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スポーツ草創期のヒーロー【第10回】

ソフトボール辻一三さん他の群像

原 大輔選手

私のクライマックス【第10回】ボーリングの
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パーフェクトで優勝。九州大会へ進んだ清水中学校 3 年、原大輔君

ボール場が開場。勤めを終えたサラリーマンや、商店の愛好者たちが仕事のあと、光り輝く
芝生のソフトボール場で、歓声を上げながらゲームに熱中する姿が見られました。

時事新聞社長も辻一三さん。本人は佐世保中
学でその名を知られた柔道部の闘将。その他
スポーツは何でも好きとあって格別の理解を

権大会（佐世保市ソフトボール協会、長崎新

た後、新しく辻一三杯ソフトボール総合選手

平成元年九月六日、辻一三氏が亡くなられ

示されたのです。

西九州倉庫、米軍内ＢＯＱ、モータープール

普及の推進役・審判員の皆さん（昭和 52 年ごろ：名切グラウンド）

といった職域チームで、地元新聞の佐世保時

も結成されました。ＳＳＫ設計部、電話局、

ル部が発足。このころから一般男子のチーム

昭和二十八年、佐世保体育協会ソフトボー

地元の時事新聞が後援

こうして翌 49 年、軟式野球にも適用できるほどの照明設備を持つ名切中央公園ソフト

聞社など主催）が設けられ、今年第十二回を

TSUJI ICHIZO

スローピッチソフトボールは佐世保で
始まりました。
少年ソフトボールも佐世保が発祥の地。

イジェスト紙「ＳＩＧＮ」に「スローピッチ

が、昭和五十五年七月発行のソフトボールダ

ん。大阪ソフトボール協会の小池晶之理事長

ーピッチソフトボールだったのです。

り、基地の米兵も楽しくプレーしていたスロ

けました。このボールこそ、アメリカで始ま

とが、後年米海軍佐世保基地を訪れたとき解

この誇らしい事実はあまり知られていませ

ルール発祥地佐世保を訪れ、見学してきた印

フトボールを愛している。社会的にも高い評

ールにふさわしい市であり、市民こぞってソ

トボール・ベースボールとなったのです。

アベースボール」となり、気軽に楽しむソフ

っていました。これがいつの間にか「インド

バッティング練習に大きなソフトボールを使

アメリカでは、野球ができない雨天のとき、

価を受け、早朝ソフトボールに百四十四チー

象を述べてみよう。佐世保はまさにソフトボ

ム、ナイターソフトボールに百七十八チーム」
佐世保でのソフトボール開始は、占領当時
子部などで始めました。このほか、旧制の県

と共にルールブックを翻訳し、佐世保商業女

ペシャルサービスに勤務していた大槻通訳官

木戸さんは、さっそく米海軍佐世保基地ス

の昭和二十二年ごろ。占領軍の教育官だった
立第二高等女学校（大黒住宅付近に立地）で、

と手放しで称賛しています。

ニブロという人が、県内一円を回って熱心に
武富龍二先生が教え、引き続き発足した北高
校でも指導していました。
何でも不足していた敗戦後の焼跡の中、山

ルを教え、用具を自分で持ち運び、北高グラ

教職をつとめ、二十五年に女子の入学が増え

ウンド他の試合場を探し、ＮＨＫに頼んでメ

川喜一さん（北高）、名和顕貞さん、口石猛

それ以前、まだ大分経専二年だった昭和

ンバーを募集するなど、苦心に苦心を重ねて

さん、針浦義達さんといった人たちが、ルー

二十一年、
知人と米軍キャンプを訪れたとき、

普及につとめました。

て一クラス五十人になったので、初めてソフ

一まわりと大きなボールとバットを目にしま

覇という快挙です。

日混合チーム）でしたから、佐世保勢の三連

昨年は同じ佐世保のＯＫクラブ（大野、春

横須賀を１ ０
—で敗り、二年ぶり二度目の優
勝を果たしました。

Ｈフレンズ（大崎、日野混合男子チーム）が

本小学生ソフトボール大会で、佐世保市のＯ

ことし八月、滋賀県守山市で開かれた全日

今に生きる伝統が花開く

した。「これは何だろう」と疑問に思ったこ

トボール部をつくりました。

さんは、昭和二十四年から佐世保商業高校で

佐世保出身で商業高校、大分経専卒の木戸

ソフトボールを指導しました。

ソフトボール発祥の頃を語る木戸さん（左）
と松永理事長

体育文化館の位置にあった佐世保野球場

（休日のご来店はご予約承ります）

者にとって、この一言は大きな喜びでした。

事新聞がカップを寄贈するなど後援に力を入
現在のソフトボール協会理事長の松永茂さ

瀬戸越町448-1 TEL 40-7100

戦後から一貫してソフトボールが盛んな佐世保市で、会場不足が悩みのタネだった関係

迎えました。

同じ八月九日、鹿児島で開催された九州中
学校体育大会で、崎辺中学女子チームがソフ
トボール種目で優勝。七月二十三日諫早市で
開かれた全九州高校体育大会で、ソフトボー
ル男子に出場した佐世保西高チームが準優勝
ことし三月には、当時日野小六年の林佑季

しました。
さん（現在日野中一年）が全日本女子チーム
の一員に選ばれるなど、新しいヒーロー・ヒ

●親和銀行
●マルキョウ
●牛右衛門
GS●

至柚木
大野
至吉岡

でもあった辻一三市長が、陳情した初代理事長の木戸純一郎さんに確約しました。

れ、いっそうプレー人口増に拍車がかかりま
した。
んは「昭和五十二年に西ドイツスポーツユー
ゲントが佐世保を訪問、地元チームとの親善

10回
ロインが続々と誕生しています。

卍

久保内科
●

「よ
西九州倉庫社長、そしてカップを寄贈した

試合で、辻市長が会長として始球式をされた
姿が忘れられません」と話されました。
少年ソフトボール全盛へ
こうして、全国に先がけて始まったソフト
ボールは、日体大・下奥信也投手が創始した
驚異のスピードボール投法ウィンドミルが登
場したとき、いち早くこれをマスターしたの
がＳＳＫ設計部の小森健一投手でした。
昭和四十五、六年、湊監督のもとで日本一
となったチームのエースとして独自に工夫を
重ねて、強豪チームの中軸打者を小気味よく
三振に仕止めました。小森投手は最初「彼も
日体大か」と見られるほど習熟し、専門誌に
分解写真が掲載されて話題を集めました。
一方で、佐世保ソフトボール協会設立の翌昭
和三十二年、設立記念少年ソフトボール大会
が開催されました。光月町の市営球場を会場
に、市内公民館単位の二十四チームが出場、真
夏の炎天をものともせず白球を追いました。
この伝統ある大会は、今も夏休みの少年スポ
ーツのメインイベントとして、いっそう盛ん
になっています。

第

祝賀会で乾杯する辻会長（昭和 51 年 3 月：SSK 保健会館）
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至世知原
至中里

