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スポーツ草創期のヒーロー
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“目標は世界の舞台での活躍”陸上の種本祐太朗さん

カップを手に岡選手と記念写真におさまった坂田さん

坂 田さんは、
それまでの男 子 選 手 採 用に続
いて地 元 高 校の有 望 な女 子 選 手 採 用につと
め、
テニスの国体選手は親和銀行が中心となっ
て結 成されました。川下町の国体会場である
総合グラウンドには、十二面のコートができ、国

戦後の復興期、いわばテニスを銀行発展の中

「第 1 回時事新聞杯テニストーナメント」が開催さ
心に据える“ 行技 ”にしようと考えた坂田さんは、

れたのもこのコートで、昭和 26 年のことでした。

コート 4 面が、バス駐車場として無くなっていたの

に選ばれ、晴れて文部大臣表彰の栄誉に輝き
ました。さらに昭 和 五 十 八 年には、日 本テニス
協会創立六十周年記念式典の席上、
功労賞を
この晴れやかな栄典の年、
坂田さんは体調を

贈られました。
崩しますが、点 滴 をつけたまま第 一 線の行 員
を督励するなど、
仕事にかける熱意もまた、
驚
異的なものがあったと、
当時本店審査部長だっ
昭 和 五 十 九 年 一 月 六 日、坂 田 重 保さん永

た岡会長は回想されています。

を親和コートとして復原整備し、テニス愛好者の

会」を盛大に催すなど、普

は、
その後 佐 世 保ローンテニスクラブ主 催、現 在
は県テニス協会主催となり、九州テニス協会公
認の、
県下最高レベルの大会へと発展します。浜

十年にシンガポールのアングロ
・チャイニーズスクー

の銘 酒「 六 十 餘 洲 」で知られる今 里 酒 造の今

戦後の長崎県テニス界は、
坂田さんと波佐見

田コートは昭 和 三 十 年アンツーカーになり、広

ル商 学 部 を 卒 業、当 時めざましい躍 進 を 遂げ

里 久 香さん、長 崎 地 検 検 事 正、小 坂 良 輔さん

く市民のプレーヤーに開放されました。

ていた神 戸・鈴 木 商 店に入 社しました。テニス

気いっぱいラケットを 握り、若い行 員 を 相 手に

球協会が設立、
今里会長、
坂田名誉会長のコン

三 十 七 年、
テニス競 技の推 進 母 体となる県 庭

長 崎 国 体 開 催への機 運が高まっていた昭 和

若々しいプレーぶりを披露、
永いキャリアの愛好
ました。

ビで四十四年の長崎国体を目指すことになり

した。

平成十四年のことし、第五十回大会を迎えま

時事新聞杯は、
佐世保トーナメントとなって、

県 内 初のテニストーナメントとして始まった

＊

浜田町コートで始まった時事杯トーナメント

者であることを印象づけました。

迎えた傘 寿
（さんじゅ）祝 賀テニス大 会では元

の三人に負うところが大きかったのです。

治三十一年
（一八九八）六月四日、
佐賀

開催したのです。

県 諸 富 町に生まれた坂 田さんは、大 正

及のための大会を各地で

SAKATA SHIGEYASU

太 子 殿 下ご成 婚 記 念 大

キャリア永い愛好者

30 面ほどのコートを設けました。同時に、現在の

に親しんだのはこのころからで、後年八十歳を

明

いらい坂田さんは、雲仙にあった由緒ある県営
レーヤーを積極的に採用して、行員のテニス熱を

昭和五十二年、
坂田さんは社会体育功労者

与したのです。

国際トーナメントに続く県内二番めのトーナメント

しめやかな内にも盛 大だった葬 儀に参 列し

大会でカップ贈呈する晩年の坂田さん

（休日のご来店はご予約承ります）

ブ」を発足させました。昭和初年に始まった雲仙
田重保さんでした。

眠。享年八十六歳。

瀬戸越町448-1 TEL 40-7100
●親和銀行
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GS●

