令和元年（2019）6月1日

レッドハリー

ＮＴＴドコモレッドハリケーンズ

NTTドコモレッドハリケーンズは、南港にある
ホームグラウンドで活動するラグビーチームです。
日本代表候補が集まるラグビーワールドカップ
トレーニングスコッドへも、選手を輩出しています。
昨年末、入替戦に勝利し、ジャパンラグビートッ
プリーグに返り咲き、新しいシーズンに挑みます。
大きな選手同士のぶつかりあいや、 巧みなパスワーク、
スピードを生かしたプレーは迫力満点です。

これまでの区役所との取組み
加賀屋小学校での出前授業
選手が講師となり、
夢や希望を持つこと
の大切さなどの話や
実技指導を行いまし
た。

ファミリーフェスタ in 南港ポートタウン
南港ポートタウンで
開催したファミリー
フェスタに参加。
ラグビー体験を実施
しました。

トップリーグカップ 2019
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開催日

キック
オフ

対戦カード
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住之江区のスポーツチームをみんなで応援しよう！

No.277号

住之江区 のスポーツチームをみんなで応援しよう！

レッドハリケーンズ星から来た選手候補生
NTTドコモレッドハリケーンズ
マスコットキャラクター

試合日程

住之江区のスポーツチームをみんなで応援しよう！

No.277号

プール戦
会場

1

宗像サニックスブ 東近江布引運動公園陸上
６/22(土) 12：00
ルース
競技場
（滋賀県）

2

６/29(土) 11：30

3

ヤマハ発動機ジュ
万博記念競技場
（大阪府）
７/5（金） 19：30 ビロ

4

東芝ブレイブルー
秩父宮ラグビー場
（東京都）
７/13(土) 19：00
パス

5

NTTコミュニケー
７/19(金) 19：30 ションズ シャイ 万博記念競技場
（大阪府）
ニングアークス

九州電力キューデ ミクニワールドスタジアム
ンヴォルテクス
北九州
（福岡県）

住之江区民デー

住之江区には、NTTドコモレッドハリケー
ンズ（以下「レッドハリケーンズ」
）とシュラ
イカー大阪（以下「シュライカー」
）の２つの
スポーツチームが拠点を置いています。そこで、
住之江区役所では、昨年にレッドハリケーンズ
と、また先月にはシュライカーと連携協定を結
びました。両チームには、これまでも地域交流
イベントや住之江区の様々な取組みにご協力い
ただいてきましたが、これからも、より住之江
区が元気になるよう一緒に取組んでいけたらと
いうことで、西原区長が両チームの選手に色ん
なお話を聞かせていただきました。
西原：まずは、レッドハリケーンズのトップリー
グ再昇格、おめでとうございます。今シーズンの
抱負は？
茂野：今年はラグビーワールドカップが日本で
開催される関係で、トップリーグの開幕は来年
の1月になります。今回、初の試みである、トッ
プリーグとトップチャレンジリーグが合同で行
うカップ戦（「ジャパンラグビー トップリーグ
カップ2019」）が、今月から始まるのですが、
まずはそこで、１つでも上の順位に行けるよう
にチーム作りをしていきたいと考えています。
トップリーグでは、これまでの最高成績が11位
ですので、それ以上が目標ですね。
西原：カップ戦も１月から始まるトップリーグ
も楽しみにしていますね。
シュライカーは、昨年はプレーオフに進んだも
のの、惜しくも準優勝でしたね。
加藤：もう今年の目標は優勝しかないです！今
はほぼ名古屋一強ですが、一昨年は大阪が優勝
しましたし、獲らないとって思っています。
西原：期待しています。
ところで、最近の小中学生を
見ていると、スポーツをす
る子が少なくなってしまっ
たなと感じる事があります。
お二人は何をきっかけに今の
スポーツを始めたのですか？
茂野：もともとは、幼稚園の時
から柔道をしていたんです
が、10歳の時に友達に誘われて
ラグビーを始めました。しば
らく両方を続けていたのですが、中学生の頃に
はラグビーの面白さにはまって、ラグビー１本
でやっていくことにしました。
加藤：僕は小学生の時の夢はサッカー選手でし
た。ブラジル代表の選手にあこがれて。その頃
は、サッカーとフットサル両方をできるクラブ
チームに入っていたんですが、高校３年生の時
に、どちらへ進むのかを考えるターニングポイ
ントがあったんです。その時、自分の強みである
スピードを活かしたプレースタイルに合ってい
るのはフットサルだと思い、こちらの道を選び
ました。
西原：お二人とも学校で子どもたちに出前授業

