気仙沼

三陸復興支援シリーズ、今季ホーム初勝利に期待

ホーム開幕戦から１カ月余り経過し、待望の次回ホームゲームは、17 日（土）
、18 日（日）の三陸復興
支援シリーズ、気仙沼開催だ。会場はチームがクリニックや被災地支援に訪れて縁のある気仙沼市総合
体育館。もともとバスケが盛んな気仙沼では、初開催が決まった時点からヒートアップし、いよいよ最
高潮を迎えるという。目指すは今季のホーム初勝利！気仙沼のブースターはもちろん、現地に行けない
ブースターも、歓喜を呼び込む声援を送ろう。

不思議な縁でつながってきた気仙沼と 89ERS
気仙沼に仙台 89ERS が初めて出向いたのは、2009 年 7 月 19 日のクリニック。体育
館には大勢の小学生が集い、日本人選手全員が指導にあたった。実はこの時から、現
地の気仙沼バスケットボール協会は、
「気仙沼でも公式戦を開催したい」とチームに
申し出ていた。なかなか実現に至らぬまま、
去年3月の大震災が起こる。
4月17日、
チー
ムのスタッフと 89ERS チアーズは避難所になっていた総合体育館を訪問してシューズ
やシャツなどを届け、避難者と一緒に手ぬぐい体操で交流した。地元の協会スタッフ
は、
「ここで 89ERS のホームゲームを開催したかったのに、
・・・」とこぼしていた。

昨季は仙台に招待、今季は現地でホームゲームを開催
昨シーズン、チームは被災者を元気づけようと、仙台市体育館のホームゲームの日
曜日ごとにバスを出して被災地の子どもたちを無料招待した。そして今季はどうす
るか･･･。
「そうだ、
チームが被災地に出向いてホームゲームを戦い、
地元の多くの方々
に観てもらおう！」と、三陸復興支援シリーズが決まった。今回の気仙沼は両日と
も 1,500 名を無料招待、来年３月の南三陸でも無料招待を予定している。気仙沼で
はこれまで、プロスポーツの興行を行ったことはないという。先日、気仙沼市長を
表敬訪問した際、志村選手らはあちこちで声援を受け、寄せられる期待感が半端で
はないことを実感したという。横浜相手の決戦、ぜひ 2 つとも勝たなくては！

高岡大輔選手と気仙沼を結ぶ “友好の絆” とは

気仙沼には特別に思い入れがあるという高岡大輔選手。その理由と、この気仙沼開催に向けた意気込みを語ってもらった。
「2009 年、僕が仙台に移籍して初めてのチーム活動が気仙沼でのクリニック。その夜の懇親会の席で、なぜか僕の周り
だけが盛り上がったんです」
。中でも気仙沼バスケットボール協会の “かっちゃん” こと佐藤克美さんとは意気投合。
「僕
はこれから “ダイちゃん” を応援する」と約束してくれ、以来かっちゃんは、仲間を連れて何度も試合を応援に来てくれ
ているという。
「初めて秋刀魚の刺身を食べたのもその時で、衝撃的な美味しさでしたね。それに、ぶどう海老やフカヒ
レ寿司も」
。初めての東北で早速、厚い人情と贅沢な郷土料理の洗礼を受けてしまったのだ。
「テレビで見る津波の映像が、ホテルから眺めた港と同じ構図で、わが目を疑いました」
。かっちゃんやすし屋さんは大
丈夫だろうか･･･。その後しばらくして無事とわかり、胸をなでおろしたという。

「今はいい練習ができている。全員で勝ちに行く！」
高岡選手が気仙沼に行くのはあの時以来、４年ぶりとなる。
「バスケを観戦している時だけでも、辛かったことを忘れて
ほしい。特に子どもたちには元気を届けたい。勝敗はまだわからないけれど、最後まで諦めずに戦い抜く、強い気持ちを
出していきます」と意気込む。
今季はこれまで、接戦を落としてしまう悔しい試合が続いているが、先ごろは副キャプテンとして選手ミーティングを呼
びかけた。
「試合には勝ち負けしかない。“どんなことをしてでも勝つ” という気持ちをそろえ、チームが一つになろうと
話しました」
。常に全員が動かなくてはならないバスケは、選手同士の意思疎通が不可欠なスポーツ。個人がどうこうす
るというレベルを超え、とにかく全員で点を取りに行き、全員で勝つことを目標にしようという。
「今はいい練習ができ
ているので、このまま試合につなげたい」と勝利の２文字を見据える。と、ここまできて、最後に高岡選手からかっちゃ
んに一言。
「気仙沼ホルモンを届けてくれるという約束、まだなんですけど・・
（笑）
」
。
さあ、４年越しで叶った気仙沼でのゲーム。ナイナーズが一つになったチームプレイ、そしてガッチリと勝利をもぎとる
瞬間を見届けよう。

