからプロ野球選手として、そのようなメッセージを伝えることが出来る選手
になりたい。そして、今回のオールスターでは、もう一度、プロ野球選手としてあるべき姿、自分の気持ち
を再確認することができました。こうしていただいたいわき市とのご縁、いわき市の皆さんとの出会いを大
切に末永くお付き合いしていきたいと思っています。
『オールスターで再会しよう』この約束は果たせました。震災直後、いわきグリーンスタジアムは自衛隊

の方の宿営地であったことを聞きました。その場所で野球ができたこと、その球場が満員となり野球でひと
つになれたこと、今思い返すだけでも胸がいっぱいになります。私がグランドから見た外野席の子供たちは、
元気でとても活き活きと輝いていました。その姿こそ、いわき市、福島の未来の姿だと私は信じています。
復興にはまだまだ長い道のりを要すると思いますが、野球の力でひとつになれたように、力を合わせて乗り
越えられることを祈っています。将来を担う子供たちには『目標を持って進んでいこう』これを次の約束に
したいです。私も皆さんに負けないよう頑張ります。そして、これからも皆さんを応援しています。

オールスターゲーム第 3 戦の今江選手
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豊間小で子供達 1人 1人と握手
2011年の慰問

子供達のゲートで見送り
2011年の慰問

久之浜一小で子供達と給食を囲む
2011年の慰問

磐崎小で全校生と集合写真
2012 年の慰問

オールスターゲームの会場となった
いわきグリーンスタジアムで
市内の中学生に指導する

2013 年の慰問

磐崎小学校で
ティーボールの指導を行う

2013 年の慰問

いわき市に到着した今江選手を出迎えた
子供達と一緒に

2013 年オールスターゲームでの来市

前年慰問で訪れた磐崎中・豊間中の
子供達と再会を果たす

2013 年オールスターゲームでの来市
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ふくしま復興祭に寄せて

兵庫県加東市
東日本大震災復興応援団事務局

阿江　孝仁

福島県いわき市から約 800 キロメートル、兵庫県加東市から県立社高等学校、兵庫教育大学の学生を中心

としたボランティアが「ふくしま復興祭」の応援に駆けつけました。

兵庫県加東市は、神戸市から北に約 30 キロメートルの人口 4 万人の小さな街です。なぜ、いわき市と加

東市が繋がったのでしょうか、「偶然と運命の縁（えにし）」としか言いようがなく、いまさらながらに驚い

ています。ことの初めは、「いわき復興祭」の一年前のイベント「21 世紀の森公園復興フェスティバル」に

遡ります。

加東市は、関西広域連合や兵庫県の要請に応じて復興支援を行っていましたが、「民間の力で何かお役に

立てないか」、「被災地の要望にお応えする支援ができないか」と考えていたところ福島県いわき市で開催さ

れる復興フェスティバルについて応援を希望されているとの話を聞きつけ、市民の皆さんに応援を要請した

ところ、多くのボランティアが集まりバスに乗り合わせて復興フェスティバル運営のお手伝いをさせていた

だきました。

会場のイベント広場には、復興を祈念する鯉のぼりが泳ぎ、たくさんの子どもたちの笑顔に出会うことが

できました。ボランティアの皆さまには「参加してよかった」とのありがたい感想をいただきました。この

復興フェスティバルに参加することが決まった後に、運命の縁に遭遇しました。

いわき市は、草野心平先生の郷里です。先生の生誕家が大切に保存され「草野心平記念文学館」が運営さ

れています。草野心平先生は、加東市の出身で、誌人の坂本遼先生と親交が深く、坂本の才能を見いだし、

広く世に送り出していただいた方です。その年の秋には「坂本遼特別展」が記念文学館で開催されるなど二

重の驚きと喜びでした。今から約 90 年前からいわき市と加東市とは深い繋がりがあったのです。

その後に、「いわき海星高校」が今年の春の選抜高校野球大会に出場が決まりました。加東市は甲子園球

場がある西宮市からは車でたった 1 時間の距離です。市内の社高等学校も野球が盛んな学校です。プロ野球

などで活躍された卒業生も多く、オリックスバッファローズの森脇浩司監督の母校です。

この日は、加東市からの応援バスを準備し、多くの市民が甲子園に駆けつけ地元高校のように、いわき海

星高校の爽やかなプレーを心を込めて応援しました。ますますいわき市を身近に感じていただいたことと思

います。

そのような中、今年の「ふくしま復興祭」には、県立社高等学校の家庭クラブ、兵庫教育大学ボランティ

アセンターの生徒、学生を中心に多くの方々が参加してくれました。復興祭前日の朝に加東市を出発、日本

海ルート（兵庫・京都・福井・石川・富山・新潟・福島）で夕刻にはいわき市に到着、明日からの活動に備

えます。復興祭では、加東市紹介コーナー、子どもふれあいコーナーのイベント運営、ご当地キャラクター「加

東伝の助」のステージ出演などを担当、多くのちびっ子たちとの笑顔のふれあいに彼女らは大満足です。

2 日間の開催期間中、イベント運営の合間を見て、どちらか 1 日の午前中は小名浜港周辺の被災地の視察

と研修に出かけました。小名浜まちづくり協議会の高橋様のお世話により、現地の案内もいただき、彼女らは、

津波の凄惨さや震災被害の深刻さを目の当たりにして、少しショックを受けたようです。普段は箸が転がっ

ても可笑しく楽しいお年頃の彼女らですが、この時だけは目に涙を浮かべながら現場を眺め、そして長い時

間をかけて「いわき市東日本大震災展」の資料に見入っていたのが印象的でした。

オールスター戦が終わっての花火の打ち上げの時間には復興祭の会場を後にし、旅館で夕食と休憩、豪雨

に遭遇することなく無事に役目を終えました。次の日は、日本縦断ルート（福島・茨城・栃木・群馬・長野・

岐阜・愛知・滋賀・京都・大坂・兵庫）で加東市に戻ってきました。

もちろん地域経済活性化のお役に立てるよう、いわき市のお土産品を買い込んでいたことを申し添えます。

後日、彼女らに感想を聞きました。「また参加したい」「これからも支援を続けたい」「子どもたちの笑顔

がうれしかった」「ふくしま忘れません」「いわき市ありがとう」などなど、たった 4 日間ですが彼女たちが

ひとまわり大きくなった感じがしました。そして今、彼女らは地域のイベントにボランティアとして、これ

まで以上に積極的に参加してくれています。

ふくしま復興祭、いわき市の皆さんが彼女らをより成長させてくれました。心からお礼を申し上げます。

ありがとうございます。

いわき市と加東市、これからも縁を大切に、末永い友好と交流をお願いいたします。また皆さまとお会い

できる日を楽しみにしています。
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花火に託した「感謝」と「感動」

山梨県市川三郷町
株式会社マルゴー　専務取締役

齊木　智

「マツダオールスターゲーム 2013・ふくしま復興祭」に関わらせて頂き、物凄い緊張とプレッシャーはあ
りましたが私の人生に素晴らしい思い出ができ、心より感謝しております。

弊社は、山梨県市川三郷町と言う田舎町にあります。県外の会社が、この大きな 2 つの大イベントに携われ、
事業の 4 つの「概念」を意識し、「我々に出来る最大限の表現をしよう」と思い取り組みました。
「情報発信」については、地元山梨に「いわき市」を発信する意図で、新聞社、テレビ局に要請し今回の

イベントを県内に発信させて頂きました。風評被害の払拭、観光客増が目的でした。
「教育支援」は、地元湯本第二中学校の生徒に花火の「特別講義」をさせて頂きました。全生徒・教職員の方々

には、シールに「メッセージ」を書いて頂き、オールスターゲームで打上の花火玉に貼り付け夜空に大輪の
花として咲かせました。
「経済活性」については、「新しい絆」を大切にし、関わる全てのスタッフや地元の方々との出会いや思い

で作り、団結を意識し経済活性に繋がるようにと思い取り組みました。
「おもてなし」については、我々には、素晴らしい花火を打上げ感動して頂き、この大イベントに携われ

た感謝を全国から来市された観光客、市民の皆様に恩返ししたいと考え、打上させて頂きました。
本番当日まで、数回いわき市へ会議や打合せに出向き、より良い演出が出来るかを常に考え、関わって頂