し、九州一のソフトボール場をつくろうじゃないか」昭和 48 年、
ソフトボール協会長

員百五十人、ジュニアの部二十四人）からは、

佐世保ボウリング協会（富永寛治代表、会

ェクトの感触は、今もしっかりと大輔君の心

広々としたレーンからは、重いボウルがす
全日本クラスの川原千賀子（佐世保市役所）
、

に刻み込まれています。

べって行く音、ピンにインパクトする軽やか
国体や全日本選手権県代表常連の武富信一

くボウリング場のフロアに立ち、ずしりと重

な衝撃音、飛び散るピンの姿、そして老若男
の各選手など逸材を出していて、これに続く

いボウルを手にしました。

女が発する歓声と拍手。何よりもしなやかな
原大輔君の成長に期待が高まっています。

フォームから繰り出される投球の瞬間の緊張
感が、たちまち大輔君をとりこにしました。

裕亮君、大輔君の兄弟をレーンに誘ったのも

トレス解消をはかるための趣味のボウラー。
君にはその素質が十分ある」
と太鼓判を押し

へ……」と夢は広がります。永野代表も「原

と。さらに中学・高校の全九州選手権、国体

お母さんのスミ子さんは、体力づくりやス 「当面は県ジュニア・チャンピオンを獲るこ

勉強の合い間の気分転換に、との軽い気持ち

とし七月八日、第二十一回全九州ダブ
たのでリラックスできました。ラストの十二

一投ごとに落着き、狙いどおりの投球ができ
世保ボウリング協会ジュニアスクールにも

で大会初出場を果たすまでになりました。佐

しずつ腕を上げて行き、大輔君は小学五年生

さんらの指導を受け、選手への道を着々と歩

が高まっています。

でした。しかし、手にしたボールの肌ざわり、 ており、新しいスターボウラーの誕生に期待
ボウリング場内のはなやかな中にも漂う張り
つめた空気、ベテラン・ボウラーの華麗な投
球フォームに、二人はたちまちとりこになり
ました。

ルス・ボウリング選手権大会県予選会
投目も、さほどパーフェクトを意識せず投げ

折りをみてはレーン通いを続けるうちに少

が早岐町の西肥シルバーボールで開催されま

んできました。
に励み、市民体育祭などへ参加、中学二年の

週二回の練習を待ちかねてのトレーニング

ハンサムでさわやかな印象の原君は、ゲー
とき初優勝の感激を味わいました。こうした
ブルス選手権大会県予選でのパーフェクト

意欲的な練習の成果が、第二十一回全九州ダ

ムに臨んだときを想い出し、ちょっと照れた
笑顔を見せていました。
母親のボウラーぶりがきっかけ

佐世保市常盤町9番13号 TEL 0956-23-7878

こ
した。ジュニアの部に出場した清水中学校三

ることができ、十本のピンが快音をたてては
”
ね飛んだ瞬間、
心の底から やった と思いま
“
した。
むろん喜びがこみ上げてはきましたが、
籍を置き、強化と取り組んでいる川口、永野

て優勝、九州大会への出場権と日本ボウリン
なんか疲れもどっと出てきてしまいました」
。

年、原大輔君（ ）は見事パーフェクトを出し
グ連盟の公式パーフェクトゲーム認定証を手
にしました。
ダブルスを組んだパートナーは兄の裕亮く
ん（ ）＝佐世保工業高校二年＝。
ゲーム当日の感想について原大輔君は「レ
ーンに立ったときから少しずつ緊張感が高ま

この輪の中から新しいスターが
生まれてくるかもしれない

残念ながら八月二十五、六の両日博多スタ

輔君がボウリングの道に入ったのは、
ーレーンで開かれた全九州大会は予選で敗

三〇〇点となって実を結んだのです。

って行きました。ギャラリーも大勢が詰めか
やはり母親のスミ子さんの影響。小学

大

け、地元出場選手への盛んな声援など独得の
退しましたが、その右腕で勝ち取ったパーフ

合優勝を果たしました。佐世保ボウリング協
現在はジュニアをはじめ各層の選手強化に

会発足は昭和五十九年八月。
力を入れると共に、つくも、ラッキー、ＳＵＮ
クラブリーグ戦を実施、総体的なレベル向上

【FAX】0956-23-7878

大輔君（14）＝清水中 3 年＝
原

につとめています。今後は高齢社会の生きが

佐世保市常盤町6番13号 TEL 0956-23-2790

ボウリング・ジュニア県予選

いづくりにシニア層への普及をはかり、市民

【アネックス・ハラ】〒857-0053

やった！パーフェクト

に親しまれるボウリングの確立を目指します。

【ハラスポーツ】〒857-0053

My Climax
三年のとき初めてお母さんと一緒に光かがや

雰囲気で、僕も胸がドキドキしました。でも、

映画劇場を改装した九州で二番目のオ

和三十七年十一月、湊町にあった国際

佐世保ボウリング協会の歩み

昭
ートマティックボウリング場「佐世保ボウリ
ングセンター
（ＳＢＣ）
」
が開場。この第一期ブ
ームから数々のボウラーが育ちました。
組織化もこのころから進み、九州ボウリング
協会設立を機に三十八年十月、カネボウ福岡
ボウリングセンターで第一回全九州大会が開
かれました。 東京オリンピックの年の昭和
三十九年の第二回には、佐世保ＢＣ所属など
六センター選手が参加しました。
長崎県連は、第一回大会を昭和四十年に佐
世保ＢＣで開催、平成八年二月の第三十一回
大会では西村真人選手が二連覇で四回目の総

流れるようなフォームでピンを狙う原君

チームワークも良いジュニアスクールのメンバー

外商本部 佐世保市高砂町4 - 4 TEL 22-6439 FAX 23-1717／小売部 佐世保市天満町2-24 TEL 25-8811
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成長めざましいジュニアボウラー
家族連れ、職場グループでにぎわうボウリング場
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熱戦に
応援響く。
佐世保体育協会役員の行進

佐世保商業高校吹奏楽部マーチングバンド

陸上競技（総合グラウンド陸上競技場）

感動を
再びこの
地で。

入場行進を待つ選手団

弓道競技（県立武道館弓道場）

卓球競技（振興会体育館）

柔道競技（県立武道館柔道場）

佐世保市卸本町 39-10 TEL 0956-31-8224

（有）
古賀広告美術社
佐世保市大和町 111-3
TEL 0956-31-7433 FAX 0956-31-7434
7
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佐世保市出身の国体出場選手

約 300 名の児童から一般までで編成した音楽隊

日々の研鑽
この一瞬に。
水泳競技（佐世保市温水プール）

運営を担当する体育指導委員

DESIGN AND DEVELOPMENT

第

31 回市民体育祭が、
さわやかな秋晴れに恵まれた 10 月 7 日、市内各会場で 31
競技、8,800 人の選手が参加して盛大に催されました。総合グラウンド陸上競技場
での開会式では堂々の入場行進、
選手宣誓がありました。

上より大会会長の光武市長・副会
長の松浦弘和・鶴㟢耕一、来賓代
表の久池井一孝市議会議長

種目ごとに堂々の入場行進

体育協会副会長に就任した、鶴㟢 耕一さん
昭和 46 年、立命館大学卒業と同時に佐世
保市役所入りした地方行政のベテランです。
平成 4 年企画調整部基地対策課長、同 6
年総務部財政課長、7 年経済部次長兼観光
課長、九年企画調整部長、11 年総務部長と
重要な部門の責任者を歴任、平成 13 年 6
月 1 日から教育長の要職を担いました。
昭和 22 年生まれの 53 歳。教育行政の
最高責任者として一般職からの異例の抜擢
は、光武顕市長の次世代に賭ける新構想の
担い手として白羽の矢を立てられたこと。
これまでの歴代教育長は、人格識見に優れ
た教育者、つまりベテラン校長の経験者とい
うのが定石でした。光武市長は、6 月議会に
おいて「佐世保市の教育を考える市民会議」
の条例等を提案しながら、佐世保の教育を行
政全般で支えていくという構想を明らかにしま
した。それは、
これまでの「教育問題は教育関
係者で話し合って決める」という、言わば当然
とされてきた慣行に風穴をあけ、一般的行政