NTTドコモレッドハリケーンズ

住之江区役所

シュライカー大阪

茂野選手×西原区長×加藤選手

をされる機会がありますよね。プロの技を間近
で見て、実際に体験した子どもたちが、例えば、
何のスポーツをしようかと選ぶ機会があった時
に「学校の授業で教えてくれた選手すごかった
な、楽しかったな。」と思い出して、ラグビーや
フットサルが選択肢の一つとして増えればと
思っています。少しでも多くの選択肢をつくる
「種（きっかけ）」を撒いてあげることが、私たち
大人の役割ではないかなと思っています。とこ
ろで、
これまで続けてきて、
辛かったことはあり
ましたか？
茂野：たくさんありましたね。僕は
島根県の江の川高校出身なんで
すが、そこでの寮生活はなかな
か大変でした。ただ、初めて親元
を離れて生活をすることで、両
親 へ の 感 謝 の 気 持 ち や、
たくさんの人に支えら
れてラグビー生活を
送れているんだなと
いう気持ちを強く持
て た の は、本 当 に 良
かったですね。
西原：それを乗り越えられたのはどうしてです
か？
茂野：ラグビーへの強い思いがあったからだと
思います。
高校で大変な思いをした分、
ラグビー
をもっと好きになりましたし、最後までやって
いきたいという気持ちが強く生まれた、そうい

う高校の３年間でしたね。
加藤：僕は3つありまして、
1つ目が小学校6年
生の時に名古屋グランパスのセレクションで
落ちてしまったこと。
2つ目が高校生の時、サッ
カーの国体の選考で補欠合格になったこと。
3つ目が3年前のことですけど、
膝を大怪我して
しまって、その手術とリハビリの約１年間が辛
かったですね。
西原：自分の選択じゃなく、
人から選ばれなかっ
たっていうのは、
すごくショックですよね。
そこ
で諦める人も多いと思いますが、それをきっか
けにもう一回頑張る気持ちを持つというのは、
やっぱり強い意志があったからですか？
加藤：落ちた時は「選ばれなかった」という大き
な衝撃が残りました。特に子どもの時ほどダ
メージは大きいと思います。そこから立ち直る
には、周りの大人が「ダメだったわけじゃない」
ということをきちんと伝えてあげることで、子
どももより強い気持ちでモチベーションを保つ
ことができるんじゃないかと思います。
西原：どこの世界もそうですが、
選ばれる事の方
が少なかったりしますよね。少しの違いでうま
くいけたのに、
一つのことでつまづいて、
他の全
てもダメになってしまったらもったいないです
から。
それと、
スポーツ選手って、
大なり小なり怪我や
挫折があるけれども、それを乗りこえてこられ
たことをすごく尊敬します。その精神力はどの
世界でも役に立つ力だと思いますが、その力が

