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アツい情報が満載！
広島県SNSを今すぐチェック！
！
広島県公式
Facebookはこちら
広島県 フェイスブック

検索

広島県公式
Twitterはこちら
広島県 ツイッター

ホームゲーム
SNS連動企画

検索

3/18日のホームゲーム、ジュビロ磐田戦（*）に
関する広島県の公式SNS投稿記事にアクセス
して柏好文選手と、川辺駿選手の直筆サイン
入りミニサッカーボールをGETしよう！！

2名様限定！
！
！
2名様限定
！

今すぐ
コメント
しよう

新聞折込の他、県内各地の
コンビニ、地元大手スーパー
等で絶賛配布中！

︵２号球︶

みんなの
（＊）
本企画への応募は、2018/3/21(水)までの書込みが対象となります。 アクセスを
待ってるよ
プレゼント twitter：川辺選手の直筆サイン入りサッカーボール
容 facebook：柏選手の直筆サイン入りサッカーボール

浅田 真由

年4回 【7月・10月・1月・4月】1日発行

① 上記広島県の公式SNSアカウントをいいね＆フォロー!
② ハッシュタグ
「#紫紺の県民だより」
がついた投稿へコメント
＆シェア・リツイートしてください。応募はそれで完了です。
★ 後日、当選者に広島県よりダイレクトメールを配信します。

内

ぐっと身近にズバッと読みやすく！タイムリーな
！
県政情報をお届け！

直筆サイン入りミニサッカーボール プレゼント!!

山内 泰幸

広島県公式SNSではその他、取材時の貴重なオフショットやコメント動画も公開中です

… ＴＳＳ野球解説者。広島県
出身。
1994年、
広島東洋カープ入団。
1995年、
新人王獲得。
独特のフォームは
「ＵＦＯ投法」
と
して親しまれる。2014年までカープの1軍
ピッチングコーチをつとめる。

広 島 県

… リポーター。広島県出身。
ＴＳＳ
「ひろしま満点ママ」
、
「全力応援スポーツ
ＬＯＶＥＲＳ」等出演。趣味はドライブ、ス
ポーツ観戦。その場を温かくする自然な
おしゃべりで各種メディアに出演中。

木下 富雄 … 元プロ野球選手。
1973年、広島東洋カープ入団。
1 9 8 0 年 、日本シリーズ
優秀選手。現役時代から
ある口ひげがトレード
マークで、パンチョの
愛称で親しまれる。

サッカーJリーグ選手の“欲張りなライフスタイル”

【スポーツ県民だよりひろしま2018年春号】

今シーズ
ンは貪欲
に
勝
ち
点
を獲りに
いきます

特別インタビュー KASHIWA流｢欲張りなライフスタイル｣

自分にできる事は何だってやりますよ！
プレーも、家事も、育児も同じです。
広島県では、仕事も暮らしも、
どちらもあきらめずに充実
させる 「欲張りなライフスタイル」 を応援しています。
今回はガッツあふれるプレーと、そのポジティブな姿勢
でチームを牽引する、柏 好文 選手にお話を伺いました。
シーズンが始まりました。チームはどんな雰囲気ですか？

オフは愛妻家とお聞きしました。

ぐっと引き締まってきました。全員が、城福新監督と新し

できることがあったら何でもやりますよ。洗濯もおしめの

いスタッフのもと、心機一転チーム一丸で頑張っていこう、
昨シーズンの悔しさをバネに、
タイトル奪取を目指し結果

交換も全然苦じゃありません。夫として親として当たり前
ですから！独身の頃は、釣りにしてもボーリングにしても、

を出していこう、
という意気込みで溢れています。

趣味にとことんのめり込むタイプでしたが、今は家族と

新チームの副キャプテンに任命されました。

いるのが一番ですね。親子揃ってよく買い物に出掛けて
いるので、見かけたら気軽に声をかけてください！

！
！

18 柏 好文

Yoshifumi Kashiwa

MF

1987年7月生まれ。山梨県出身。国士舘大学では全日本大学選抜に選出
される。地元のヴァンフォーレ甲府を経て、2014年にサンフレッチェに入団。
不動のサイドハーフとして、2015年のJ1優勝に大きく貢献する。座右の
銘は、
「一歩でも多く、一歩でも早く」。今シーズン副キャプテンに就任。