く関係機関、実行委員会の方々と打合せを数ヶ月進め、日に日に迫ってくる本番当日に向け、弊社工場でも
社員一丸となって花火作りをしました。

本番数日前、山梨では最終花火準備を開始した頃、今までの花火大会では経験した事のない「緊張感」を
感じておりました。全ての現場に「責任感」を感じ、「思い出に残って欲しい」「感動して欲しい」と真摯に
取り組んでおりますが、今回は言葉で表現できない「緊張感」と共に、全ての準備が完了し、本番前日の 7
月 20 日に弊社スタッフといわき市「21 世紀の森公園」に移動しました。

大きなステージ、沢山のテントや看板が立ち並び、大勢の関係者が忙しく動いている姿を見て、「緊張感」
と「やってやるぞ！」という闘志がこみ上げて来た事は、今でも昨日の事のように思い出します。そんな気
持ちで前日準備を追えました。

弊社の担当は、21 日「ふくしま復興祭」にて約 2,000 発を約 10 分 3 曲の音楽に合わせて打上、22 日「オー
ルスターゲーム」では 5 回裏終了時 20 秒間で 150 発、試合終了後には 5 分間で 300 発の打上という 2 日
間 3 回の打上担当がありました。

21 日は、「緊張」「プレッシャー」「気迫」が入り乱れ、楽しみであり、逃げだしたいような心境を今でも
忘れられません。花火セッティングは午前中に終わり、午後からはコンピューターチェック、夕方には全て
の作業が終了し、緊張とは裏腹に刻々と本番時間が近づいてきます。全スタッフと最終の担当役割、安全管
理について念入りに打合せし、「緊張とプレッシャー」の中、打上本番を迎えました。

本番がスタートし、夜空に輝き躍動する花火を見て、先程までの気持ちは消え、始まったばかりなのに涙
が出そうな気持ちになりました。それはきっと、長い時間かけて「今までにない緊張感の中」この日を迎え、
私含め、弊社全社員の思いや気持ちが夜空に輝き躍動し舞い踊っている花火達が我々の代わりにこの機会を
頂いた事に恩返し、来市者、いわき市民に「感謝」「感動」を必死に表現してくれていたからだと思います。
決して言葉の通じない「花火」に主旨を伝えながら作り「心」が伝わってくれていると感じた今までにない
経験でした。

22 日「オールスターゲーム」の 2 回の花火も無事に終え、
自分たち自身がとても感動し、この思いが皆様に届いてくれ
たと思う 2 日間でした。

全ての管理運営に関わって頂いた実行委員会の皆様、立入
禁止区域を見守って頂いた「市職員」「警備会社」の皆様、建物・
山林火災から守る為、散水作業して頂いた「消防署」「消防団」
の皆様、湯本第二中学校庭を打上現場に使用させて頂く事に
理解して頂いた「校長先生はじめ教職員の皆様」、23 日校庭
の清掃作業を行ってくれた湯本第二中生徒と関係者の皆様、
心から感謝申し上げます。

最後に、人生にとって素晴らしい経験と思い出を作らせて
頂いたことにいわき市民皆様に感謝しております。

ありがとうございました。
オールスターゲームの 5 回終了時、

打ち上げられた花火に選手、観客が酔いしれた。
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マツダオールスターゲーム 2013 いわき実行委員会活動記録誌に
寄せて

株式会社博報堂 DY メディアパートナーズ
スポーツビジネス 1部

前田　独平

【1】

" 東北に春を告げるまち "

僕が初めて浜通りをクルマで北上していたとき、道沿いの看板で出会った言葉だ。

1996 年、J ヴィレッジはまだ、「NTC ナショナルトレーニングセンター（仮称）」と呼ばれていた。

1997 年夏の J ヴィレッジオープンに向けて様々なお手伝いをしていた僕は、電車で、クルマで、何度も

何度も、足を運んだ。少年時代は茨城に暮らしたこともあり、常磐線も常磐道も、もともと大好きだ。穏や

かに晴れることが多く雪とは縁遠い温暖な気候、春には一斉に咲く花々、夕刻に太平洋を望めばそこに昇る

美しい月…仕事を通じて周辺の土地を訪れ、幾多の知見を得た。知人にも恵まれた。いつしか僕の「行って

みたいところリスト」には、夜ノ森や三春が記されるようになった。

その頃、知った。世界最大の経済都市であり、人口 3,000 万人以上の都市圏を持つ東京。その経済活動の

ほとんどを支えているのは、福島県東部沿岸で発電された電力であること。

その後、あちこちでその話を自慢げに話した。「知ってる？東京の電気って……」

あれ以来ずっと、僕は福島に感謝の念を抱き続けていた。特に、東北に春を告げるまちとその周辺の地域に。

【2】

"2011 年、春 "

「怖い。」

3 月 11 日はワシントン DC にいた。一切の通話がつながらなくなって、TV の前で CNN で繰り返し流れ

る津波の映像を夜通し見ていることしかできない僕の携帯電話に、浜通りの友人からの短いメールが届いた。

それからしばらく、絶え間ない余震、刻々と深刻さを増す原発被害、足りない情報、見えない恐怖に怯え

る短いメールが続いた。

避難した先で二日後にようやく一人に一個づつ配られたという、ピンポン玉ほどの小さな白いご飯の写真

に、愕然とした。

この国を襲った大災害がもたらした一秒を争う危機のさなか、日本の中枢である東京を動かすエネルギー

を供給し続けてきた福島の人々が窮地にあるそのとき、我々日本国民が福島県内の避難所に届けられるのが、

たったこれだけのことなのかと、情けなく、申し訳なく、惨めな無力感に支配された。

4 月初め、少しでもできることをと求め、岩手県大船渡市に医療派遣チームのドライバーとして現地に入っ

た。その様子に震撼するなか、滞在中の大きな余震で市中は大停電となり、電気のつかない避難所生活とい

う困難を目の当たりにした。

それから少しして、宮城県名取市閖上町から東岸をクルマで南下、いったん中通りへ出て郡山へ。大規模

避難所となったビッグパレットふくしまを訪ねた。元の姿とは全く異なる生活がそこにもあった。掲示板に

貼られていた、2011 年 4 月の夜ノ森の桜の見事な写真が強く瞼に残る。満開なのに桜の木の下には誰もい

ない。防護服の人物がちらりと写り込んでいた。

その後、久しぶりに J ヴィレッジを訪れた。数えきれないほどの多くの人々が皆でつくりあげた、世界に

誇る素晴らしいフットボールの聖地は、防護服の作業員、戦車や消防車などの自衛隊の特殊車両や大量の水

を運ぶタンクローリーでいっぱいの、まさに最前線基地と化していた。オープン以来たくさんの子供たち、

大人たちに青々とした天然芝を駆ける歓びを教えてくれた緑のピッチは、除染場に、駐車場に変わっていた。

オープニングの日、満員の観客で沸いたスタジアムのピッチには一面にプレハブが建っていた。

久之浜、四倉、小名浜…どこを訪ねても、言葉が、見つからなかった。
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【3】

"2011 年夏、東北の球児たちに、会う。"

震災から 4 ヶ月あまり後、7 月 24 日。
マツダオールスターゲーム 2011 第三戦、日本製紙クリネックススタジアム宮城。

「東北のみんなに、会いに行こう。オールスター選手たちと監督、みんなで。」
「東北の方々に、日本中の人々に、一生の思い出になるようなオールスターを仙台で開催しよう。それを

被災地の球児たちに観に来てもらおう。負担をかけないように、できる限り、いま住んでいるところの近く
にバスで迎えに行こう。試合終了後は家や仮設や避難先の近くまで送ろう。」

そうした思いが集まり、NPB パートナーズシートという名で、被災地球児オールスター招待事業が行われ
た。オールスターの仙台開催決定から約 40 日、暗中模索の突貫作業でようやく招待できたのは宮城、岩手、
福島からの 2,930 名。福島からはシニア、リトル、高校生が参加してくれた。

福島県の、あるチームのユニフォームを着た男性に、僕は声をかけた。
「こんにちは。オールスターの関係者のものです。監督さんですね？」
『はい。』
監督は疲れたような、笑顔のない低い声だった。