サッポロビール三陸復興支援シリーズ
仙台 89ERS ホームゲーム
■主催

ｂｊリーグ、仙台 89ERS

■共催

気仙沼市、気仙沼市教育委員会

■後援

宮城県、気仙沼市体育協会、気仙沼バスケットボール協会

■特別協賛

サッポロビール株式会社

■日時

2012 年 11 月 17 日 ( 土 )15:00 試合開始

(13:30 開場 )

2012 年 11 月 18 日 ( 日 )13:00 試合開始

(11:00 開場 )

気仙沼商工会議所、河北新報社

■場所

気仙沼市総合体育館 ( ケー・ウエーブ )

■対戦

仙台 89ERS vs. 横浜ビー・コルセアーズ

■チケット

ナイナーズチケットで発売中（詳細は裏面でご確認ください）

気仙沼市観光キャラクター
海の子ホヤぼーや

89ERS を支えるスポンサーのナマの声

89ERSとともに、地域に根ざし、地域を明るく！

心と体、家庭、地域を、よくする！

当社
「よくする」
は、整骨院、接骨院を３カ所で展開しています。
施術を通して患者様やお
客様の心と体を、社名通り「よくする」ことが使命。
心と体がよくなれば家庭が明るくな
り、明るい家庭が増えれば社会が明るくなる。
小さなところから、波紋のように地域に広
がり、どんどんよくなることにつながっていくのが目標です。
これが地域に根ざし、盛り
上げるという 89ERS の活動と共通するものと、
応援させていただくことになりました。

プロの現場で「学び」、
治療現場にフィードバック

勝利を積み重ねて、もっと地域を盛り上げて！

グループスタッフ 19 人のうち６〜７人がバスケット経験者。私は柔道とレスリングを
やってきました。よくみんなで観戦に行きますが、ｂｊのゲームを観ていると格闘技にも
通じるようで、惹きこまれます。チームに期待するのは、やはり勝利。地元チームの明るい
ニュースは誰でも嬉しいものです。われわれも応援する
ので、勝利を積み重ね、もっともっと地域を盛り上げて
いきましょう。

株式会社よくする（鈴木接骨院グループ）

これまでも選手のケアをお手伝いしてきましたが、今季からは
ホームゲームごとにアシスタントトレーナーを派遣していま
す。当グループでは、スポーツをする方々の来院が多く、施術す
るわれわれもスポーツの現場に精通する必要があります。スポ
ンサーとしてプロの現場に立たせていただくことは、その実、勉
強をさせていただく学びの場。そこで学んだことを治療現場に
フィードバックし、患者様や地域を、早く「よくする」ことに生か
していきたいと考えています。そして、こうしたチームとのご縁
をいただいたことには、大変感謝しております。

ともに前へ

― 鈴木盛登代表取締役に聞く

整（接）骨院、整体院の運営、整（接）骨院・治療院コンサルタント、スポーツトレー
ナー、フォーム分析・姿勢分析業務等。
1990 年、先代が鈴木整骨院創業。
2000 年、現代表が引き継いで鈴木接骨院グループを組織。
2009 年、株式会社よくする設立。
地域に開かれた整（接）骨院を目指し、「お子様のケガ防止ストレッチなど、どんなこ
とでも気軽にご相談を」とのこと。

宮城県仙台市泉区泉中央 1-7-1 地下鉄泉中央駅 4F TEL：022-776-7723
［鈴木接骨院］仙台市泉区将監 8-14-8 TEL：022-373-1390
［泉中央杜都整骨院］仙台市泉区泉中央 1-7-1 地下鉄泉中央駅 3F TEL：022-371-7673
［仙台東口かえで整骨院］仙台市宮城野区車町 1-5 TEL：022-792-7620
http://yokusuru.co.jp/

「治療もトレーナーも本物にこだわります」
鈴木代表取締役

〜気仙沼の子どもたちとともに〜

89ERS チアーズ＆ティナがダンス教室を開催

今週末に迫った気仙沼初開催のホームゲームをみんなで盛り上げようと、10 月 27 日（土）
に 89ERS チアーズ＆ティナが気仙沼市総合体育館で小学生を対象にダンス教室を開催し
ました。
当日は、気仙沼市内のミニバスケットボールチームに所属している小学生約 50 名が参加。
もちろんですが、バスケットボールは得意だけどダンスは･･･という子どもたちが多く、
最初は慣れないステップに悪戦苦闘の様子でしたが、ティナに負けまいと一生懸命練習
していました。ちなみに、ティナが参加することは子どもたちに内緒にしていたので、
サプライズでの登場にみんな大喜び！ティナもとても嬉しそうでした。