部門と教育部門が相通じ合うことで、新しい
教育効果を生み出そう、
という大きな目標が設
定されることになったのです。
具体的には、10 月 5 日に「佐世保市の教
育を考える市民会議」を発足させており、今後
活発な意見に基づいた提言を得たいというも
のです。この行政・教育帯同の改革の要（か
なめ）役を果たしてほしい、
との期待が鶴山竒教
育長の双肩にかかっているわけです。
若くして市行政の主要ポストを経験してき
た鶴㟢教育長だけに、
さぞやシャープで冷徹
なエリートと思われがちですが、本人に会えば
たちまちその予想は裏切られます。
気さくでユー
モアのセンスに富み、初対面の人でもすぐな
ごやかな打ち解けた雰囲気にしてくれる、
まる
で役人臭を感じさせない人柄なのです。
しかし、こと仕事の話になるとたちまち表情
が引き締まり、数多くの主要ポストを取り仕
切ってきたベテラン行政マンらしい的確な判
断と柔軟な対応ぶりが読み取れます。特に光

選手宣誓の深堀昌二郎選手（ゴルフ競技）

武市長の構想であ
る教育を考える市
民会議については
「提言があればその
内容と真摯に取り
組む」と意 欲 的で
す。
こうした重 責を
担っての登壇だけ
に、体協副会長と
しての働きぶりにも期待が集まります。ただ、
本来の仕事である教育長職の履行が最優先
するわけで、体協関係者は「もう少し時間の経
過を待った上で、こちらの方でもその手腕を発
揮してもらおう」というのが本音でしょう。
進学準備に忙殺される高校時代、バスケッ
トボール部に属してコートを走り回った鶴㟢教
育長は、
しばしの猶予期間を置けば、
市民スポー
ツ興隆の推進母体である佐世保体育協会副
会長職も、十二分に果たしていただけると思
われます。
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地元勢の活躍に声援

全国高校総体
佐世保市総合ポスターの

〇〇三年長崎ゆめ総体ＰＲはキミの作

品でと、実行委員会は下記の要領でポ

図案募集

二

スター・プログラム図案を募集します。

佐世保市にある中学校、高等学校、高等

対象は中学・高校・専門学校および、盲・聾・

【応募資格】■■■■■■■■■■

養護学校の皆さんで、佐世保市と近隣三町で

佐世保市
総合ポスター、競技別
プログラム表紙図案
募 集

日：

開催される五種目です。

平成 15 年度
全国高等学校総合体育大会

催

高校生らしい夢のある作品で、郷土のビッ

グイベントを大いにアピールしてください。

的に展開していました。

たち観戦者は、この熱気と県民総参加

村上信義

た雰囲気で、感動の共感がスタンドにも伝わ

る見事な進行でした。

が見事に花開いた実績を持ち帰り、熊

のでした。自主的に計画した「一人一役運動」 現しようと、さらに準備に力を入れています。

平成 15 年 7 月 28 日
総合開会式：長崎市総合運動公園
かきどまり陸上競技場
開

私

平成十五年長崎ゆめ総体は、七月二十八日長

本に勝るとも劣らない「長崎ゆめ総体」を実

崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場での

表舞台に立つ選手たちとは別に、大会の成

を誠実に実践し、遠来の選手たちが存分に実

功を陰で支える高校生の姿もすがすがしいも

県勢は各会場で善戦しました。バレーボール

力を発揮できるよう、こまやかな心配りが随

高気温が連日三五度を超える記録的な

女子は平成十五年佐世保開催種目の一つであ

猛暑のなか、佐世保選手団を含む長崎

るだけに、観戦団もひときわ熱がこもりまし

保市で次の五種目を開きます。

総合開会式に引続き、八月上旬いっぱい佐世

選手以外の一般市民も、情報発信のための

所に見られました。
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ステンレス製家庭用花壇棚製作うけたまわります。
（設計自由）

代表取締役

9

た。期待にたがわず九州文化学園チームは緒

パソコン・ホームページの立ち上げ、心のこ

鋼構造物・橋梁・水門制作

戦から圧倒的な強さを発揮、選手のはつらつ

会場を飾るフラワーポットや草花の植栽など、

としたプレーと、チーム一丸となった総合力

火の国くまもとのイメージアップ作戦を全面

もった手作り記念品の贈呈、
四十市町村二十八

迎えた決勝戦は宿敵三田尻女子。惜しくも

で次々と対戦相手を破って行きました。

準優勝に終わりましたが、井上監督のもと全

選手の汗と熱意で勝ち取った堂々の二位は、

十分に価値あるものでした。スタンドを埋め

た応援勢も、拍手、声援、激励と選手と一体

となってのファイトを

見せ、死力を尽くす選

手たちの強い後ろだて

同様に女子体操団体

になりました。

で準 優 勝 を 勝ち取った

西 海 学 園 も、二 年 後に

残る椋本啓子選手らの

将来への期待を込めて、

地元勢あげて応援を繰

り広げました。

■バレーボール女子
平成 15 年 8月7日〜 8月11日
■ハンドボール
平成 15 年 7月28日〜 8月3日
■空手道
平成 15 年 8月5日〜 8月7日
■自転車（トラック）
平成 15 年 8月6日〜 8月9日
■ホッケー
平成 15 年 7月30日〜 8月4日