「ご苦労様です。このたびはたいへんでしたね。」
『ええ、あれからみんな散り散りになってて、今日も朝早くから三ヶ所まわってようやく集まって来たも

んで。チームのみんなが揃うのもあれ以来で。』
「そうですか…たいへんでしょうが…みなで応援してますので……」

あとは、言葉にならなかった。

福島のチームで、メンバーが今は別々のエリアに避難しているので迎えの行程が複雑なバスがあると、予
め報告は受けていた。あの日、「この招待事業、福島が一番複雑だな」そう感じた。

オールスターを福島県で行う場合の開催球場についての考察と情報収集、招待事業を行う場合の対象者や
範囲、その方法など、複雑な状況の変化に応じた計画策定への道のりは、あの日から始まった。

【4】

" 心をひとつに、力をひとつに。"

2011 年夏のオールスター仙台開催において、選手・監督たちは試合終了後に「一緒に歩こう」と全員で
場内一周をしながら、K スタのスタンドを埋めた東北の観客に手を振ってその気持ちを表した。スタンドか
らは選手たちにおくられる「ありがとー！」という声が、やまなかった。そのかつてない一体感は、オール
スター東北開催の継続を決定づけた。

2012 年夏、岩手県盛岡市の県営球場に集まった岩手県沿岸部 12 市町村の被災地の球児たち 106 チーム
約 2,400 名の歓声は、テレビを通して日本中に響きわたり、2013 年の福島開催に向けた大きな原動力となっ
た。

そして、2013 年 7 月 22 日。
いわきグリーンスタジアム。
前日からの復興祭の素晴らしい賑わいをそのままに、いよいよ、みんながつくりあげた、みんなが楽しみ

にしていた、オールスターゲーム。
蒼井優さんは、「がんばろう、福島。がんばっぺ、いわき！」と笑顔と声でメッセージを寄せてくれた。

フラガールたちの踊りには、何にも負けない、強く美しい心が見えるようだった。被災地の慰問や激励演奏
を数多く行ってきた陸上自衛隊東北方面音楽隊の堂々とした国歌演奏に続いて現れたのは、青森・三沢基地
の F-2 二機と茨城・百里基地の F-15 二機の、これまでに類を見ない、コラボレーション編隊飛行だった。
豊間中の鈴木君の始球式では宇宙飛行士の野口さんがバッターを務めてくれた。12 球団のチアとフラガー
ルは一緒にダンスパフォーマンスを見せてくれた。猪苗代湖ズの歌う「I love you & I need you ふくしま」
を、皆で歌った。マスコットたちも、大きな打ち上げ花火の明かりに照らされながら、確かに、歌った。

180 チーム 3,850 人のユニフォーム姿の球児たちが、歓声を上げながらグラブを持って待ち構えている外
野芝生エリアに、試合中はホームランは飛んで行かなかったけれど、ホームランダービーで中田翔やブラン
コや AJ がたくさん入れたから、いいよね？

とてもいい試合だった。矢貫や、嶋や、大谷や、今江や、内川や、たくさんの選手たちが、それぞれに活躍した。
スター選手たち皆が、最高の輝きを見せてくれた。
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【5】

" 謝らなければならないこと "

試合終了と同時に、驚くばかりの土砂降りになった。

ゴメンなさい。

前の日からずっと神様にお願いしていた。

『神様お願いです、年に一度のお願いです。

どうか、子供たちのバスの到着する午後 4 時から、試合が終わる夜 9 時までの間、その間だけ、雨を降ら

せないでください。このいわきのスタジアムの周辺だけでいいんです。他は土砂降りでもいいんです。夜 9

時過ぎたらゲリラ豪雨でもいいんです。

神様お願いです。

どうか、4 時から 9 時までだけでいいです。スタジアムに雨を降らせないでください。』

霊験あらたか、仙台も岩手も晴れさせた野球ボール柄を纏ったてるてる坊主をスタジアムのロビーにぶら

下げて、何度も何度も、繰り返し、暗唱できるほど祈っていたのだ。

びしょぬれになってしまった方、カメラや機材が濡れてしまった方、バスや車になかなか乗れなくて困っ

た方、撤収が進まなくて弱ってしまった方、寒くて暗い中ずぶぬれでシャトルバスへ観客誘導してくださっ

た警備の方、バスの列に並んで風邪をひいてしまった方、ほんとうにごめんなさい。「9 時過ぎたら豪雨でも

いいです」って、神様にお願いしてしまった。

どうかお赦しを。

【6】

" これから "

マツダオールスターゲーム 2013 第 3 戦いわきの開催に御尽力された全ての皆様に、大会の大成功のお祝

いを述べ、御労苦を労い、御功績を讃え、御指導と御助力に心から感謝し、御礼を申し上げます。

野球界の復興支援策としてのオールスター東北開催の三回目、福島での開催が成功裡に完了したのは、関

係者と支援者、多くの市民の皆様の心がひとつになった、そのことの表れであり、皆様ひとりひとりの御努

力の賜物です。

さぁ、我々はこれから何に取りかかろう？

今回のいわきのオールスターで成し遂げたことを、どう伝えていくべきだろう？

福島が、いわきが、若者たちや少年少女たちにとって大切な素晴らしい故郷であり続けるために、何をす

べきだろう？

日本中の国民が、福島に寄り添い続け、その未来に対して義務と責任とを持って関わっていくように導き、

促すためには、そして世界が FUKUSHIMA をあたたかく見守ってくれる為には、どうしたらいいのだろう？

まだまだ、我々のすべきことはたくさんありそうだ。

最近流行りの哲学者の言葉をひとつ。

『きみはまだまだ遠くへ行けるのだ。

  君の理想を超え、それ以上の憧れの地よりもさらに遠くへ達する力を、

  君は秘めている。』

さぁ、行こう。まだまだ、遠くへ。

2013 年秋  
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ふくしま復興祭　マツダオールスターゲーム 2013
第 3 戦の思い出

