もし、
東京 五輪にサ ー
フ ィン種 目が採 用され
れ ばの” …れば ”で、
申
し 訳ない ですが 、
五輪 の
話 題に乗 っかっ て、
一気
に 話題拡 大に持 ち込む
こ とも考 えなけ ればい
け ないと 、
地 元一宮町
町 議会議 員の鵜 沢清永
氏 に単独 インタ ビュー
で 語って くれま した。

８ 月４ 日
Ｉ ＯＣ 発 表 待 ち
東京 五輪 が 決定 して 以

来、常に先頭に立って、

ウエットスーツでは
信頼のブランド・レイ

７８

■有限会社レイトフ
ォーラップ（千葉県山
武郡九十九里町片貝１
７１６の４） 電話：
０４７５（７６）７９

人気 ウ エッ ト
スー ツ

追加種目に『サーフィン』
を取り入れてもらいたい
”強い意欲”で挑んでき
た 鵜沢 清 永氏 （サ ー フ
ァ ー＆ 一 宮町 町議 会 議

ト ラッ プは 、 サー フ
ァーたちの憧れの的と
なっています。お近く
のサーフショップから
お申込み下さい。

うした姿がこんなに素晴ら

員）は、すべてをやり尽
し８月４日のＩＯＣの決
定発表を待っている穏や
かな顔つきで、インタビ
ューに応じてくれた。
第一声が「ようやくこ
こ まで こ ぎつ けら れ て
ホッとしていますよ」と、
微笑み顔で始まったイン
タビューに聞く側も安堵が
自然に伝わり落ち着きまし
た。人間って全身全霊で全

ＣＨＰ（シーエイチ
ピー＝カルホルニアハ
ワイプロモーション）
は、サーフボードメー

ＣＨ
ＨＰ
Ｐ
Ｃ

クも出るほどでした。
「決まってくれれば、も
しポイントが千葉県一宮町
にでも決まれば”心の底か
らバンザイ”をしたいです

カー、及びサーフィン
関連商品の販売で、千
葉県一宮町九十九里海
岸沿いにあるメーカー
直営のサーフショップ

しいものかと思えました。
「それでもＩＯＣの発表
があるまで”ドキドキ”し
ているんですよ」とジョー

ね。
そんな鵜沢氏は「こんな
環境に決まれば、こんな構
想もあるんですよ」と、明
かしてくれたのが、自然に

で 、本 店の 前 が人 気
サーフポイント。
■ＣＨＰ本社（千葉
県長生郡一宮町東浪見
７４２８の３） 電話

０４７５（４２）４６
２６

恵まれた一宮沿岸のキャン
プ跡地を活用し、『サーフ
ステーション』なるものを
提案したいですね。顔面が

日発 行

紅潮し語ってくれた。

次号は
８月

15

美術館・博物館・ギャラリー
の情報満載で人気上昇中！

発行：サーフィン新聞編集部（毎月第1・3月曜日発行）
〒297－0008 千葉県茂原市渋谷1016ー12
Mail: agree-sys@excite.co.jp
HP：http://surfingnews.seesaa.net/auth/article_preview/
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１面