最

PLAY! TOPICS

競技運営、会場の印象

会式場となった熊本市の県民総合運動

公園陸上競技場は、予想どおりのすば

らしい施設でした。全国から参加した

三万三千人を数える役員と選手団は、次代を

担う青少年の祭典にふさわしいはつらつとし

開

ぷれい！トピックス

●空手道競技の部門

1…入選作品は、
各部門とも最優秀作品 1 点、

●自転車（トラック）競技の部門

優秀作品数点とします。

●ホッケー競技の部門

2…入選者には、賞状及び記念品を贈呈しま

【作品の基準】■■■■■■■■

す。

1…総合ポスター図案／佐世保市で行われる

3…入選作品のうち、総合ポスター部門の最

全国高等学校総合体育大会をアピールする

優秀作品については総合ポスターに、競技別

ものとします。

プログラム表紙図案の最優秀作品につぃて

2…競技別プログラム表紙図案／各競技を

は競技別プログラムの表紙として使用します。

イメージしたものとします。

その場合、制作者の承諾なしに加筆修正す

3… 用 紙 は B3 判（ 縦 51.5cm × 横
36.4cm）
を縦長に使用します。

ることがあります。
【締切期日】■■■■■■■■

専門学校（1 〜 3 年）及び、盲・聾・養護学

4…彩色材料は制限しません。
（コンピューター

平成 14 年 1 月 31 日（木）必着

校（中・高等部）に在籍する生徒とします。

での作品も可）

●お問い合わせ先

但し、競技別プログラム表紙図案の応募に

5…図案には、大会名称・スローガン等の文

佐世保市教育委員会全国高校総体推進課

おいて、共同開催となる 2 競技、バレーボー

字は入れないでください。
（開催地実行委員

TEL 0956-24-1111（内線 3161・3162）

ル（女子）競技の部門では佐々町・小佐々町

会で大会名等の必要事項を記入します）

FAX 0956-25-9682

にある上記の学校が、ホッケー競技の部門に

6…作品は未発表のものに限ります。

おいては川棚町にある上記の学校に在籍す 【応募方法及び送り先】■■■■■■■■
る生徒も応募することができます。また、佐世

1…応募点数は、一人につきそれぞれの部門

保市総合ポスターについても、共同開催町に

で 1 点とし、
全部門に応募することができます。

ある上記学校の生徒は応募することができま

2…応募作品については、応募する部門名、

す。

学校名、学年、住所、氏名（ふりがな）及び制

【募集する図案項目】■■■■■■■■

作の意図を裏面に明記してください。

本社 長崎県佐世保市山手町305番地
工場 〒859-3223 佐世保広田4丁目2番3号

1…佐世保市総合ポスター図案

〒 857-8585

●総合ポスター部門

長崎県佐世保市八幡町 1 番 10 号

TEL 0956-27-5177 FAX0956-27-5179

●バレーボール（女子）競技の部門

（全国高校総体佐世保市実行委員会）

●ハンドボール競技の部門

【審査・発表及び表彰】■■■■■■■■

2…競技別プログラム表紙図案

佐世保市教育委員会全国高校総体推進課

“ぷれい！”第 11 号［2001 年秋］

8

ぷれい！トピックス

ぷれい！トピックス

PLAY! TOPICS

PLAY! TOPICS

2002 年の走り初め。

第 52 回小柳賞
佐世保シティ
ロードレース大会
平成 14 年 1 月 13 日
（日）
佐世保市出身で、戦前の日本の陸上競技
長距離界で活躍された、故小柳早見氏の
栄誉を讃える大会です。全国に佐世保市
発の新春走り初めのロードレース大会とし
て県内外から多くのアスリートが参加する
一大イベントです。

今

陸上競技場改修
のお知らせ
陸上競技場のウレタン走路の改修に向
け、陸上競技協会はじめ体育関係者が協
議して実施設計が進んでいます。
トラックは１コース増やして９コースに増設。
バックスタンド裏には 110 ｍのウレタン走路４
コースと、投てき専門場を整備します。
選手の記録への挑戦に際し、
ウレタン走
路の色も重要な要素です。兵庫県加古川
市、九州では大牟田など全国的にも少ない
マリンブルーの走路を採用します。平成７年
に世界陸連、日本陸連の公認色として認定を受けた色で、選手をリラックスさせる効果、夏場の走路温度の上昇を抑えるなど利点がありま

年で 52 回を数える
「小柳賞ロードレース

す。
また、全天候型ですので、少々の雨でも競技ができます。選手の待機場所も十分に確保し、身障者への対応も十分考慮しフィールド

大会」は歴史のある大会として九州管内

の芝も張り替えサッカー、
ラグビー ､ などの競技にも対応できる予定です。

でも人気のある大会です。
昨年の５１回大会から実行委員会を組織して

全天候型競技場の完成は、来年の６月ごろを見込んでおり、佐世保市中学校体育大会には間に合わせるよう計画的に進めています。
市民スポーツの拠点として他市に誇る施設です。どうぞ期待していてください。

の開催となり新春の風物詩とて県内外にアピー
ルする大会に生まれ変わりました。
実行委員会による豚汁のサービスコーナーも
開設、選手をやさしくもてなします。
●参加申込書は支所、実行委員会事務局、
公共体育施設に配布しています。
●詳しいお問い合わせは
佐世保市八幡町 1 番 10 号教育委員会
スポーツ振興課内小柳賞佐世保シティ
ロードレース大会実行委員会まで

0956-24-1111

●電話
（内線 3131、3132）

競技
種別

【男子】10km ●高校の部／一般の部／ 40 歳代の部／ 50 歳以上の部車椅子の部
３km ●中学１年の部／中学２・３年の部 ２km ●小学５年の部／小学６年の部
【女子】10km ●高校の部／一般の部／ 40 歳以上の部／車椅子の部
３km ●中学１年の部／中学２・３年の部 ２km ●小学５年の部・小学６年の部

第 53 回

長崎県民
体育大会
競技日程
平成 13 年
11 月 10 日（土）
・
11 日（日）
11 月 2・3 日長崎市かき
どまり陸上競技場を主会
場に第 53 回県民体育
大会が開催されます。
佐 世 保 市からは 27 競
技に 730 人の選手団が
参加します。
昨年は総合成績２位、今
年は優勝を目指しての

小柳早見氏略歴
明治 36 年 2 月 2 日生。15 歳より陸上競技の練習を
始め、
佐賀高等学校（旧制）
において当時陸上競技界
の第１人者、野口源三郎氏の講習を受け陸上競技に
入門。21 歳の時、福岡市で開催された国際オリンピッ
ク
（パリ）全九州予選会に出場
し優勝。第 7 回明治神宮大会
では 1 万ｍで、
32 分 06 秒とい
う記録で日本記録を破った。
こ
の時世界ランキング第 19 位。
昭和 17 年引退後は新人の育
成に専念、
マラソンの隆盛を念
じつつ、
昭和 30 年永眠。

出場です皆さん応援を
お願いします。

バレーボール 一般男子
10
11
■西浦上中学校13
：00〜 ■西浦上中学校9
：30〜
一般女子
11
10
■長崎東高校13
：
００〜 ■長崎東高校
９：
３０〜
壮 年
10
11
■山里中学校
１３：
００〜 ■山里中学校
９：
３０〜
バスケットボール 一般男子40歳以上
10
■長崎北陽台高校
１１：
００〜
11
■県立総合体育館9
：3０〜
一般男子30歳以上
10
■長崎北陽台高校
１１：
００〜
11
■長崎西高校
９：
３０〜
一般男子
10
11
■長崎北高校11
：
００〜 ■長崎西高校
９：
３０〜
一般女子
10
■県立総合体育館
１１：
００〜
11
■県立総合体育館9
：3０〜
ハンドボール 一般女子
11
■長崎南高校
１０：
００〜
一般男子
11
■長崎南高校
１０：
００〜
シニア男子
11
■長崎南高校
１０：
００〜
ソフトボール 成年女子一般ＦＰ
10
■市営ソ
フト場９：
００〜
11
■長崎商業高校ソ
フトボール場Ｂコート１０：
００〜
成年男子一般ＦＰ
10
■長崎商業高校ソ
フトボール場Ａ・Ｂコート９：
００〜
11
■長崎商業高校ソ
フトボール場Ａ・Ｂコート９：
００〜
成年男子壮年ＳＰ
10
■長与ふれあい場Ａ
・Ｂコート９：
００〜
11
■長与ふれあい場Ａ
・Ｂコート１０：
００〜
成年女子一般ＳＰ
10
■横尾中学校Ａ
・Ｂコート９：
００〜
11
■横尾中学校Ａ
・Ｂコート９：
００〜
成年男子実年ＳＰ
10
■時津町南公園Ａ
・Ｂコート９：
００〜
11
■長与ふれあい場Ａ
・Ｂコート９：
００〜
バドミントン 青年男子
10
■長崎市民体育館
１３：
００〜
11
■長与町民体育館
９：
３０〜
青年女子
10
■三菱重工総合体育館
１３：
００〜
11
■三菱重工総合体育館
９：
３０〜
成年男子
10
■長与町民体育館13
：
００〜
11
■長与町民体育館
９：
３０〜
成年女子
10
■三菱重工総合体育館
１３：
００〜
11
■三菱重工総合体育館
９：
３０〜
ラグビー 一般男子
10
■長与町総合運動公園広場陸上競技場
１１：
００〜
11
■長与町総合運動公園広場陸上競技場10
：
００〜
壮 年
11
■長与町総合運動公園広場陸上競技場1３
：
３０〜
11