大阪府松原市
一勢フードサービス

一瀬　直

当社は、ふくしま復興祭の中心的な事業であった『食のオールスターゲーム』で 12 球団所在地のご当地

グルメを担当させていただきました。

2013 年 2 月に初めてお話をいただいたとき「そんな大きなイベント当社でできるかな？」という不安が

先行しました。といいますのも、当社の移動販売の歴史はこの時若干２年でした。

私自身こんな大きなイベントを任されるとは夢にも思っていなかったので先行き不安でした。まず最初に

ぶち当たったのが、12 球団所在地のご当地グルメの出店店舗集めでした。まだまだ駆け出しの当社に最初

は賛同して出店してくれる店舗が皆無でした。その時は自分の経験の無さに腹が立ち、この時にある決断を

しました。「誰もが出店したいと思うイベントにする。」そこから私の行動や考え方は変わりました。

今までは、自分の店舗さえ良ければという考え方で出店していた私がどの現場に行っても、全体を考えて

の出店スタイルに変わりました。「他人を変えるのは難しいけど、まずは自分を変えよう」と・・・その 2

月から私が変化しました。そして、当社のスタッフも私の変化に気づき変化していきました。

そしてどの出店場所に行っても、当社の姿勢は全体を考えた出店スタイルに変化しました。そうしていく

と、全国的に有名な店舗が「ふくしま復興祭」の話に興味を持ってきました。そこからあれよあれよという

間に、12 球団所在地の全て出店者が決まりキャンセル待ち店舗も出たくらいの「出店したい復興祭」にな

りました。それが 2013 年の 6 月です。4 か月間常に全体を意識した出店スタイルに変えてから周りの当社

への見る目が変わりました。その結果今も多忙にお仕事依頼があるのは、この 2 月がきっかけです。当社は「ふ

くしま復興祭」で成長しました。

ここで学んだことは、まず自分が変わるんだということでした。今までは全て周りや環境のせいにして自

分を慰めていたと思います。ですので、私のふくしま復興祭に対する本気度は異常なものでした。開催まで

の間に、各先輩出店者様より「こうした方が良い」、「ああした方が良い」といういろんなアドバイスはいた

だきましたが、私は自分のやり方を貫きました。

自分の考えを曲げて先輩出店者通りに事を進めて、仮にうまくいかなかったとき他人のせいにすることが

嫌だったからです。

「ふくしま復興祭」は自分の信念を通すと腹をくくっていました。「絶対に成功さす」、「必ずうまくいく」

と日々自分に言い聞かせていました。今だから言えますが、相当なプレッシャーでした。「ふくしま復興祭」

に来ていただいた出店者様や当社スタッフとは違うホテルを取りました。「ふくしま復興祭」の開催中は同

じホテルでいることが私のプレッシャーになったからです。一人で違うホテルに帰り、一人でご飯を食べ、

一人で次の日のことについて悩みに悩みました。「もっと良いイベントにするために」私はたった 3 日で 4

キロ痩せました。3 日間での睡眠時間は 4 時間ほどです。寝ても夢でふくしま復興祭の現場にいる夢しか見

ないのです。孤独でした。小学校以来に爪を噛みました。携帯電話が嫌いになりました。

でもそこであることも考えていました。復興祭実行委員会のメンバーのことです。市役所の職員でありな

がら、命を削って一生懸命頑張ってる姿。この方達の頑張りのことを思うと落ち込んでたり疲れている暇は

ありません。「もっと出来る」と自分に言い聞かせ自分に自信を持ちました。

いわき市の人たちに思い出に残るイベントを！自信が確信に変わりました。そして 2 日間のイベントは大

成功でした。

開催終了後、すべての出店者様に「すごい良かった」、「最高に楽しかった」、「また来たい」というお褒め

のお言葉をもらいました。オールスターゲーム終了後大雨の中、全出店者をお見送りしました。終わって時

計を見たら夜中の 2 時半。気が付くと足がガクガクで歩くことも困難な状態になっていました。雨でびしょ

びしょでしたが、すごい達成感でした。「やりきった」充実感です。お金では買えない達成感です。私は成

長したと自分で感じることができました。

2013 年の 2 月に今回の「ふくしま復興祭」への参加を断ることもできたでしょう。「自分には無理と決め

つけていたら今の私は有りません。」限界を決めているのは自分でした。そのことに気づかせてくれた「ふ

くしま復興祭」には本当に感謝いたします。

どこまで読んだ方に伝わってるか分かりませんが、この文章を書きながら私は感動しています。熱い思い

がよみがえってきます。

またいわき市で感動できるイベントを開催できることを願います。

本当にありがとうございました
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ふくしま復興祭「食のオールスターゲーム」のいわき市代表の思い出

福島県いわき市
カジキグルメ実行委員会　委員長

武藤　眞一

いわき市の 21 世紀の森公園で開催された「マツダオールスターゲーム 2013」と同時開催で県内外のご当

地グルメや郷土料理が集うコンテストふくしま復興祭「食のオールスターゲーム」に、いわき市代表として

出場できたのでそのときの奮闘を記したいと思います。

平成 25 年 4 月に出展団体の募集がありました。私たちはいわき経済同友会などが中心となって活動して

いたカジキグルメ実行委員会のカジキ料理を対外的に宣伝できる絶好のチャンスと思い応募しました。

出展の料理は販売額が 500 円に統一されていたので「ジャンボカジキバーガー」で応募することにしまし

た。

5 月 1 日にいわき市から選考結果が届きました。そこには「ジャンボカジキバーガーが、いわき市代表に

決定したので通知する」とありました。そして、予選では6団体の応募があり惜しくも選ばれなかった他のチー

ムの思いを汲んでなお一層の研鑚を積みいわき市民の期待を胸にコンテストで勝利されることを期待します

と書かれていました。私たちは、これを読んでその重責を感じないわけにはいきませんでした。

5 月 10 日、いわき市役所に開設されたオールスターゲーム準備室で記者発表及び試食会が行われました。

試食会では「ジャンボカジキバーガー」の大きさに早くも注目が集まりました。翌日の新聞各紙で「ジャン

ボカジキバーガー」が、いわき市代表に選ばれたことが記事になって報道されました。

ところが、発表してから間もなく大きな問題が発生しました。保健所の指導で露店では加熱していないも

のは提供できないことがわかりました。トマトやレタスなどの生野菜が使用できなくなりました。私たちは

急遽出展料理の内容を変更せざるを得なくなりました。

実は、ジャンボカジキバーガーは社団法人いわき産学官ネットワーク協会が農産物加工品ブランド化支援

で 6 次化コラボ商品として開発しカジキ料理コンテストに出品されたもので、それを市内のパン屋さんが商

品化して販売しているものでした。

試行錯誤の結果、生野菜の代用品を使うことにしました。ソースも「焼きねぎドレッシング」に変更して

何とか出場まで間に合わせました。

7 月 21 日、食のオールスターゲーム初日の天候は曇りでした。私たちは、どれだけお客さまがお出でに

なるか心配でした。ところが、スタート前からお客さまが店の前に並び始めて驚きました。午前 10 時にス

タートの合図があり出場 50 店舗が一斉に販売を開始しました。私たちはジャンボカジキバーガーを買って

くださったお客さまには投票用の割り箸を渡して「投票所のジャンボカジキバーガーのボックスに入れてく

ださい！」と、一人ひとりにお願いをしました。うれしいことに買いに来てくださったお客さまのほとんど

が「ジャンボカジキバーガー」をご存じでしたので皆さん快く投票に応じてくださいました。それでも、さ

すがに 12 球団所在地ご当地グルメの店舗には長い行列ができていて勝敗は最後までわかりませんでした。

私たちはカジキグルメ実行委員会の総力を挙げて臨みました。そして福島県立磐城農業高等学校の生徒

の皆さんも大勢で応援に来ていただきましたので午後 8 時までの予定が午後 4 時半ごろには用意していた

1,600 食すべて完売してしまいました。初日の最後のお客様は笑顔がすてきなご婦人でした。

二日目は時折小雨がありましたがそれでも朝からお客さまが入りました。そして、午後 2 時に投票が終了

しました。私たちはその 30 分後に用意していた 600 個を完売しました。最後のお客さんは若い男性でした。

まもなく成績発表のアナウンスがありました。なんとグランプリは「ジャンボカジキバーガー！」でした。

スタッフ全員が抱き合って喜びました。会場のお客さまからも大きな拍手を頂戴しました。表彰式にはスタッ

フ全員で上がりたかったのですが 5 名以内ということで協力していただいたパン屋さんマイトクジと磐城農

業高等学校の生徒の代表に登壇していただきました。

今回の「食のオールスターゲーム」で「グランプリ」をいただけたのは、いわき市民の皆さまはじめカジ

キグルメに暖かいご支援をいただきました皆さまのおかげだと思っております。お客さまのなかには 1 回に

10 個も買ってくださった方や二日目も買いに来てくださったお客さんもおりました。そして行列に並んで

まで買ってくださったお客さまに感謝を申し上げます。フラおじさんも応援にきてくれました。露店の前の

テーブルは赤いレジ袋に入ったジャンボカジキバーガーを食べているお客さまで埋まっておりました。改め

ましてお客さまとご支援いただきましたすべての皆さまに感謝と御礼を申し上げます。
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ふくしま復興祭に想う

鳥取県米子市
陸上自衛隊第 8普通科連隊連隊本部
第 1科長　3等陸佐

中川　周二

今でも、テレビなどで震度 4、震度 5 などとの地震速報が流れると、浜通り？中通り？会津？いわきは？
揺れ方は？被害は？津波は？などと反応してしまいます。私は、転勤族ではありますが鳥取県の出身で、福
島県に住んだことも行ったこともない何の縁もない人間です。あの震災の前までは。

震災が発生して、大混乱の中我が第 8 普通科連隊の災害派遣部隊がいわき市内に到着したとき、市内は人
通りも車の通りも無くまるでゴーストタウンのようで、ガソリンスタンド周辺に道路脇に並んだ車が放置さ
れている様子があちらこちらに見られました。原発の事故の影響で外部からの人 ､ 物の流れが停止し、様々
な機能が不在となったようでした。

そして、沿岸部では津波による信じられないような被害の状況が広がっていました。有名な歌手の方が「日
本は終わりかと思った。」と表現されましたが、まさに絶望の中に入り込んだ気がしました。

既に、市長を先頭に地元自治体の職員の皆様や警察、消防、消防団や各種の団体の皆様が懸命な活動をさ
れていました。その方々と協力しながら活動を続けていくうち市内ではだんだんと人や物の動きが回復して
きましたし、沿岸部では行方不明の方の捜索と、がれきの除去が進められてゆきました。