今シーズン、僕は年齢的にも立場的にも、ベテランと若手
をつなぐ潤滑油のような存在にならなくてはいけないと

オンとオフの切り替えはどのようにされていますか？

考えています。実は若手の育成については、
「たとえ技術

特にこれというのはないですね。ストイックに自分を追い

があっても、常にポジティブなメンタルと情熱がなければ

込んでいくタイプではないので、オンもオフもマイペース

サッカー選手としては大成できない」
、
という持論がありま

です。練習とか一番早く切り上げて帰りますから
（笑）
。

す。今年はプレーで引っ張るのはもちろん、若手にとって
のメンタルコーチとして、普段の態度や言動においても

最後にファンの皆さんへメッセージをお願いします。

お手本となれるよう取り組んでいきます。

チームも僕もしっかり結果を出して、もう一度タイトルを
獲れるよう頑張ります。そのためにもサポーターの皆さん

ファンサービスも積極的に行っておられますね。
ファンイベントには率先して参加するように心がけていま

の声援が欠かせません。皆の思いを
「イチガン」にして、
！
一緒に広島を盛り上げていきましょう

サポーターズ
レポート

頑張れ!!
サンフレッチェ
槇野さんファミリー（広島市在住）

す。昨年は三良坂町の農園で地元のサッカークラブの子
供たちと一緒にピオーネを収穫しました。ファンサービス

家族思いで、家事も当たり前に頑張っている、超イクメン

というより、僕自身が楽しいので、その姿を見てサポー

ぶりを披露してくれた柏選手。最高のムードメーカーと
して、若手を引っ張りチームを優勝へと導いてください！

ターの皆さんにも喜んでいただけるとうれしいです。

「リーグ制覇」
と
「日本代表入り」
を
地元広島のサポーターに届けたい
４年ぶりにサンフレッチェに
帰って来られました。

オフはどのように過ごされて
いますか？ 趣味等はありますか？

﹁一
流
の
流
儀﹂を身
につけて
凱旋
故郷広
島
で
川
辺旋風を
巻き起こ
せ！

特別インタビュー はやお流 ｢欲張りなライフスタイル｣

ジュビロ磐田では、名波監督

一昨年、
オーストラリアを旅した時、

のもと、3シーズンかけてしっ

とても楽しくて良いリフレッシュになったので、それからは

かりと成長することができま

オフに海外旅行をするようになりました。昨年はドイツに
壮也
（高橋選手）
とサッカーを見に行きました。子供の頃は

体のケアから立ち振る舞いまで、ピッチの内外で
「一流の

兄弟揃ってサッカー漬けの毎日で、あまり家族で旅行に

流儀」
を学ばせていただきました。サンフレッチェに入団し

行く機会が無かったので、最近は毎年シーズン終了間近

た当時に比べて、今の僕には確固たる自信があります。

になると、ついつい旅行のことを考えちゃいます
（笑）
。

ジュビロで培った実力を、早く地元広島で発揮したいです。
女性に人気の川辺選手ですが、好きな女性のタイプは？
新ユニフォームの注文が１位になったそうですね。

どちらかというとキレイ系の女性がタイプです
（照）
。女優

正直、驚いています。感謝とともにサポーターの皆さんの

でいうと新木優子さん。結婚はまだまだ先の話ですかね。

期待の大きさに、改めて身の引き締まる思いです。
それではファンの皆さんへメッセージをお願いします。
久しぶりの広島暮らしはいかがですか？

広島の熱いサポーターの皆さんの前で早くプレーしたい

広島駅周辺がガラッと変わっていてびっくりしました。

です。若手の中心としてチームを引っ張り、最高の結果を

しばらく離れていた間に街全体が便利になっているし、

残してチームを優勝に導き、僕自身も日本代表に選ばれ

当たり前ですが周りで聞こえる会話がぜんぶ広島弁なの

るよう頑張りますので、温かい声援をお願いします！

も新鮮だったりします
（笑）。県外の友人が遊びに来る時
には宮島を案内することが多いんですけど、宮島の揚げ

先輩からも後輩からもいじられるという気さくな川辺選手。

もみじってめっちゃおいしいですよね。もちろん、お好み

リーグ制覇はもちろん、日本代表としてワールドカップの

焼きも大好きですよ。僕は必ずダブルを注文します
（笑）
。

ピッチで躍動してくれることをファンは心待ちにしています！

の 県民だより

【しこん】
【し
こん】

小さい頃からずっと
サンフレッチェ一筋！
ラッキーカラーは
もちろん紫です♡

岡山から応援に
駆けつけました。
今年は必ずやって
くれると期待してます！

!!

した。世界の表舞台を知る俊さん
（中村俊輔選手）
からは、

紫紺

柏選手が大好きです。持前の明るさで
ピンチになっても大 声を出して 頑
張っている姿を見ると応援にも力
が入ります。今シーズンはタイトル
目指してチーム「ICHIGAN」となっ
て頑張ってください。毎週、試合が
楽しみでしょうがないです!

36 川辺 駿

Hayao Kawabe

MF

1995年9月生まれ。広島市出身。広島ユースを経て、2014年にサンフ
レッチェに入団。2015年よりジュビロ磐田に期限付き移籍し、3シーズンで
公式戦103試合に出場し、その才能を開花させた。今シーズン満を持して
サンフレッチェに復帰。チーム復活の鍵を握る選手として期待を集める。
広報課の特設ＷＥＢページを開設しました。
様々なコンテンツをご覧いただけます。

広島県 こちら広報課

検索

広島県公式LINE＠アカウントを開設しました。LINEアプリで
「広島県」
を検索して
（LINEを利用していない方はアプリのダウンロードが必要です。）
友だち登録してください。
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