至柚木
大野
至吉岡

で、あえて入行させたのが当時の専務取締役、坂

た中牟田喜一郎・九州テニス協会長は「あなた

至世知原
至中里

田さんが中心になって「佐世保ローンテニスクラ

が愛されたテニスは年 を 追って盛んになり、親

坂田さんの思い出を語る岡会長

輝かしい実績を持つ岡さんを、正規の採用ワク外

和銀行テニス部も強くたくましく前進するで
”
しょう。また、
あなたのモットーである ウソをつ

れた昭 和 34 年には「 皇
9 月 1 日福岡市東平尾公園博多の森テニス競技場で開かれた、第 10
回全日本実業団対抗テニストーナメント九州予選会で、本県代表の親和
銀行チームが、大会初となる四連覇を達成しました。
参加は 4 チームで、試合は二単一複で行われ、初戦鹿児島相互信用金
庫 II に 3 − 0、決勝は同金庫 I と対戦、第 1 シングル太田洋平、第 2 シ
ングル里正広ともストレート勝ち。複の田邊肇・菅健郎組も同様で 3 − 0
の完勝を果たしました。
最優秀選手には太田洋平選手が選ばれました。中川康司監督は「太田
の急成長でチーム力がアップし、2 試合とも第一シングルの太田が快勝し
て流れをつくった。全国大会ではまずは初戦突破」と話していました。

わこどもガーデンにテニスコート 2 面をつくり、坂

くな、弱いものをいじめるな、負けるな の言葉は、
“
親和銀行マンの心の中に強く焼きついてい

天皇陛下が皇太子として美智子妃殿下と結婚さ

第 10 回全日本実業団対抗テニストーナメント地区予選

佐世保市内には、昭和 24 年 3 月、浜田町しん
で親和銀行に入行しました。学生プレーヤーとして

第

要望に応えました。このほか長崎支店など各地に

親和銀行が九州 V4

（69）は、九大を卒業した昭和 30 年、テニスが縁

13回
昭和 28 年から九州大学をはじめ名だたる学生プ
ラケットを手に若々しいプレーぶり

高めようとしたのです。
佐世保市テニス協会の現会長である岡誠さん

るでしょう」と心からなる弔意を表されまし
た。

久保内科
●
卍

体を契機に市民プレーヤーが飛躍的に増加し
て市民テニス教室も開かれ、これから同好会「あ
こうした情 勢 を 背 景に、坂 田さんが親 和テ

すなろ会」が誕生しました。
ニス部 を 通じて呼びかけ、昭 和 五 十 八 年 佐 世
保市テニス協会が設立され、
坂田さんが会長に、
岡誠さんが理事長に就任、
五十団体千人を越

ニスを通じての社会貢献 ——
。坂田重保
さんの終 生かわらなかった信 念は、現 在

文部大臣からの功労賞

える組織を率いることになったのです。

テ
から見ても新 鮮で、
きわめて理にかなったもの
でした。同時に、親和銀行の親しみやすくはつ

テニスコート生みの親
明治31年（1898）佐賀県・諸富町生まれ。シンガポール・アングロチャイニー
ズスクール卒。 神戸の鈴木商店を経て大正 12 年（1923）
10月、親和銀行
の前身・佐世保商業銀行入行。昭和 35 年（1960）
4月頭取。昭和 59 年 1
月6日死去。８６歳。佐世保市名誉市民。
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らつとしたイメージ確立にも大きく役立ち、
ひ

テニス部員を激励する坂田頭取

いては佐世保市のスポーツマインド普及にも寄

坂田重保さんプロフィール

亡き祖母に
誓った〝優勝〟
「やったよ、おばあちゃん」
身長一・八メートル、体重八十キロと

リンピックでもメダルを・
・
・…と夢はさらに大き

競技歴２年の伸び盛り
とし五月十八日の県選手権 ｍ 、六
82

月三日県総体 ｍ 、六月二十二日北

30

64

36

48

68

、八月五日の茨城インターハイに続く八月

ニア ｍ 、七月二十一日県高校選手権 ｍ
65

九州地区予選 ｍ 、六月二十九日日本ジュ

こ

ん（ことし二 月 六 十 七 歳で死 去 ）の遺
影が、こよな く 可 愛がった 孫の祐 太 朗
君の活 躍ぶりを 見 守っていました。大

58

ｍ

で
常に積極的な姿勢が身上です。
小学生時代はラグビー、中学時代はバドミン
トンに親しみ、市 内でベスト４に入る実 力 を 示
海高校陸上部監督の中島信明さんです。万能

