
25

25

ボランティア６
　今大会でも、まちだサポーターズをはじめとするボランティアの活躍がありました。
　まちだサポーターズはスポーツ祭東京２０１３のボランティアを母体に作られたボランティア
組織で、東京２０２０大会を目指して活動を継続してきました。

自転車ロードレース

　７月２４日、２５日に行われた自転車ロードレースでは、コ
ース沿道で資機材の設置や撤去を行うコースサポーターとし
て、２日間で延べ３９７名のまちだサポーターズが活動しまし
た。
　市内を走行したのは約３．４ｋｍという、コース全体から見れ
ば短い距離でしたが、それでも資機材の設置や撤去、沿道の
整理には多くの人手が必要で、競技実施にはボランティアの
存在が必要不可欠でした。
　活動に向けては、参加するコースサポーター全員が研修を
受講し、当日の流れや持ち物、活動内容や動きについて事前
に確認を行いました。コースサポーターの中には２０１９年に
行われたテストイベントに参加した人が多く、大きな混乱な
く活動が進みました。
　本来であれば市役所職員が担うコースサポーターの統括役
であるコースサポーターリーダーの役割も、まちだサポータ
ーズが担いました。コースサポーターリーダーはコースサポ
ーターが受講する研修とは別にリーダーのみの研修を受講
し、競技前日には現地で組織委員会から派遣されるスタッフ
との打ち合わせを行うなど、負担と責任が大きい活動ながら
も与えられた役割を果たしていました。
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Ｑ�いよいよ１年の延期を経て町田市でロード
レースが始まりますが、お気持ちはいかが
ですか？
Ａとても嬉しいです。

Ｑ�この日を迎えるまで皆さんどうでしたか？
Ａ�決まった時点から８年ありましたので、す
ごくいろんなことを考えました。２０２０年
から２０２１年にかけては、できるかな、で
きたら良いなとずっと思ってました。

Ｑ�わずかな時間ですが世界のトップ選手が町
田市を駆け抜けます。どう感じますか？
Ａ�２０１９年のテストイベントに参加した時に
感じたんですが、やっぱり現場は全然違う
なと。生で見れるのは最高だと思って参加
しました。

Ｑ�一緒に参加されているボランティアの皆さ
んの様子は？
Ａ�皆さんそれぞれいろんな思いがあったこの
何年間だと思いますが、ここにいる方は皆
さんそろって、成功してほしいと思ってる
と思います。

Ｑ２日間終えての感想は？
Ａ�良かったです。無事に終わって。楽しくっ
て、お天気にも恵まれて本当良かったと思
います。

舟木武子さん 藤江照雄さん

Ｑ�いよいよ東京オリンピック始まりますが、
いかがですか？
Ａ�待ちに待ったというか、本当にできるのかと
いう心配もありましたけど、今日こうやって
できるのは本当に良かったなと思ってます。

Ｑ�町田のこの道路をすごいスピードで駆け抜
けますが期待することは？
Ａ�ここは一番良い場所だと思うし、我々見れ
るかどうか分かりませんが、楽しみにして、
スピード感を味わいたいなと思います。

Ｑご自身の気持ちは？
Ａ�私も楽しみで、ぜひこの暑さの中ですけど
頑張ってやりたいと思います。

Ｑ�地元町田にオリンピックが来る気持ちは？
Ａ�この町田にいて参加できると思っていなか
ったので、本当に楽しみで良かったと思っ
てます。

Ｑ２日間終わりいかがでしたか？
Ａ�暑さが大変でした。でもみんな一生懸命頑
張ってくれたので無事に終わって良かった
と思ってます。

Ｑ�リーダーとして仲間の働きぶりなどはいか
がでしたか？
Ａ�この暑さだったので、倒れたりしたら困る
ということが一番心配でした。そういうこ
ともなくみんな元気に終わったのでリーダ
ーとしてはそれが何よりです。

ロードレースボランティアの皆さんに
インタビューをしました！
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海東靖雄さん 川村徹夫さん

Ｑ�いよいよ本日から始まりますがいかがです
か？
Ａ�ついにこの日が来たって感じですね。７／
２３に開会式を終えて７／２４から競技開始、
この町田でもオリンピック開始ということ
で感動してます。

Ｑ�今日はどのように大会を支えていこうと思
っていますか？
Ａ�すごく良い天気に恵まれたので、この町田
を駆け抜ける時に町田の景色もちょっとく
らい見てもらって、日本の良いところ町田
の良いところを理解してもらって、それを
みんなで支えられるような大会にしたいな
と思います。

Ｑ仲間たちの気持ちやテンションは？
Ａ�安全が第一で、コロナも熱中症もあるんで
すが、一生に一度のこういう機会ですので
ぜひ楽しんで思いっきりみんなで充実した
日を送れるように、頑張ろうという感じで
やりたいと思います。

Ｑ２日間終えた感想は？
Ａ�まずは事故もなく、この暑さで倒れる人も
なく、無事に終わって、みんなが無観客と
いいつつも大勢来ていて、拍手で迎えてと
いうことができて良かったと思います。楽
しめました。

Ｑ�ボランティアとして参加し選手たちもご覧
になっていかがでしたか？
Ａ�選手の方にも、気持ちよくというのか、思
いっきり駆け抜けてもらえてたようで相当
なスピードで走って行けたので、見る方と
しては本当に一瞬だったんですが、想定し
ていた通りのレースがちゃんとできたのが
やって良かったなと思いますね。