我々の活動も、人命救助・捜索の活動を続けながら、徐々に、給水や炊き出し、支援物資の運搬等の活動
が多くなり、避難所となっている幼稚園や小学校などで炊き出しをしましたが、「自宅や家族を失い、避難
所から小学校に通ってきている子供さんが、お弁当を持って行けないから、全生徒に自衛隊さんの炊いた同
じご飯を食べさせて、交流会をさせたい」という申し出をされた小学校がありました。聞くだけで涙の出る
ような状況で炊き出しの支援をさせていただきましたが、そこにいた子供さん達は、とても元気で明るく、
そして人なつっこく接してくれました。逆に隊員達が和まされ、元気づけられたような状況でした。まさに
子ども達の明るい笑顔が地域の宝であることを実感させられました。

そのような中、私たちが活動の拠点として使用させていただいていた「いわきグリーンスタジアム」、本
来なら、何事もなければ、球児達が元気よく白球を追う大会が開催されるべき時期でした。スタジアムの担
当者から、「地元の子ども達を野球で元気づけたい。」との呼びかけがあり、「野球をしている場合だろうか。」
との迷いもありましたが、将来を担う子ども達のためになるのであればと、当時の連隊長豊留廣志 1 等陸佐
の決心で災害派遣の撤収前に、派遣隊員の中から選抜したチームで対戦しました。このときも、野球をして
いる子ども達の楽しそうな明るい笑顔が、逆に隊員達を癒し、元気を与えたものでした。

復興を応援したいという日本野球機構やプロ野球選手会の皆様の熱い想いもあり、あの「いわきグリーン
スタジアム」で昨年はイースタンリーグが開催され、そしてなんと今年は国民的イベントである「マツダオー
ルスターゲーム 2013 第 3 戦」が開催されるという悲願が叶いました。

そんな嬉しい便りの中、今年 6 月末には、「震災のために豊間小学校に間借りして活動を続けてきた市立
豊間中学校の野球部も、避難等に伴う生徒数の減少により活動を一部中止せざるを得なくなり、震災前の現
実とはかけ離れた状況に陥っている。」との残念な情報と、「その前にもう一度野球の対戦をして将来の復興
を担う生徒さんや地域の方々を励まして欲しい。」との打診があり、そのような状況ならと約 2 年ぶりの対
戦をしました。私たちに出来ることは限られておりますが、我々の災害派遣活動を応援し、支援してくださっ
た地域の方々のため助けになるのなら、復興のお手伝いになるのならありがたいと思っています。

石炭隆盛の時代に、町のシンボルとして身近な存在であったノンプロ「オール常磐」と地域の危機を救っ
たフラガールの歴史を知り、震災直後からのフラガールの皆さんの献身的な活動、そして若者達の溌剌とし
た姿を見るとき、当時のように「観光」と「野球」でこの町を元気にし、復興につなげようと活動されてい
る皆様の想いがよくわかりました。

この度、「野球の力で復興を」の合言葉のもと開催された「ふく
しま復興祭」に立ち会わせていただき、復興に向けてふくしま、い
わきの皆様が力強く前進を続けておられるお姿に接することが出来
て我が事のように感慨深いものを感じました。一方でまだまだ、行
方のわからない方々も、不自由な避難生活を続けておられる方もお
られ、沿岸部の復旧、放射能の除染の問題そして風評被害も残され
ており、現実は非常に厳しいものであることも目の当たりにしてき
ました。

いわき市にこれまでは縁の無かった私でも、この大震災の災害派
遣に携わった者として、一刻も早い真の復興を願ってやみません。
あの子ども達が、今の皆さんの頑張りを見て必ずや立派にふくしま
を盛り立ててくれるものと確信しています。

ふくしま復興祭のオープニングセレモニーに
出席いただいた中川３佐。
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1 人の 100 歩よりも 100 人の 1歩のほうが価値ある

福島県いわき市
公益社団法人いわき青年会議所理事長

山崎　建見

パブリックビューイング

「オールスターゲーム開催に併せて競輪場のオーロラビジョンを使用し市民向けのパブリックビューイン

グが出来ないか」と依頼があったのは 1 月の事でした。それまでは、オールスターに関して、正直なところ

他人事でした。昨年の春に誘致に成功し一時的に盛り上がったが団体としてどうコミットしていくか明確に

ならないまま時間だけが過ぎていくそんな時でした。いわきグリーンスタジアムの収容人数は約 20,000 人

うち外野席は県内の野球少年を招待するとなると、一般客がスタジアムに入れるのは 15,000 人弱、試合を

観戦したい市民に充分チケットが行き渡るとは到底思えません。この日を球場の賑わいだけで終わらせるの

ではなく、7 月 22 日はいわき市全体が沸きあがる一日にならなければならない。そのために 21 世紀の森で

開催する「ふくしま復興祭」や、いわき平競輪場で開催する「パブリックビューイング」が企画されました。

2013 サマーナイトプロジェクト

4 月に（公社）いわき青年会議所は、メンバーの中から有志を募り「賑わういわき 2013 実行委員会」を

立上げ、いわきグリーンスタジアムと同じ臨場感を味わえるスポーツバーや、野球に興味がない人も盛り上

がれるビアガーデンのような空間をいわき平競輪場で創り出せないか検討に入りました。そしてこの機会を

ただのイベントに終わらないためにはどうするか議論を重ねた結果が「2013 サマーナイトプロジェクト」

でした。7 月 22 日は日頃頑張って働いている社会人の皆さんが街へ繰り出したり競輪場に立ち寄ったりと、

いわきで開催しているオールスターを話題に盛り上がることが出来ればと、各団体やマスコミの皆様の協力

を頂き企業や店舗向けに広報活動を行った結果、100 社を超える企業や店舗が当日何らかの取り組みを行う

という回答を頂きました。

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災と、4 月 11 日のいわき市を襲った直下型余震を足すと 7 月 22 日にな