どこから出てくるとお考えですか？
加藤：挫折を味わったことで、自分に一つ深みが
できたんじゃないかなとポジティブに思えるよ
うになりました。それと、怪我をしたシーズン
に、リーグのベスト５に選んでもらえたことで
すね。いろんな方から「待ってるよ」とか「またプ
レーを見せてね」と言ってもらえて、この世界で
僕のことを待っている人が多くいることを実感
できたことが大きかったですね。
西原：自分を見てくれている人がいる、応援して
くれている人がいるっていうことが大きな力に
なるんですね。
茂野：僕は初めて大きな怪我をしたとき、チーム
がトップリーグから降格してしまったんです。
自分自身、１試合も公式戦に出られず見ている
ことしかできなかった。次のシーズンで絶対に
トップリーグに昇格しようというのが怪我を治
すモチベーションになりましたね。
西原：今のようなお話を皆さんから子どもたち
に直接伝えていただきたいですね。人生には挫
折やうまくいかないことがたくさんあるけれど
も、それを乗り越えてこそ成長があって、未来の
自分に繋がっていくんだということを教えてい
ただきたいなと思います。
茂野：住之江区のイベントなどで子どもたちと
触れ合うことで、僕らも励みになる言葉をも
らっています。お互いに良い刺激になりますね。
西原：最後に、住之江区の子どもたちにメッセー
ジをお願いします。
加 藤：僕 た ち が や っ て い る ス
ポーツ
（フットサルやラグ
ビー）をまず会場に見に
来てください。選手の熱
い 姿 を 見 て、そ れ を き っ
かけに新しいスポーツにも
興味を持ってもらえたら嬉し
いです。シュライカーは住
之江区にスクールがあっ
て、子どもたちの受け入
れ態勢も整っています。
ぜひ一度、会場に遊びに
来てください！
茂野：皆さんに僕らのグラウンドを使っていた
だいて、スポーツを通じて夢を持つことの大切
さや体を動かすことの楽しさを知ってもらえた
らと思います。体を動かすことで健康の促進と
ともにコミュニケーションの大切さを知っても
らえるようなイベントも幅広い世代の方々と一
緒にやっていきたいと思っています。これから
もレッドハリケーンズをぜひよろしくお願いし
ます！
西原：ぜひ、プロの試合を会場で観てほしいなと
思います。一度目の前で観ると、その後でテレビ
で観る時はまた違って見えるんですよね。
『プ
ロの選手の試合を見た事がきっかけで』と、将
来、フットサルやラグビーで住之江区出身の選
手が出てきてくれたらうれしいですね。

シュライカー大阪は、 日本フットサルリーグ
（F リーグ） に加盟し、大阪市をホームタウンと
するフットサルチームです。 住之江区にホームグ
ラウンドがあります。
昨シーズンは惜しくもリーグ２位。 今シーズン
はリーグ優勝をめざします。
攻守の入れ替えが早くスピードあるプレーの連続で、早い
パス回しやセットプレーからのゴールシーンは必見です！

これまでの区役所との取組み
ファミリーフェスタ in 南港ポートタウン
南港ポートタウンで
開催したファミリー
フェスタに参加。
ドリブルレースを実
施しました。

連携協力に関する
協定締結
令和元年 5 月 8 日（水）
に、 それぞれの活動の
充実を図りながら地域
社会の発展をめざすこ
とを目的に協定を締結
しました。

試合日程
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住之江区民デーについては７面「催し」ページに掲載しています。
問 合 せ NTTドコモレッドハリケーンズ事務局

J nttdocomo-redhurricanes@nttdocomo.com

問 合 せ シュライカー大阪事務局

☎6684-5777
（平日10：00～18：00）

シュラッピー

シュライカー大阪

3

住之江区に在住・在勤・在学の方を無料で試合にご招待！

大阪府鳥のモズ（SHRIKE）から生まれた
シュライカー大阪
マスコットキャラクター

開催日
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オフ

住之江区民デー

6/8(土)

17:00

対戦カード
ボアルース長野

立川・府中アスレ
13:00 ティックＦＣ

住之江区民デー

6/15(土)

会場
丸善インテックアリーナ大阪
丸善インテックアリーナ大阪
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7/6
（土） 13:00 湘南ベルマーレ

丸善インテックアリーナ大阪
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７/13(土)

15:00 フウガドールすみだ

岸和田市総合体育館

12

８/4(日)

15:00 ペスカドーラ町田

岸和田市総合体育館

13

８/17(土)

15:00 Ｆリーグ選抜

岸和田市総合体育館

15

８/31(土)

13:00 ヴォスクオーレ仙台

丸善インテックアリーナ大阪

11/22(金)

19:00 名古屋オーシャンズ

サンエイワーク住吉スポー
ツセンター

28

12/7(土)

14:00 バサジィ大分

岸和田市総合体育館

31

12/29(日)

13:00 バルドラール浦安

丸善インテックアリーナ大阪

27
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