11
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軟式野球
10
■県営野球場
１１：
００〜
10 きどまり野球場１
■か
１：
００〜
10
■長崎商業高校野球場
１１：
００〜
10 ぎつ海と緑の運動公園１
■と
１：
００〜
11
■県営野球場
９：
００〜
11 きどまり野球場９
■か
：
００〜
ソフトテニス 成年II部
10 きどまり庭球場１
■か
２：
３０〜
11 きどまり庭球場8：
■か
３０〜
成年女子
10 きどまり庭球場１
■か
２：
３０〜
11 きどまり庭球場８
■か
：
３０〜
成年男子
10 きどまり庭球場１
■か
２：
３０〜
11 きどまり庭球場８
■か
：
３０〜
テニス 成年男子
10 きどまり庭球場９
■か
：
３０〜
11 きどまり庭球場９
■か
：
３０〜
成年女子
10 きどまり庭球場９
■か
：
３０〜
11 きどまり庭球場９
■か
：
３０〜
ベテラン
10 きどまり庭球場９
■か
：
３０〜
11 きどまり庭球場９
■か
：
３０〜
サッカー 一般
10
■市営ラ
グビー・サッカー場１０：
００〜
10
■長崎北高校
１１：
１０〜
11
■市営ラ
グビー・サッカー場１１：
１０〜
11
■長崎北高校
１1：
１０〜
壮 年
10 リーンフィール
■グ
ド神の島９：
３０〜
10
■長崎北陽台高校
１２：
２０〜
10
■長崎北高校
１１：
２０〜
11
■市営ラ
グビー・サッカー場１０：
００〜
11
■長崎北高校
１０：
００〜
シニア
10
■長崎北陽台高校
１０：
００〜
11 リーンフィール
■グ
ド神の島１１：
１０〜
卓 球 一般男子
10
■大村市体育文化セ
ンター１３：
３０〜
11
■大村市体育文化セ
ンター９：
３０〜
一般女子
10
■大村市体育文化セ
ンター１３：
３０〜
11
■大村市体育文化セ
ンター９：
３０〜
壮年男子
10
■大村市体育文化セ
ンター１３：
３０〜
11
■大村市体育文化セ
ンター９：
３０〜
壮年女子
10
■大村市体育文化セ
ンター１３：
３０〜
11
■大村市体育文化セ
ンター９：
３０〜
ベテラン
10
■大村市体育文化セ
ンター１３：
３０〜
11
■大村市体育文化セ
ンター９：
３０〜
柔 道 一般
11
■県立総合体育館武道場
１０：
３０〜

弓 道 男子遠的
10
■大村市弓道場
１３：
３０〜		
女子遠的
10
■大村市弓道場
１３：
３０〜		
男子近的
11
■大村市弓道場
９：
３０〜
女子近的
11
■大村市弓道場
９：
３０〜
剣 道 一般女子
11
■長崎南山高校
１０：
００〜
青 年
11
■長崎南山高校
０：
００〜
成 年
11
■長崎南山高校
１０：
００〜
銃剣道
11
■陸上自衛隊竹松駐屯地体育館
１０：
００〜
相 撲
11
■長崎市淵神社相撲場
９：
００〜
陸 上
10
■長崎市総合運動公園かき
どまり陸上競技場１３：
００〜
11
■長崎市総合運動公園かき
どまり陸上競技場
水 泳
11
■長崎市民総合プール
１０：
００〜
体 操
10
■長崎県立総合体育館
１０：
００〜
11
■長崎県立総合体育館
９：
３０〜
山 岳
10
■片木岩場
１１：
４５〜
11
■多良山系五ヶ原岳周辺
７：
００〜
アーチェリー
10
■長崎市民アーチ
ェリー場１３：
００〜
11
■長崎市民白鳥運動場
１０：
００〜
自転車競技
■佐世保競輪場（５／２０済）
９：
３０〜		
ホッケー
11
■川棚高校グラ
ウンド１３：
００〜
空手道 成年男子団体組手
11
■瓊浦高校
９：
００〜
成年女子団体組手
11
■瓊浦高校
９：
００〜
クレー射撃
11
■伊万里市散弾銃射撃場
９：
００〜
ボウリング
11
■長崎スポー
ツセンター９：
２０〜
ゲートボール			
11
■長崎市梁川町梁川公園
９：
００〜
少林寺拳法
11
■上長崎小学校体育館
１０：
００〜
スケート
■長崎スポーツセンター
（H１４．
１．
１３）
馬 術
10 うゆうラン
■ゆ
ド干拓の里馬事公苑１４：
００〜
11 うゆうラン
■ゆ
ド干拓の里馬事公苑１０：
００〜
ボクシング
11
■長崎市平間町東長崎ボ
クシングジム９：
００〜

“ぷれい！”第 11 号［2001 年秋］
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TEL0956-38-3998（野田）