ります。この日をいわきの未来を考える日として「非日常」を創り上げたかった、そんな想いもありました。

7 月 22 日

当日の天気予報は曇りのち雨。「どうか全てが終わるまで降らないでほしい」関係者は誰もがそう思って

いました。前日資材を搬入していたのと競輪場の計らいで日中から準備をさせて頂いたおかげで時間通りに

準備も終わりました。

5 時頃から家族連れを中心に人が集まりだし、オープニングは東田保育園児による和太鼓、フラガールズ

甲子園出場校による演舞、仕事帰りのワイシャツ姿や作業服姿の人も続々と来場し、試合開始前に抽選券と

して作った 1,000 枚の団扇を全て配り終え、6 時のプレイボールを迎えました。SEAWAVE のとびベティ

のテンポ良い司会と、チェンジの時にはチアリーディングチーム「クラップス」やご当地ヒーロー「ジャン

ガラー」が盛り上げ、豪華賞品の当る大抽選会など盛りだくさんのアトラクションで野球以外でも会場は盛

り上がっていました。じっくり野球を観戦する人は 2 階のデッキ、雰囲気を楽しむ人は 1 階と目的に応じて

自然と人が分かれていました。実際に映し出される映像と音声は想像以上に迫力があり、臨場感が味わえま

した。終盤になって雨が降り出し、試合終了後には雷を伴い本格的に降り出しましたが、何とか天気が持っ

てくれたことが奇跡でした。

飲食ブースの売り上げも全ての店舗が目標をクリアしたと聞いています。事故やトラブルもありませんで

した。来場者からは感想を聞くことはできませんでしたが、我々のやり方で市民にオールスターを提供する

ことは出来たのではないかと感じております。

最後に

我々は市民団体でありイベントのプロではありません。しかし、与えられた役割を使命と感じ本気で取り

組んで参りました。

最後に、実行委員会の一員として述べさせていただきますと私は、マツダオールスターゲーム 2013 第 3

戦がいわきで開催されるという夢のような機会を、企業・市民団体・行政が自らの垣根を越え同じ想いをもっ

て取り組めた実績は、事業の成功や経済効果をも上回ると思います。

『1 人の 100 歩よりも 100 人の 1 歩のほうが価値ある。』これからもふるさといわき復興のためにオール

いわきで取り組んで参りましょう。
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野球の力で復興

神奈川県平塚市
東海大学硬式野球部マネージャー

鈴木　志保

今の私がいるのは、東日本大震災がきっかけだったと言っても過言ではありません。

私は、福島県いわき市出身です。家は海から 200 メートルのところにありました。震災当時、私は高校 2

年生で、いつも通りに教室で授業を受けていました。

「2011 年 3 月 11 日」私の人生は、大きく変わりました。家族の安否確認が取れたのは、翌日のことでした。

それから、家は津波で流され、友人はかえらぬ人になってしまったこと等を知らされました。その後、原発

問題があり市外へと避難をしたりと各地を転々とし、しばらくは避難所生活を送りました。そこで私はある

フリーライターの方と出会いました。津波で校舎ごと流されてしまったいわき海星高校野球部をはじめとし

震災直後から野球を通して支援活動をされていました。偶然にも同じ高校の卒業生でした。私はもともと高

校野球が好きで入学後は野球部のマネージャーをすることが夢でしたが、その夢は叶うことはありませんで

した。高校でできないなら、大学で硬式野球部のマネージャーをしようと決意しました。野球が強く、学び

たい分野があり生活環境が整っているかが大学選択の条件でした。悩んだ末に決めたのが東海大学です。名

門の東海大硬式野球部に入部できるとしたら、AO 入試で合格し、早い段階で直接監督さんにお願いに行く

方法しか私には無いと思いました。人生の大きな賭けでしたが、無事合格しました。そして、フリーライター

の方の人脈のおかげで夢だった硬式野球部にマネージャーとして入部することが決まりました。

大学では、スポーツ＆レジャーの領域を深く学び、硬式野球部のマネージャーとして高いレベルでの知識

を身につけ、将来は、人を動かせる人材に成長し、故郷である福島県いわき市に帰り地元の復興に貢献した

いと思っています。進路を選択する段階からいわき市でオールスターを開催したいという話をきいていまし

た。私も、大学で署名活動をしたこと程度しか招致活動に貢献はできませんでしたが、いわきグリーンスタ

ジアムがオールスターの開催地に決定したときの感動は今でも忘れられません。いよいよオールスターの開

幕が迫ってきたというときに、第 3 戦の始球式が私の弟に決定したことを知りました。当日は、家族の 1 人

だけが付き添いが可能だったので舞台裏に入ることができました。あの満員のいわきグリーンスタジアムは

初めてみました。それと共に、あの感動をつくりだしている裏方の仕事に改めて興味を抱きました。私が求

めているのはこれかもしれないと思いました。それは、野球の素晴らしさをスポーツの素晴らしさを伝える

ことです。今は、大学の方でも部活の方でもまだまだ学ぶことがたくさんあり、将来像がうっすらとしかみ

えませんが、いつか野球の力で故郷を復興させもう一度野球が盛んだったころに戻したいです。震災を通し

てたくさんの方々に出会い、支援して頂き、改めて人と人の出会いの大切さを感じました。今後も出会いを

大切にし、故郷の復興のために努力していきたいです。

始球式でマウンドに上がる豊間中学校 鈴木大生君。
マツダの小飼雅道社長からボールを受け取りストライクの始球式を行なった。
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プロ野球オールスターゲーム、ふくしま復興祭が残したもの

いわき市都市建設部次長兼総合調整担当
（2013 プロ野球オールスターゲーム開催
 プロジェクト・チーム総括者）

阿部　健一

「マツダオールスターゲーム 2013 いわき実行委員会活動記録誌」の編集に当たり、皆様への御礼も兼ねて
寄稿させていただきます。

振り返りますと 2012 年 3 月 1 日、2013 年オールスター第 3 戦を被災地福島で開催することが決定され、
以降県内では 3 市が個々に誘致活動を展開いたしました。

本市においても " オールスターをいわきに！ " の合言葉に、3 月 11 日には誘致委員会が発足、関係機関へ
の陳情や著名活動、横断幕やのぼりの市内配置など様々な誘致活動の結果、9 月 5 日、いわきグリーンスタ
ジアムでの開催が決定され、ともに誘致活動を進めてきた福島市、郡山市からは、開催の成功と夢を託すエー
ルがありました。

プロ野球オールスターゲームが被災地福島で開催されることは、二度とないことであり、このような好機
を復興の弾みにしたい、そんな思いから福島全体の復興に繋がるイベントにすべく、2013 年 1 月 31 日、「プ
ロ野球オールスターゲーム 2013 いわき実行委員会」が立ちあげられました。

～常磐炭鉱とともに培われてきた野球の DNA は、都市対抗野球や磐城高校の甲子園準優勝、福島国体に
おける野球競技の開催など、まちの歴史の分岐点には野球があり、困難を乗り越えてきた。野球を通じて
地域の結びつきを強くし、特に子どもたちの郷土愛を育みたい～

実行委員会では、そんな思いを形にすべく、「野球の力で復興を！」これを事業の理念に掲げ、復興に歩
む被災地からのメッセージの発信と復興の弾みになるようなイベントを「オールいわき・オールふくしま」
で取り組むことを確認し、「プロ野球オールスターゲーム開催支援」と「ふくしま復興祭」、2 つの事業の同
時開催を決定いたしました。

事業の実施にあたっては、これまでご支援をいただいた全国の皆様に感謝と被災地からのメッセージを発
信、開催機運の盛り上げ、そして地域全体で相乗効果を最大限に発揮するため、各界の連携による地域振興
に結びつく活動を計画し、設立初期段階、開催準備段階、開催当日、開催終了後といった各段階で様々な事
業に取り組みました。

皆さんの笑顔が見たい、喜んでもらいたいという気持ちだけで、事務局スタッフは、各界からの応援を戴
きながら、ひとつひとつ、試行錯誤を繰り返し、開催に向けた準備を積み重ねてきました。

野球というアイテムを通して、地域振興のネットワークを築けたことは、今後の取り組みにおける地域連
携の大切さ、同じベクトルに向かう楽しさなど、力を結集する " オールいわき "" オールふくしま " といった
体制づくりの一助になったのではないかと思います。

復興支援を通して、様々なプロの興行関係者とのネットワークが形成されたこと、スポーツ振興、本物を
見てもらう、そんな思いを実現させるためにもこのネットワークは大切であり、受け入れ側の心を一つにし
た取り組み、熱意が今後、またビッグイベントの機会の創出につながるものと信じたいと思います。

東日本大震災から 2 年半以上が経過した中、未曾有の原子力発電所事故も重なり、長期間の避難を余儀な
くされ、明日に希望が見えない日々が続く中で、今回のイベント実施に当たって、避難している双葉郡 8 町
村から職員の皆さまにも協力を戴き、イベントが開催できたことは、避難者の新たな生活拠点やコミュニティ
の形成といった様々な課題に対応し、福島県を始め関係自治体が一緒になって、困難を乗り越える弾みにな
るものと強く感じております。

プロ野球オールスターゲーム・ふくしま復興祭の開催は、元気なふくしま、いわきを全国に発信できたも
のと考えておりますが、一方全国の多くの方々からの熱い声援をいただきました。多くの方々と共有できた
夢と希望、喜びと楽しさ、そんな思いを今後の復興の糧としながら、本格的な復興期を迎えるに当たり、復
興の歩みが確実なものになることを信じ、今後とも知恵を出し、汗をかき、常に熱い思いをもって、うつく
しま福島の再興、いわきの再興に力を注いでまいりたいと思います。

本事業が成功裡に終了できたのも、実行委員会の活動にご理解をいただき、支援下さりました賛助会員の
皆様、ご協賛いただきました多くの企業等の皆さま、開催運営をご支援いただきました多くのボランティア
の皆さまのおかげとあらためて感謝申し上げます。

そして、未来の子供たちに多くの夢と希望を与えてくれましたプロ野球 12 球団様、日本プロ野球機構様、
プロ野球選手会様、特別協賛のマツダ株式会社様をはじめ、協賛のミズノ株式会社様、NPB パートナーの各
社様、報道関係の皆様、イベント全体をマネジメントいただきました博報堂 DY 様など、紙面に尽くせない
多くの方々のご支援、温かい声援に重ねて御礼を申し上げます。