本紙編集部提供の

週刊芸術新聞

東京五輪追加種目に

五輪後の先を考えたい！
鵜 沢 清永 氏 （サ ー ファ 一 ＆ 一宮 町 町議 会 議員 ）

所・カフェ・美容室・ボー
ドロッカーなどが設備した
い」と気分が乗ってきて、
一気にまくしたてて説明を
してくれた。とくにサーフ

ション』なるものを設備す
れば、五輪後でもお父さん
が サ ーフ ィン を して い る
間、御婦人たちはこの『サー
フステーション』には託児

＝１面からの続き＝
「一宮町は１２００年の
文化が流れていて、祭りや
神輿を大いにＰＲ材料にし
て、そこに『サーフステー

が…」。
九十九里沿岸
の市町村も、東
京五輪にサーフ
ィンが追加種目

で、自然環境を
崩さずに『サー
フステーシ ョ
ン』が設けられ
ればベストです

る。
「一宮町は長
生郡＝長生き＝
ができるエリア
のひとつな の

けの簡素なもの
しかないのが現
状」とトーンが
下がり、顔つき
が曇りがちにな

たが、週末ともなれば、
一般路を勝手にクルマを
駐車している光景がみら
れたが、
あちこち

近ごろは落ち着きまし

しょうか。
８月４日ＩＯＣの追加
種目決定を静かに、さら
に胸を高ぶらせながら待
ちたいものです。

このように鵜沢氏の構
想が実現されれば、サー
フィンのイメージアップ
にも繋がり、さらなる飛
躍していくのではないで

てくれた・サーファー諸君
のイメージダウンは避けて
欲しいです。
「毎日、一宮海岸を見て
生活していますが、驚きは

は理解していますが、これ
は私の一存では決めかねま
すので、町議会にかけたり
して、出来る限り無料駐車
場を広めたいです」と語っ

す。最初は五輪などムリム
リと構想に乗ってくなかっ
たものの、追加種目が決ま
らなくても、この話題を契
機に 町 づく りを み んな で

み会などで、鵜沢議員は説
得に説得を繰り返し、そう
やく私の構想に賛同し始め
てと て もう れし い 限り で

ィンを楽し
みに来てい
るので、鵜
沢氏は「一
宮町で無料

てきていま
すが、わざ
わざ遠方か
ら一宮海岸
でのサーフ

に有料駐車
場ができた
のか、やや
少なくなっ

子供 た ち に
期待したい

ボ ー ドは 長い も ので す か
ら、電車では持ち運びが大
変ですので、ここにボード
ロッカーを設備すれば、電
車で気軽に行き来できサー
にな るな っ てあ りえ な い
と、なかなか賛同してくれ
なかったが、議員同士の飲

やって、沿岸町の底上げに
繋がれば、いい結果になる
のではないでしょうか」と、
町議員なる鵜沢氏の自論が
貫かれ、インタビューに弾

で利用でき
る駐車場が
必要が迫っ
ていること

たちに希望が見えてきまし
た」と、インタビューを閉
めてくれました。

子どもたちが、しっかりし
た気持ちでサーフィンに挑
んでいる姿にとても感激。
これからのサーフィン界を
背負って行ってくれる子供

ファーにとっては助かる。
「今のサーフポイントは駐
車場とトイレ・シャワーだ

みがつき、一宮海岸に新た
なる設備が見え始めてきた
よう な 気持 ちに な りま し
た。

福地孝 行プロ
のショ ップと
して人 気！

◆ＲＯＯＴ Ｓ（千葉

）７３ ７９

県山武郡九 十九里町片
貝字浜６９ ０２ H｣ ）
ＴＥＬ： ０４７５

（

12

〒299－4303
千葉県長生郡一宮町東浪
見7501－1
TEL：0475（42）3399
年中無休

◆千葉県鴨川市横浪
135-1 TEL：0470（93）
1173
月曜日休み

76

Simple Surf

KAWAI SURF GALLERY
& SURF BOADS

Vol.16 No220
2016年8月1日発行（8月15日号）
サーフィン新聞
2面

九 十九 里沿 岸で
一躍 脚光 を浴 びて
いる サー ファ ーが
いる との こと 、
突
撃取 材を して 、
強
さの 秘密 を探 って
きま した 。
サ ラリ
ーマ ンサ ーフ ァー
畠中 逸人 さん 。
九十九里沿岸で行われる
大会で、必ずといっていい