●陸上（佐世保市陸上競技協会）

TEL0956-33-2398（末長）

●ボクシング
（佐世保アマチュアボクシング連盟）TEL0956-39-0110（松永）

“PLAY!” Vol.11 AUTUMN.2001

至大野
市役所●

9

増田整形外科病院院長

増田良孝先生

おいしいお弁当なら

各種イベント、会議や職域のお弁当に

良孝

診療 平日AM9:00〜PM12:30／PM2:00〜PM6:00
時間 水曜・土曜日午後／第2・第4土曜日・日・祝日休診
（入院可）

佐世保市高砂町4-12
TEL 0956-24-0056

スポーツドクターからのアドバイス○

TEL0956-33-0756（山崎）

●ゴルフ（佐世保ゴルフ協会）

advice 9

●馬術連盟（佐世保馬術連盟）

TEL0956-32-3017（吉田）

10

成長期のからだとスポーツ障害

TEL0956-47-4892（山本）

●相撲（佐世保相撲協会）

は下腿骨が目立ちます。

●銃剣道（佐世保銃剣道協会）

TEL0956-39-1119（野元）

肩の障害▼子供の場合、成人に比べて少な

●スケート
（佐世保市スケート連盟）

付着部に障害を起こし、さらに持続すると

TEL0956-48-3204（高野）

骨・関節に病変が生じてきます。

●剣道（佐世保剣道協会）

院長増田

号（第 号）は夏に多くなる熱中症

●海洋スポーツ（佐世保海洋スポーツ協会） TEL0956-32-6398（松本）

へのアドバイスにしましたが、今回

TEL0956-22-5869（松永）

前

TEL0956-48-3500（下川）

●弓道（佐世保弓道連盟）

いものです。専門用語で「上腕骨近位骨端
”
線離解」と言うものは、俗に リトルリーグ

TEL0956-40-5454（平田）

●少林寺拳法佐世保市少林寺拳法協会）

これを「骨端症」と言います。そこで子

●スキー（佐世保市スキー連盟）

TEL0956-33-4784（安部）

供の疲労度に注意し、基礎体力を無視した

TEL0956-28-4155（長島）

●柔道（佐世保柔道協会）

は第９号からの続きに戻り「成長期のから

●卓球（佐世保卓球協会）

肩障害 とも言われます。
“
ひじ
肘の障害▼井形教授という人の調査による

TEL0956-22-6917（永野）

●ゲートボール（佐世保市ゲートボール協会） TEL0956-22-7565（西村）

トレーニングは避けましょう。そのために

●ボウリング（佐世保市ボウリング協会）

TEL0956-23-6285（小林）

は、幼少期から専門種目を決めず、タイプの

TEL0956-24-6677（山本）

●サッカー（佐世保市サッカー協会）

だとスポーツ障害」を述べます。
”
生涯学習 と言われるとおり、人は幼児
“
から老齢期まで、その年代、その人にふさわ

●テニス（佐世保市テニス協会）

●整形外科●リハビリテーション科

と、四千六百人の少年野球選手を調べたと

TEL0956-47-5922（楠本）

ころ、半数が肘痛を経験していたというこ

●クレー射撃（佐世保市クレー射撃協会）

全身を使った運動で基礎体力をつくると

TEL0956-49-7377（高木）

違った運動を並行して行うのが望まれます。

●ソフトテニス（佐世保市ソフトテニス協会）

MASUDA
ORTHOPAEDIC

しい学習を継続するのが望まれています。

TEL0956-33-0440（中島）

スポーツも同様で、子供時代のスポーツ体

●空手道（佐世保市空手道連盟）

とです。また、二〇％に肘の曲げ伸ばしが

TEL0956-23-3663（村川）

十分できない、その七〇％は骨端軟骨異常

TEL0956-22-9806（沖田）

●軟式野球（佐世保軟式野球連盟）

いう目的を優先し、技術練習に偏らないこ

TEL0956-39-2685（小森）

●ホッケー（佐世保ホッケー協会）

TEL0956-24-4346（黒瀬）

とが大切です。もし障害が起きたら、指導

●自転車（佐世保自転車競技連盟）

●ラグビーフットボール（佐世保市ラグビーフットボール協会）
TEL0956-38-1492（岩永）

育指導は、常にこのことを念頭に置いて行

●バドミントン（佐世保バドミントン協会）

われるべきです。

●アーチェリー（佐世保市アーチェリー協会） TEL0956-31-7260（江頭）

がありました。

TEL0956-23-2646（馬場）

●ソフトボール（佐世保市ソフトボール協会） TEL0956-22-7641（筒江）

「投球数は一日五十球以内、一週三百球以内」

●山岳（佐世保市山岳連盟）

者の経験だけで処置せず、必ず専門医にみ

TEL0956-24-2243（金子）

●ハンドボール（佐世保市ハンドボール協会） TEL0956-33-4427（加藤）

1

子供と成人の異なる点は

TEL0956-40-8389（小宗）

●体操（佐世保体操協会）

きゅう

●水泳（佐世保水泳協会）

●バスケットボール（佐世保バスケットボール協会） TEL0956-34-1467（白武）

せ、その指導を受けることです。

13

●バレーボール（佐世保市バレーボール協会） TEL0956-28-3753（中村）

○子供は心身ともに日々成長発達している

佐世保体育協会 34 競技団体ガイド

（平成 13 年 10 月 1 日現在）

2

医師の医療行為以外に針灸、マッサージ、 という制限を提唱されています。

民間療法がありますが、これらの多用は原

整骨、カイロプラクティ、あるいは類似の

則として厳禁です。

3

○ということは心身とも未完成である

ある

4

○従って常時成人が管理・監督する必要が

○成人の知識不足、指導ミスが子供の健康

スポーツ障害…慢性的に繰り返される刺激

スポーツ障害と外傷

で局所に異常が生じたもの。

を損なう恐れがある

記したとおり子供への指導はからだと感性

という点です。これをふまえた上で、前回

と人間性の形成にある、という目的意識を

スポーツ外傷…直接外からの力により発生

する身体の異常。

はっきり持つことです。

この二つの異常について述べてみます。

骨・関節の障害▼骨発育途上である十八歳

トレーニングと骨

体育、スポーツに適した身体づくりのた

12月8日（土）〜 23日（日）
12月24日（祝）
サッカー第 9 回クラブジュニアユース新
弓道高校選抜大会県予選
人戦大会（会場●佐世保総合グラウンド） （会場●県立武道館弓道場）
12月8日（土）〜 9日（日）
12月24日（祝）
西海ジュニア体操競技大会
県中体連新人剣道大会
（会場●佐世保市体育文化館）
（会場●崎辺中学校）
12月9日（日）
12月27日（木）
タグラグビー冬季大会
柔道稽古納め
（会場●東部スポーツ広場）
（会場●県立武道館柔道場）
12月9日（日）
12月下旬〜 1月13日（日）
ソフトテニス秋季職域クラブ対抗
ラグビーフットボール県北高校新人戦予
（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
選（会場●東部スポーツ広場）
12月9日（日）
柔道月次試合
（会場●県立武道館柔道場）
12月16日（日）
バレーボール市内男女オールド大会
（会場●佐世保市体育文化館）

までの骨折は、約二〇％がスポーツ中に起

12月23日（日）
ホッケー西九州秋季リーグ戦
（会場●伊万里商業高等学校）
12月23日（日）〜 26日（水）
スキー県雪上強化合同練習
（会場●岐阜県高山市）
12月24日（祝）
会長杯卓球大会
（会場●佐世保市体育文化館）

きています。特に十歳〜十五歳が目立って

12月2日（日）
バレーボール市内中学男女新人大会（県新人
大会予選）
（会場●佐世保市体育文化館）
12月2日（日）
バドミントン第 6 回佐世保 100 歳オープ
ン大会（会場●佐世保市体育文化館）
12月2日（日）
テニスSTA 合同練習会（会場●佐世
保市総合グラウンド庭球場）
12月2日（日）〜 9日（日）
サッカー十八銀行旗新人少年県大会
（会場●長崎市）
12月2日（日）
サッカー市内リーグ
（会場●佐世保総合グラウンド）
12月2日（日）
サッカー県 3 部リーグ、Sリーグ
（会場●北部、東部スポーツ広場）
12月2日（日）
水泳冬季室内記録会
（会場●佐世保温水プール）
12月8日（土）〜 9日（日）
バスケットボール高校各地区対抗戦
（会場●諫早市小野体育館）

めにトレーニングを重ねますが、適度なト

December

レーニングによる骨へのストレスは、骨の
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多く、零歳〜二歳は鎖骨、三歳〜九歳は上