ありがとうございました！



42 マツダオールスターゲーム 2013　いわき実行委員会　活動記録誌

感動的な瞬間にいられたことに感謝

福島県楢葉町
楢葉町役場（実行委員会事務局員）

吉田　顕

福島県で初となるプロ野球マツダオールスターゲーム 2013 第 3 戦が開催され、ふくしま復興祭と合わせ

約 17 万人が来場しました。県内でも最大級のイベントということで、官民外部へ応援依頼がありました。

楢葉町へも声をかけていただき、私がマツダオールスターゲーム 2013 第 3 戦（以下　オールスターゲーム）

いわき実行委員会（以下 実行委員会）のメンバーとして、約 2 ヶ月間お世話になりました。

福島県や市内の様々な民間企業の方と一緒に盛上げるお手伝いをすることができました。

私が、主に準備の段階で担当していたことは、感謝フラッグ※ 1 の作成やのぼり旗及び看板等の設置です。

感謝フラッグ作成にあたり各小学校を回り、子どもたちが友達と一緒に目を輝かせながら感謝の言葉や福

島人として生きる前向きなメッセージ、夢を書いている姿を見て、私も頑張らないといけないと感じました。

今年の夏は、特に暑さが強く体育館や野外での作業が多くあったため暑さとの戦いでもありました。実行

委員会の皆さんは、忙しくても、暑くても、常に明るくお互いに声を掛け合いながら仕事をしていたので、

無事に最後まで乗り切ることができたのだと思います。仕事は、気が付けば午前 0 時過ぎていることや土日

祝日返上がほとんどでしたが、それでも一人一人が自分の担当している仕事に責任を持ち、このプロジェク

トを成功させようとする気持ちの強さを感じました。

オールスターゲーム当日、私は、スカイアクティブパークの総括という立場でありました。運営に関し

( 株 ) サンコミュニケーションズが主体となり、ボランティアとして、市民の方々や東日本国際大学の野球部

員にお手伝いをしていただきました。小さい子供から大人まで幅広い世代を対象とし、野球の講演や実技を

通して、すべての事に基本が大切であることを体験してもらいました。特に大きな事故なく運営できたこと

にスタッフの皆様に感謝しています。

野球の試合が始まり、選手たちのプレーする姿を見て、招待された子供たちや観客の皆さんに勇気や希望、

元気が伝わっていたと思います。県内で震災を経験し、津波により被害にあった方、原発事故の影響で不安

な生活を余儀なくされている多くの方々にとって良い時間を過ごすことができたのではないかと思います。

また、8 回終了時に実行できた感謝フラッグは、広げていくときに、観客のたくさんの歓声があがったと

きに、私自身にも鳥肌が立ったことを今でも忘れません。

最後に、実行委員会の皆さんと一緒に仕事ができたこと、一生のうちに一度できるかどうかという大きな

事業に参加できたことは、私の人生の大きな誇りです。ありがとうございました。

※ 1 福島県は、これまでに東日本大震災に伴う原発事故等の影響で被害を受けた際、各地より人材派遣

や物資等による支援をたくさん受けています。

感謝フラッグとは、その感謝の気持ちを全長 35m 幅 9m のとても大きいフラッグに、福島の未来

を背負う県内在住の子供たちが、支援して下さったことに対し感謝の気持ちを書いてもらい、それ

をオールスターゲーム当日に感謝の思いを全国へ配信するものです。

子ども達は一生懸命に考えてきたメッセージをフラッグに書き込んでいた。子ども達と一緒に作成したフラッグは一生の思い出になった。
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東日本国際大学モザイクアートプロジェクト

福島県いわき市
東日本国際大学 3年

村山　悦美

私達は今回ふくしま復興祭の会場で、あるプロジェクトに参加しました。それは「東日本国際大学モザイ
クアートプロジェクト」です。実行委員会の方々の協力のもと、ゼミのメンバー 9 人で一から案を出し合い、
何度も話し合いを重ね、宝物探しや子供パークなどいくつかの候補があった中、復興祭とオールスターゲー
ムに来られた方々に普段言えない感謝の気持ちを伝えたいというメンバーの意見から、このプロジェクトに
たどり着きました。

具体的には、復興祭の来場者の方々に、普段伝えることのできない様々な人への感謝の気持ちをメッセー
ジカードに書いてもらい、それを使ってモザイクアートを作成するというものです。そして、協力をしてく
ださった方に私達からの感謝の気持ちとして、私達がオリジナルでデザインしたうちわをプレゼントすると
いうプロジェクトでした。モザイクアートのモデルとして、今回のいわき市のオールスターゲームのキャラ
クターであった「フラ・たまみちゃん」と「フラ・たまおくん」をモデルにしました。その目的は、いわき
市でオールスターゲームが開催されるにあたって、この 2 人のキャラクターが作られたので、1 人でも多く
の方の記憶に残ってほしいと思ったからです。

モザイクアートをすると決めてから、授業以外の時間も使い、作業や話し合いを進めていましたが、メン
バー其々が履修している授業が異なっていたり、部活動をしている人がいたりとなかなか皆が揃うことがで
きませんでした。デザインの締め切りが迫ってきたときは、焦りと不安から幾度となく衝突してしまったこ
ともありました。また、一から何か考えて形にするという作業を経験したことがなかったため、何から手を
つけていいのかわからず何度も苦戦してはまた最初からやり直す作業が続きました。モザイクアートもうち
わのデザインを考えるのも、ほとんど手さぐりの状態でした。しかし、そんな困難があったからこそ、一人
一人、自分にしかできない役割を積極的に見つけ作業することができるようになったし、完成したときに言
葉にならない達成感が生まれたのだと思いました。そして、市役所の方々や学校の先生方のアドバイスや助
けがなかったら、このプロジェクトを無事に完成させることはできなかったでしょう。

復興祭の 1 日目は、来場者の方々にメッセージカードを書いてもらう作業から始まりました。会場内のゲー
ト入り口付近とこどもふれあいコーナーの 2 か所にメッセージカードのブースを設置しました。初めは、メッ
セージカードがなかなかスムーズに配ることができずに、本当に 1,152 枚のメッセージカードが集まるのか
不安でした。しかし、来場者一人一人に必死に協力をお願いしたり、会場内のイベントに参加してモザイク
アートの宣伝をした結果、1,152 枚のメッセージカード全てに感謝のメッセージを集めることができました。
そして、書いてもらったメッセージカードをパネルに貼り、その日の目標の枚数までモザイクアートを完成
させることができました。福島県の来場者の方々はもちろん、他県からの来場者の方々もたくさん協力して
くださいました。また、小さいお子さんからお年寄りの方々と、幅広い年齢の方々が快く協力してくださり、
とても嬉しい気持ちになりました。メッセージカードを書いていただいている際に、感謝のメッセージの他
にも、福島に対しての応援のメッセージや励ましのメッセージなど、心温まるメッセージも多々ありました。
それを見たとき、今まで新聞やテレビでしか知らなかった応援の声はほんの一部で、実際はもっとたくさん
の方々が応援してくれているのだと、肌で感じました。

復興祭 2 日目は完成したモザイクアートを公開していました。メッセージカードを書いてくださった方が
わざわざ見にきてくださり、オールスターゲームを観に来た来場者の方々も興味を持ち、目を通してくださ
いました。完成したことを素直に喜んでくれた方や貼っ
てくれてありがとう、と言ってくれた方々がいて、この
プロジェクトをやってよかったと心から思いました。

今回、このような経験ができて学んだことや感じたこ
とがたくさんありました。何度も衝突し、悩んで苦しん
だときもありましたが、メンバー皆と助け合い、一つの
ものを完成させたことは私達にとって大きな自信となっ
たと思います。周りから見たら、不備も多く、不格好な
プロジェクトだったかもしれませんが、私たちにとって
は、たくさんのありがとうの言葉をたくさんの方々に伝
えられて本当によかったです。そして、一人でもたくさ
んの人の心の中に、このプロジェクトが残り続けてもら
えればと思います。このような機会を与えてくださった
先生や実行委員会の方々、また、プロジェクトにご協力
してくださった方々に、本当に感謝しています。

たくさんの来場者に喜んでもらえた体験は、
今後の人生の糧になった。
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いわき市との深くて長い物語

有限会社パルチザン代表取締役
日本プロ野球選手会企画・広報プロデューサー

山崎　祥之

●第 1 幕　千葉マリンでのメッセージ

「私たちのスタジアムでは今日、小学生の野球大会が行われ、やっと本来の姿に戻りました。いつか、い
わきでオールスターゲームを実現させたいです」。万雷の拍手で迎えられたスピーチは、千葉で行われた
2011 年オールスターゲーム第２戦。距離を越え、少しでも被災地の想いが伝わればと、選手会が企画した