Ｑ�いよいよ始まりますが率直な気持ちを教え
てください
Ａ�私１９６４年生まれで、第１回東京オリンピ
ックが生まれた年なので、招致２０１３年に
決まった段階で絶対にオリンピックのボラ
ンティアに関わろうと思っていたので、や
っとこの日が迎えられて本当にほっとして
います。

Ｑ�決まってから８年とさらに１年延期されま
したがその間の思いは？
Ａ�非常に世間全体が大変なことになったので、
今できることは何かないかということでボ
ランティアに役立つようないろんな研修な
んかを探して、スキルアップをしました。

Ｑ�これから町田の街を選手たちが駆け抜けま
すが今の気持ちは？
Ａ�本当一瞬なんですが、この世界の大会の舞
台がここにあるってことをみんなで共有し
て楽しんでいただいて、ただ天気がこんな
なので体第一で楽しんでいただければなと
思います。

Ｑ�リーダーということで一緒に活動されるボ
ランティアの方たちの雰囲気は？
Ａ�皆さんやる気まんまんなんで、ただ頑張り
すぎちゃうといけないので、健康第一で楽
しんでいただければなと思っています。

Ｑ今日はどういった活動をされますか？
Ａ�我々はコース管理をするので、選手が走っ
てくるコースの設置をして、無観客ですけ
どいらっしゃる方がいるかもしれないの
で、そういう方に注意喚起し、コースに入
らないようにして通っていただくという感
じですね。カラーコーンの設置から始まり
ます。
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事前キャンプ公開練習

　パラリンピックのバドミントンに出場するインドネシア代表の事前キャンプが市内で行われ
ました。
　事前キャンプは新型コロナウイルス感染症の影響により原則非公開で行われたため、ボラン
ティアの活動機会は限られてしまいましたが、８月２２日と２３日は公開練習見学を行い入場者
の受付・検温、会場の消毒などの活動でまちだサポーターズが活躍しました。
　新型コロナウイルス感染症の影響で予定していたイベントが実施できず、本来の想定よりも
ボランティアの活躍の場が減ってしまった中でも、活動に参加したボランティアからはオリン
ピックに関連する活動が１つでもできてよかったという声が聞けました。
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Ｑ�本日はどのような気持ちで参加されていま
すか？
Ａ�以前こちらの体育館でブラインドサッカー
を見まして、とても感動したんですね。ゴ
ーグルをかけて皆さん見えない中で、体の
アタックも強いし、それを見てものすごく
感動しまして、近くだということもあって
ぜひボランティア兼、皆さんの活動を一目
見てみたいなと思いましてそれで応募させ
ていただきました。

Ｑ�インドネシアの選手たちは以前もこちらに
来ていて、ゆかりがあるそうですがそのあ
たりはいかがですか？
Ａ�そこまではちょっと存じ上げなかったんで
すが、（以前開催された国際大会では）全
世界中の方たちがパラバドミントンをされ
ていて、本当に華やかでした。ここ一体が。
背中にいろんな国名が書いてあるウェアを
着ていて、それを見てこっちもすごく気分
が高揚するといいますか、とても感動した
覚えがありますので、また間近で見られて
嬉しいなと思っています。

Ｑ本日の意気込みはありますか？
Ａ�コロナ禍の開催ですので、非常に難しい開
催ではあると思うんですけど、できれば小
さいお子さんとかに私が見た感動を感じて
いただけるような日になればいいなと思っ
ております。

石黒弘子さん

Ｑボランティアに参加された経緯は？
Ａ�今回オリンピック・パラリンピックが開催
されるにあたって、町田市にインドネシア
の方がパラバトミントンのキャンプをされ
るということで、ぜひ選手にパラリンピッ
クで頑張っていただきたいなと、そのため
にお手伝いできることがあれば何かやりた
いなということで、たまたま今回募集があ
ったので、応募させていただきました。選
手にはぜひ頑張っていただきたいなと思っ
ています。

Ｑ�パラバドミントンに興味があったんですか？
Ａ�バドミントンは私はやってないんですけど、
バドミントンの競技は日本の選手も強いの
でよくテレビでも見てますし、今までもイ
ンドネシアの選手がこちらに来てキャンプ
や公開練習をされたことがあり、その時に
も私は来てやっているので、なんとなくイ
ンドネシアの選手っていうと親しみを感じ
て、今回そういうこともあって参りました。

Ｑ�今日の意気込みや、どのようにサポートし
ていきたい、などあれば教えてください
Ａ�選手の方が問題なく気持ち良く練習ができ
るように、周りの環境を整えていきたいな
と思っています。

黄川田南さん

公開練習見学ボランティアの皆さんに
インタビューしました！
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聖火リレーボランティアについて
　７月９日に予定されていたオリンピック聖火リレ
ーでは沿道でのボランティアとして、まちだサポー
ターズをはじめ商店街や自治会、体育協会、大原学
園から合わせて１１７９名が集まりました。
　本来であれば、揃いのＴシャツを着用し沿道での
資機材の設置や撤去、歩行者の整理誘導を行う予定
でした。公道での聖火リレーの実施が中止になった
ことにより、活動の場がなくなりました。それでも、
当初想定していた７００名よりも多くのボランティア
が集まり、オリンピックというイベントへの関心の
高さ、ボランティア意識の高さがうかがえました。

コラム
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