11月4日（日）
弓道月例射会
（会場●県立武道館弓道場）
11月4日（日）
長崎県秋季アーチェリー大会
（会場●長崎市）
11月8日（木）
ソフトボール市協会審判員大会
（会場●東部スポーツ広場）
11月8日（木）〜 9日（金）
県民体育大会県高等学校体操競技新人選
手権大会（会場●長崎県立総合体育館）
11月10日（土）〜 11日（日）
第 53 回長崎県民体育大会
（会場●長崎市主会場）
11月10日（土）
サッカー市内リーグ
（会場●北部、東部スポーツ広場）

11月17日（土）〜 19日（月）
バスケットボール県下高校新人大会
（会場●長崎）
11月18日（日）
バレーボール市内小学新人大会
（会場●佐世保市体育文化館）
11月18日（日）
ソフトテニス佐世保 ABC 大会
（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
11月18日（日）
第 9 回九電杯少年サッカー大会
（会場●東部スポーツ広場）
11月18日（日）
市中学新人団体卓球選手権大会
（会場●振興会体育館）
11月18日（日）
柔道秋季昇段審査「初段〜３段」
（会場●県立武道館柔道場）
11月18日（日）
アーチェリー長崎県公認記録会
（会場●大村市）
11月23日（金）
バドミントン平成 13 年度中学校学年別選
手権大会（会場●佐世保市体育文化館）
11月23日（祝）〜 25日（日）
第 20 回佐世保市テニス選手権
（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
11月23日（祝）
佐世保市中体連新人剣道競技
（会場●県立武道館）
11月23日（金）〜 25日（日）
全日本高校選抜ホッケー競技九州地区
予選会（会場●鹿児島県樋脇町）
11月24日（土）〜 25日（日）
ソフトボール第 32 回県協会納会
（会場●島原）
11月25日（日）
バレーボール第 52 回市内クラブ・職域対抗
大会（秋季）
（会場●佐世保市体育文化館）
11月25日（日）
バスケットボール中学都市対抗戦（1・2
年）
（会場●長崎）
11月25日（日）
ハンドボール佐世保市中学校新人大会
（会場●佐世保商業高校）

11月25日（日）
佐世保市ボウリング協会会長杯
（会場●シルバーボウル）

12月16日（日）
バドミントン平成 13 年度県北混合ダブ
ルス大会（会場●振興会体育館）
12月16日（日）
県北中学団体卓球選手権大会
（会場●佐世保市体育文化館）
12月16日（日）
弓道納射会
（会場●県立武道館弓道場）
12月16日（日）
佐世保地区高等学校学年別剣道大会
（会場●佐世保東翔高等学校）
12月22日（土）〜 23日（日）
バスケットボール中学校大栗杯兼新人
大会予選（会場●振興会体育館他）
12月22日（土）〜 1月6日（日）
サッカー県北地区新人戦予選
（会場●市内各高校グラウンド）
12月23日（日）
バドミントン平成 13 年度高校学年別大
会（会場●佐世保市体育文化館）
12月23日（日）〜 24日（祝）
サッカー中学校新人戦大会
（会場●北部、東部スポーツ広場）
12月23日（日）
弓道県下選手権大会
（会場●県立武道館弓道場）

腕骨、十歳〜十五歳は前腕骨、十六歳以上

第 9 回九電杯少年サッカー大会（会場
●総合グラウンド、北部、東部広場）
11月3日（祝）〜 11日（土）
サッカー高校選手権県大会
（会場●佐世保総合グラウンド）
11月3日（祝）〜 4日（日）
県下高校新人柔道大会
（会場●佐世保西高校）
11月3日（祝）
剣道昇段審査
（会場●県立武道館）
11月4日（日）〜 11日（日）
ソフトボール第 49 回佐世保市民大会
（実年 SP）
（会場●中央公園運動広場）
11月4日（日）〜 18日（日）
ソフトボール第 49 回佐世保市民大会
（一般男子）
（会場●東部スポーツ広場）
11月4日（日）〜 10日（土）
軟式野球平成 13 年度秋季学童野球選
手権（会場●佐世保野球場）
11月4日（日）
ソフトテニス県下中学新人団体戦大会
（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
11月4日（日）
佐世保卓球協会秋季団体戦
（会場●振興会体育館）

11月25日（日）
サッカーＳリーグ
（会場●北部ふれあいスポーツ広場）
11月25日（日）
アーチェリー市記録会
（会場●佐世保市）

成長に良い影響を及ぼします。反対に、過

11月3日（祝）
テニス第 1 回ナガマツ杯 STA 秋季ダブルス大
会（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
11月3日（祝）〜 4日（日）

11月11日（日）
柔道月次試合・理事会
（会場●県立武道館柔道場）
11月11日（日）
県高等学校新人体育大会ホッケー競技
会（会場●川棚高等学校）
11月11日（日）
スキーアルペンクロカン記録会
（会場●えぼしスポーツの里）

度のストレスになると、筋・腱移行部や腱

11月1日（木）〜 9日（金）
佐世保協会銃剣道集合訓練
（会場●相浦陸上駐屯地）

スポーツイベントガイド

２００１年

11

November

GS●

至
35
佐
●NTT 世
保
駅
●中央公民館

佐世保市天神町 3-2691-3
フリーダイヤル 0120-255-153
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インフォメーション

インフォメーション

INFORMATION

INFORMATION

総合グラウンド
“たこちゃんプール”

スポーツの秋、
ソフトバレーボールで
楽しもう
！
！

で来年も会いましょう！
！
佐

世保市総合グラウンドプール（通称：たこちゃんプール）の一般開放が

市民サークル紹介
『ぷれい！』では、市内で活動するスポーツサークルを紹介い
たします。詳しくは15Ｐのインフォメーションをご覧ください。

明るく元気なチームです！

9 月 2 日をもちまして終了となりました。今年はあまりにも
（！
？）暑すぎ

ポテト倶楽部

たせいか昨年よりも少し減少しましたが、
それでも 53,913 人ものご来場をい
ただき、
スタッフ一同感謝いたしております。おかげさまで大きな事故等もなく
無事閉場できましたことをご報告いたします。
今年の夏はギラギラ照りつける太陽の下、
ウォータースライダーのスリル、
た
こちゃんプールの水遊び……楽しんでいただけましたか？まだ来場したことが
ないというあなた！来年はたこちゃんプールでデビューしませんか？来年もたく
さんの笑顔に会えることをこころよりお待ちしております。
平成 14 年度利用状況

（ソフトバレーボール）

長崎県選手団は赤色のタスキ

第 50 回九州一周駅伝競走大会

九

州一円 1,069.5 キロを舞台に繰り広げられる
県下一周駅伝大会は 11 月 2 日長崎市平和

記念像前を午前 10 時スタートして 1 日目のゴール

翌日 3 日、午前 10 時に市
役所前をスタートします。長崎
県選手団は昨年 3 位以上の
キをかけた選手に皆さん応援
をお願いします。

最新情報はWeb に
おまかせ
「ぷれい！」のインターネット
サイトではイベントや最新
ニュースの情報をいち早く
掲載しています。
早速アクセスしてみません
か？ レッツクリック！

URL http://www.sasebosports.com/

公共施設を利用される皆様へ
●施設周辺の方々から、施設利用者がゴミ・空
き缶等を庭や側溝などに捨てて帰り、大変迷惑
しているとの苦情が殺到しております。
ゴミ・空き缶等は、各自持ち帰り処分していただ
きますようお願いいたします。
●公園や公共施設の周辺で犬などの散歩をさ
せている方をよく見かけますが、ペットの糞をそ
のまま放置される方がいらっしゃいます。