「被災地からのメッセージ」でマイクの前に立ったのは 3･11 以降、避難所そして支援部隊の本拠地となった
姿を見守ってきたいわき市公園緑地課技査（当時）の柳澤潤氏。ここから選手会といわきとの物語が始まる。
ブランドづくりや PR 戦略といった仕事が本業の私が、プロ野球選手会企画・広報事業に関わったのは 99 年。
近鉄・オリックスの合併に端を発した 04 年の球界再編問題時も " ファンも選手も球界の一員です " のスロー
ガンで、性急な球団減少、1 リーグ化の動きに歯止めをかけるべく、当時の古田敦也選手会長（ヤクルト）
と松原事務局長をサポートしてきた。一転 05 年以降は、NPB（日本野球機構）とは、野球振興で連携する
ことが増え、震災直後は、「被災地が野球を望む状況になってから」と開幕時期をめぐっての対立はあったが、
被災地支援では連携、オールスターで選手会企画を実施するなどは 04 年以前は考えられなかった。そんな
中で聞いたメッセージ。正直その " いつか " は、遥か彼方の小さな点くらいにしか思えなかった。

●第 2 幕　一球会と「ベースボールクリスマス」

同年夏、赤道直下で操業を終えた漁業関係者の如き風体の中年男たちが、選手会事務局に押し寄せたこと
で物語は第 2 幕に。一球会と名乗るその軍団は、福島県中学野球指導者の集まりで、異常な日焼けは試合の
せい、本業は教師であると知る。「子供たちに元気がなくなっている。野球の力で笑顔を取り戻したい」田
中正造ばりの直訴に、事務局長は即断で福島でのプロ野球 OB 野球教室を決める。しかも 6 箇所。しかし浜
通り、中通り、会津がバラバラなイメージがあった福島を、横断的にまとめ上げ、見事な組織力を発揮した。
この手腕を見るにある想いが湧いてきた、「この人たちとならやれるのでは」。選手会が毎年オフ、地域と組
んで実施してきたファンコミュニケーションイベント「ベースボールクリスマス」は、その年、被災地巡回
に形を変えて封印するつもりだった。だが " 俺たち野球のお祭りをやるからみんな見に来い " といえるパワー
を持った街、そして人と関わってしまった。勝手な言い草だが、この街にただの慰問は似合わない。やると
決まってからのわずかな時間に、市をはじめ関係者をかなり強引に巻き込んでしまった。一緒に突っ走って
くれた方々も多かったが、そうでない方もいたかもしれない。この場を借りてお詫びすると同時に、本当に
よく対応いただいたと感謝している。そして 12 月 4 日の本番当日、主旨に共鳴した新井貴浩（阪神）、井端
弘和（中日）、藤村大介（巨人）　丸佳浩（広島）、長谷川勇也（ソフトバンク）ら 11 人と OB、審判員がい
わきに登場。フラガール直伝のフラダンスに、ぎこちないステップを踏む選手たちが爆笑に包まれた開会式
に続き、来場者が選手に投げたボールを審判がジャッジするという贅沢なキャッチボール、公式戦では見せ
ない選手の一面を披露したトークショーなどでスタジアムは盛り上がりを見せた。そして閉会式、整列し、
選手たちをまっすぐに見つめ、いわき来訪への謝辞を述べる子供たちの姿。新井会長は「もう君らに頑張れ
なんて言えない、今のままでいいんだよ」とメッセージを送っていたのが印象的だった。

2011 年に開催したベースボールクリスマス、12 球団の選手がいわき市に来市
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●第 3 幕　「キャッチボールクラシック」そして吉報

このイベントのフィナーレは、意義深いプログラムで締めくくられた。一球会とは、9 人 1 組が、5 人と

4 人で向き合い、向き合った相手にボールを投げて最後尾に回るを 2 分間繰り返し、キャッチボールの成立

数を競う「キャッチボールクラシック」を競技化すべく、試行錯誤を繰り返してきたが、この日のために福

島県内で予選を行い、6 地区の代表 27 チームによる決勝戦を行ったのである。122 回で優勝した、いわき

市立平第一中学校は、その後対戦したプロ野球選手チームも撃破した。翌年から選手会は福島が生んだ競技

として、この「キャッチボールクラシック」の全国普及に乗り出すが、中心的に取り組んだ選手会の森次長、

加藤局員らを献身的に支えたのも磯崎氏をボスとする吉田氏、長谷川氏、古内氏といった一球会の面々だ。

付き合いがいいのはありがたいが、仮にも教育者。心配して「授業は大丈夫ですか」と聞くのだが、返事は

決まって「授業より大事なことがある」。我々もある時を境に、この人たちの教員生活に何かあっても本人

たちの責任であると思うようになった。そして 12 年の「ベースボールクリスマス」は仙台のクリネックス

スタジアムで行ったが、フィナーレの東北大会決勝戦運営も福島＋宮城の教員パワーで見事成功、惜しむら

くは各地から集結した東北勢を向こうに、優勝を招待枠の桐蔭学園（神奈川）にさらわれたことくらいだ。

その準備の渦中にあった 9 月 5 日、" オールスター、いわき市に決定 " の報に接した。選手会は候補地決定

には権限ある立場ではない。ただただ純粋に自分たちといわき市が紡いできたドラマの新しい幕が上がると

ワクワクした。

●第 4 幕　夢舞台

13 年春、表敬訪問で改めて訪れたいわき市の実行委員会には、柳澤氏の顔があった。" あれから 2 年し

かたってないのになぁ " と氏の強運には感嘆するばかり。奇抜なオールドスタイルの開催ポスターに、オー

ルスターロゴがプリントされたのは地元名産品の数々に事務局専用車まで。浮かれぶりが伝わってくるよう

だった。しかしオールスターの価値が取りざたされている今、持ち回りのように決まったことをやるのでは

なく、その価値を向上させ、高止まりさせる努力や工夫こそが不可欠である。浮かれながら「あれをやったら、

これもできるんじゃないか」とチャレンジしてくれるエネルギーが空気を変えられる力だと痛感した。NPB

や運営企画の博報堂の皆さんの協力のもと、選手会は「キャッチボール教室」や「キャッチボールクラシッ

ク」を企画させてもらった。そんな 5 月に、私事だが縁あって福島県知事直轄情報発信戦略アドバイザーの

委嘱を受けた。" ふくしまからはじめよう " のスローガンのもと、県外の生活者の心の地図に「福島」を植え

付けていく、支援されるだけの関係ではなく福島が県外と一緒に新しいものを生み出す関係をつくる、パイ

オニアが集う環境をつくっていく。そんなことをテーマに掲げた。思えば「キャッチボールクラシック」こ

そ、まさにそれを先取りしていた。そう県に説明させていただき、オールスターの試合前、三浦大輔（横浜）、

菊池雄星（西武）の立会のもと、佐藤知事から一球会に対し、感謝状贈呈の機会をつくっていただいた。そ

して試合前セレモニーでは、昼から行った予選を勝ち抜いたチームと、セ・パオールスター選抜チームが対

戦、キャッチボールクラシックは見事、発祥の地に凱旋した。プレーボールとなり、" 後は試合を見るだけ "

とばかり観客席に散っていった面々。小さなお友達よりも、はしゃいでいるその表情を見た時、この時だけ

は、「野球の神様」はいるような気がした。この人たちの野球への情熱があったから、すべての物語はつながっ

たのだと。今、いわきの人たちは、オールスターロス症候群に陥ることもなく、また次の楽しみを見つけて

いるに違いない。それにしてもこの 2 年余りの濃密な時間たるや。。。いわゆる都市のニュータウンを転々と

し、故郷と呼べる場所もない自分にとって、仲間がいる場所を故郷と呼ばせてもらえるのなら、いわき市は

私にとって紛れもない故郷のひとつになりつつある。きっとまだまだ野球を媒介とした物語は続いていくの

だろうが、ここで一区切り、戦友の皆さんに感謝したいと思う。「本当に楽しかったです」

オールスターゲーム前に行われたキャッチボールクラシック決勝
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