ここ九十九里ポイントを練

りと知られている。
「現在流山市に住んでい
て、週末と休日には午前中
に限り、うねりのいい茨城
の鹿嶋サーフポイントから

（はたなか はやと
歳）
さんで、城西国際大学サー
フィン部キャプテンを努め
てきて、現在は一般サーフ
ァーとして頑張り屋のひと

ハングリー精神
が底辺に流れる

そ の人 の 名は 畠中 逸 人

ほどファイナルまで進ん頑
張る サー フ ァー がい る の
で、練習しているポイント
にを直撃し、”意欲”を訪
ねみました。

レンジできてい
て、ただ大会で
は”優勝”の二
文字が直前にあ
るのですが、わ

と「今年はとて
も体調もよく、
サーフィンも順
調にワザにチャ

す」。
「近ごろは大会でファイ
ナルに進み脚光を浴びてい
るのでは…」と
質問をぶつける

習場にしています。昼間は
会社員で営業関係をしてい
ますので、休みしか練習で
きませんので、時間を有効
に 使え るよ う にし てい ま

なく、どちらかと言えば小
柄タイプですが、身のこな
しが素早いことを武器に、
あえて難しいワザにチャレ
ンジし、誰にも負けないハ

け 続け 大 会で ア ッと 言 わ
せ、ポイントアップに繋げ
たいですね」と、自分の得
意ワザを披露してくれた。
背丈はそれほど大きくは

ほどの勢いでした。
「私の得意ワザは”カー
ビングとターン”にあるの
で、これをもっと磨きをか

マ チュ ア 大会 で のト ッ プ
サーファー”になることな
んです…」と、強い勢いの
気持ちがで返ってきて圧倒
され、後押しをしたくなる

強 い勢 い がビ シ ビシ 跳 ね
返ってきて、近いうちに”
優勝”を勝ち取るのは間違
いないと見えた。
「現在の目前目標は”ア

サーフィンとス
ノーボードの専
門店。
お気軽に
ご相談に応じて
おります。
ぜひ
ご利用下さい。
◆千葉県茂原市
高師３ H｣ H｣
９
：０４７５
TEL
（２６）２６６
６ 水曜日休み

◆東 京都江戸 川区
東葛 西１ H｣
３ H｣
３
：０３ （３６７
TEL
５） ３３３６

Ｈ＆Ｌ

◆千葉県山武郡九十九里
町不動堂450
TEL：0475（70）4811

11

畠中逸人さんアマチュア
トップにかける！
得意技・カービングとターン

ずかな差でなか
なか手に入るこ
とができず、必
ず２位か３位と
いった入賞者に

ン グリ ー 姿が 底 辺に 見 ら
れ、
心強さが出ていました。

＝４面に続く＝

なってしまって
いるんですよ」
と、口惜しさと
それに負けすに

ロングボード・中島勝之
プロのショップ ロング
ボードはお任せ！

ＳＭＵＧ
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27

畠中さんは「いま５カ月
になる女の子＝優奈（ゆう
な）ちゃん＝が可愛いくて
可愛いくてしょうがないそ
うです。どちらかと言えば
です。

得ている。
当然サーフィンにも子ど
もの影響が幅広く生きてい
て、「子どものために…」
と思うと負けられないそう

点を置いた生活に満足感を
ンはその次」と心に刻み込
み練習に打ち込みサーフィ
ンが今まで以上に楽しくな
り、どんなことにもチャレ
ンジする精神力が倍増して

「家族が一番でサーフィ

宮町在住）が、大きく取り
上げられていた。
２歳の時に「突破性進行
性感音難聴」となり、いろ
いろ厳しい環境を乗り越え
て、プロボディボーダーに
成長した過程が詳しく紹介
されたいた。

８月６日（土）～７日（日） Go Pro JUNIOR Games 千葉県一宮町
９月１日（木）～４日（日） 第21回I.S.U茨城サーフィンクラシック
さわかみ杯 茨城県大洗海岸
９月２日（金）～４日（日） ICHINOMIYA PRO 千葉県一宮町一宮海岸
９月４日（日） 第7回平砂浦コースタルフェスタ
千葉県館山市平砂浦海岸
９月11日（日） 第9回おれなんかでちゃっていいのカップ
千葉県中里海岸
９月11日（日） 九十九里観光サーフフェスタ 千葉県旭市飯岡海岸
９月23日（金）～25日（日） 24SURF_presents 鴨川naoプロ
千葉県鴨川海岸

＝３面からの続き＝

サーフィンより子どもに重

いるとも言う。
よき パパ に 成り 切
り、よき社会人に成り
切り、よきサーファー
に成り切りたいと、今

７月 日（日）の毎日新
聞１ページ分に、両耳の聴
力 がな い プロ ボデ ィ ボ ー
ダーの登坂由美恵さん（一

苦 難 を乗 り 越 え
プ ロ サー フ ァ ー

外房海岸での
８月・９月の↓
大会日程
17

回の取材を閉めるあた
り、さすがぁ～ですね。
これからある夏以降
九十九里沿岸で行われ
る大会に畠中さんの名

登坂由美恵さん一般紙
１ページに取り上げられる

前があったら、ぜひと
も得意ワザ（カービン
グ）に注目しておきた
いものですね。

両 耳の 聴力 がな い18歳 のボ ディ ボー ダー
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