スポーツサークルインフォメーション
スポーツ情報誌『ぷれい！』では、主に佐世保市内を活動拠点とし、営利を目的としな
い有志のスポーツサークルを対象に投稿を募集しています。
サークルメンバーや対戦相手の募集、その他 PR など、掲載をご希望の方は、下記の
要項を記入し、財団法人佐世保市体育振興会事務局までお持ちください。
主に佐世保市内を活動拠点にしているサークル
活動内容がスポーツレクリエーションであり、営利を目的としない
有志の団体が対象となります。
●団体名 ●競技種目
●募集内容（メンバー募集、対戦チーム募集など）
●メンバー構成（男女数・主な年代層を記入してください）
●練習日時（曜日・時間帯・活動場所）
●入会条件・会費など（対戦チーム募集などの場合は無記入）

みんなが気持ちよく利用できるようペットの糞は
飼い主が責任を持って処分してください。

広く投稿を募集します

ぷれいでは、みなさまからのお便りを募集していま
す。各種スポーツ活動を行っているサークルの紹
介や、試合相手の募集など、スポーツに関する情
報を掲載し、スポーツ交流に役立てていきたいと
思います。本誌への感想も同時に受け付けてい
ます。
みなさんの投稿をお待ちしています。
（ファックスでの投稿もできます）

●連絡先（代表者・住所・電話番号※受付時間も記入してください）
● PR メッセージ（200 字程度）

あて先●佐世保市八幡町１—10

財団法人佐世保市体育振興会事務局

TEL 24-1111 / FAX 25-9682

佐世保市椎木町無番地

佐世保市総合グラウンド内

TEL 47-3125
申込数や誌面の都合により掲載時期の指定はできませんので、ご了承ください。
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FAX

50 分に到着します。

成績を目指します。赤色のタス

記入事項

ほんだ

ゆ

み

こ

連絡先／本多 由美子さん

佐世保市役所には午後 2 時

●幼児 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,656 人
●小・中学生  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23,965 人
●高校・一般  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17,242 人
●大会使用 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,050 人
●ウォータースライダー .  16,619 人

利用資格
掲載条件

構成／社会人 女性 16 名
活動／月・木曜日
（11：30 〜 13：00）
場所／体育文化館
入会条件／明るく元気な人なら
誰でも（男女不問）

ソ

フトバレーボールとは、誰にでもバレーボールが楽しめることを目的に
考えられたスポーツで、バレーボールより軽くやわらかいボールを使う
ため突き指などの心配がありません。
チームのメンバーは子供から中高年まで、バラエティに富んだ構成に
できる
「みんなのスポーツ」にふさわしい要素を備えたスポーツです。
佐世保でもしだいに普及しつつあり、大会も開催され、幅広い年齢層
の参加でり盛り上がっています。
ソフトバレーボールについて簡単に説明
しましょう。
●コート、人数、ルールは？
コートはバドミントンのダブルスコートを 0.8m
使用し、前衛・後衛各 2 名の4 人でプ
2m
レーします。ネットの高さは2m、
1セット
15 点のラリーポイントの 3セットマッチ
で行われ、ルールは原則としてバレー
ボールのルールと同様です。
●必要なものは？
ゴム製のソフトバレーボール 1 個。あとは気の合う仲間がいれば OK！
●コート使用料は？

680 円（2 時間単位） TEL 22-1522
TEL 47-2748
◆振興会体育館 340 円
（1 時間単位）
◆体育文化館

事前に予約を
お願いします。

★ここで紹介したのはあくまで原則です。大人数で広いバレーボールコー
トで行うもよし、ルールも各自が楽しめるように決めておこなえます。
とにかく大切なのは楽しむことです！体を動かし、汗をかいて心身ともに
リフレッシュしてみませんか？

22-7123 横尾町 90-3

一緒にバドミントンを楽しみませんか？

相浦クラブ
（バドミントン）
構成／高校生・社会人
男性 10 名 女性 4 名
活動／月・木曜日
（19：30 〜 21：30）
場所／佐世保市体育文化館
入会条件／どなたでも
す か さ き としゆき

連絡先／須加崎 敏幸さん
TEL

090-2084-0772

小野町 1046

目指せ自己記録！参加者募集！

佐世保陸協練習記録会
種目／陸上競技 3000m 、5000m
活動／毎月第 4 土曜日を基本（17 時スタート）
場所／佐世保高専グラウンド（雨天時外周使用）
構成／中学生から一般男女
会費／無料
よ こ た ゆうすけ

連絡先／横田 裕介さん
TEL 23-6161 春日町 29-22（西海学園高校内）
PR：中学生から一般の方まで多くの参加を待っています。他の選手と一緒
に鍛える場にしたいと思っています。

30年の実績、930万人の保険

加入に関するお問い合せ先
〒852-8118 長崎市松山町2-5 長崎県営野球場内（財）
長崎県体育協会内

TEL.FAX 095-845-2926
【ホームページアドレス】

http://village.inforweb.ne.jp/〜fvgm7190/index.htm

■申込用紙は佐世保市教育委員会スポーツ振興課にも用意しています。
お問い合せ：TEL 24-1111（内線3131・3121）

いつでも、どこでも、だれでもが
楽しめる健康づくりの提案です

佐世保体育協会『ぷれい！』係
または●佐世保市椎木町無番地

財団法人佐世保市体育振興会

TEL 47-3125 / FAX 47-7010

［問い合わせ先］佐世保市教育委員会スポーツ振興課内体育指導委員連絡協議会事務局

TEL 0956-24-1111（内線3131）FAX 0956-25-9682

佐世保市八幡町1-10
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佐世保市沖新町5-10
（高専前） TEL0956-32-2500

ふれあって 未来へ−。

地域に根ざし…
皆様の豊かな
暮らしづくりに、
事業の繁栄のために、
お役に立ちたいと
願っています。

る姿を新聞、
テレビで紹介されるとどうゆう訳か、心がワクワクしてくる、
アメリカ

企画・製作佐世保体育協会
〒 857-8585 佐世保市八幡町 1-10
TEL 24-1111（内線 3131/3132）

大リーグシアトルマリナーズのイチロー、佐々木選手に拍手を送るものに似たも

財団法人佐世保市体育振興会

編集後記◎熊本インターハイでバレーボール、体操競技での活躍、全日本小
学生ソフトボール大会で 3 連覇など佐世保市の選手が全国の舞台で活躍す

のがあるのではないでしょうか。平成 15 年には長崎インターハイが開催され、2
回目の長崎国体の開催も予定されているとのこと、益々スポーツでの感動の
機会が増えるのでは。 早いもので情報誌「ぷれい！」
も 11 刊目の発刊、情
報の「発信元と受信元の関係を更に親密に」
を合言葉に充実を図ります。

平成 13 年 10月1日発行●平成 11 年 4月1日創刊（通刊第 11 号）

URL http://www.sasebosports.com/

〒 858-0925 佐世保市椎木町無番地
佐世保市総合グラウンド内
TEL 47-3125 FAX 47-7010

E-mail sasebosports@nifty.com