基本的なステップからスタートし、みんなで声を出しながら何度
も繰り返し練習。すると、だんだんと子どもたちの動きが揃い始
めます。チームごとの発表では、恥ずかしがるどころか、みんな
音楽に合わせて堂々と踊っていました。
もちろん最後は、仙台 89ERS 名物「ジンギスカンダンス」
。勢い
良くタオルを振り回しながら、元気いっぱいに笑顔で踊ってくれ
ましたよ。今週末のホームゲームでは、子どもたちのダンスにも
ぜひ注目してください！

■価格
5,000 円（税込）
■サイズ
M、L、XL
■販売期間
2013 年 3 月 8 日（金）まで
■申込方法
仙台 89ERS オフィシャルサイト
①「申込フォーム」から
http://www.89ers.jp/application/index.html
②ホームゲーム会場「総合案内」

チャリティ T シャツで応援！
今週末に気仙沼市で開催する２試合と、来年３月に南三陸町で開催する２試合の合計４試合
を「三陸復興支援シリーズ」と銘打ち、
「チャリティＴシャツで応援！」企画を実施。
Ｔシャツ
の売上の一部を活用して、シリーズにご来場の小中学生に、来場記念品として同じデザイン
の T シャツをプレゼントします。
１枚の購入につき、
３名分のＴシャツ財源となるほか、
売上の一部は招待財源にも充てられます。
来場する全ての子どもたちにＴシャツをプレゼントすることが目標です。
三陸の子どもたちのために、ご協力をお願いいたします。

気仙沼開催ホームゲーム

チケット残りわずか

サッポロビール三陸復興支援シリーズ
日時
会場
対戦
主催
共催
後援
特別協賛

チ ケット 販 売 状 況

11 月 17 日（土）15:00 （開場 13:30）
11 月 18 日（日）13:00 （開場 11:00）
気仙沼市総合体育館
横浜ビー・コルセアーズ
仙台 89ERS、
ｂｊリーグ
気仙沼市、気仙沼市教育委員会
気仙沼市体育協会、気仙沼バスケットボール協会、気仙沼商工会議所、河北新報社
サッポロビール株式会社

【駐車場利用について】
観客用駐車場として下記学校様にご協力いただいています。いずれも無料で駐車いただけますが、
台数には限りがありますので、できるだけ公共交通機関でご来場ください

・気仙沼市立気仙沼西高校 駐車場 （会場まで徒歩約 15 分）
・気仙沼市立条南中学校 校庭 （会場まで徒歩約 25 分）
・気仙沼市立松岩中学校 校庭 （会場まで徒歩約 20 分）

1 7日（ 土 ）

選手ベンチシート（ ホ ー ム ）
選手ベンチシート（ ア ウ ェ イ ）

3,500
3,500

コートサイド S

3,000

コートサイド A

2,000
2,000

コートエンド

1,000

残りわずか
■■■■■
■■■■■
残りわずか
■■■■■
■■■■■
■■■■■

1 8日（ 日 ）

予定枚数終了
■■■■■
■■■■■
予定枚数終了
■■■■■
残りわずか
■■■■■
■■■■■

＜チケット状況＞

チケット購入は

チケットの購入・引き取りが断然便利に！

ナイナーズチケットで！
89ers Ticket

詳細はこちら

ケータイ・パソコンで
豊富な席から選んで購入！

http://89ers.tstar.jp/top

■■■■■ 予定枚数終了
■■■■■ 71 〜 99％販売済み
■■■■■ 50 〜 70％販売済み
■■■■■ 21 〜 49％販売済み
■■■■■ 〜 20％販売済み

仙台 89ERS公式携帯サイト
ついに、10 月からスマホ対応スタート！
●ｂｊリーグ全試合の試合速報が見られる！
●スターティング 5、試合後コメントなどの試合情報も充実！
●試合写真も随時掲載！

「89ERS PRESS vol.05」

月額 315 円（税込）

登録は簡単！

こちらの QR コードを読み取ってアクセス！
または

http://www.nm.89ers.jp

まで

写真は全て ©SENDAI 89ERS/bj-league
※本紙掲載の写真および記事の無断転載を禁じます