しました。そんな種本さんに目をつけたのが西
天岳や国見岳など、
すばらしい自然に恵
選手らしい均整のとれた種本さんに惚れ込み

中島監督の熱意ある指導が記録更新の秘訣

ツマンに育ちました。その名前のように、
明朗で

あって、
何事にも全力で取り組む健康なスポー
強 引に口 説き落としたのです。親も反 対でし

と断り続ける本人の意 志を無視して、言わば

んは、亡き祖母恵美子さんの献身的な愛情も 「バドミントンしたいから誘 わないでください」

まれた柚木の山ふところで育った種本さ

小・中通じ万能選手

成績を挙げて自信を深めました。

優勝、
やり投げでも二位入賞と実力どおりの

開かれた九 州 新 人 戦では砲 丸 投げ

でも、十 月に福岡の博多の森 陸上競技場で

た。

も実 力が発 揮できず、悔し涙 を 流し続けまし

生だった昨年は、
インターハイ、国体の両舞台と

りは本当に驚異的です。その種本選手が、
二年

みてください。わずか四ヵ月間の超高度成長ぶ

この目ざましいやり投げ記録更新の歩みを

に入賞。

二十七日の日韓中ジュニアでは ｍ で二位

40

八

会出発前、自宅がある柚木町の祖母の
墓に詣で、じっと手を合わせて心に誓っ
生前、名実ともに親代わりで祐太朗

たのがインターハイ優勝でした。

の口から、思 わぬ古 風 なつぶやきが聞
さんを慈しんだ恵美子さんは、祖父不
）と 共に孫の成 長 を 心か

何でも 話していて、競 技で活 躍すると

種本祐太朗選手の喜びの声でした。
この日 競 技 場スタンドからは、父 泰
わがことのように喜んでくれました。

たが、三 日 間も通い詰めで入 部 を 迫る中 島 監

ようでした。

る）
と、
その意志の強さを示す目が物語っている

の背中をおばあちゃんがいつも押してくれてい

心から感謝しています」と口にし、
さらには
（僕

まは、
僕を強引に誘ってくださった中島監督に

ばって階段ダッシュに繰り返し挑む種本さん。「い

練 習は辛いけれども、合 宿では歯 を 喰いし

く広がります。

久さん（

）に抱かれた祖母・恵美子さ

もよくなつき、
スポーツ、
学業の事など、

ｍ で優勝した西海学園高校三年、 ら楽しみにしていました。祐 太 朗 さん

ターハイ）の陸上男子やり投げに出場、 二 雄 さん（

かれました。２００２茨城高総体（イン

伸びやかに育った現 代っ子 高 校 生 選 手

投げた！ 飛んだ！ 66ｍ37！

督に根 負けした形でＯＫ、
となったのが今 回の
金メダルを生んだのでした。
次は国体で優勝だ

「夢は大きい方がいい」
高校三年の種本祐太朗君は、
現在大学進学
希望です。まずは国体への出場権を得、
大会記
録を狙い、
行く行くは日本を代表する選手と
なって、世 界の陸 上 界 を 舞 台に活 躍したい。オ

※当日消印有効

My Climax

おめでとう種本選手！
これからの活躍も応援
します。

0956-24 -1111

高総体茨城・やり投げ優勝
種本祐太朗さん（西海学園）

62

70
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平成14年12月16日
（月）

※17:15以降は 0956-24 -1138にお問い合せください。

67

35
【小柳賞とは？】 国際オリンピック
（パリ）全九州予選会で優勝。第7回
明治神宮大会1万mで32分06秒の日
本新記録で優勝した、故小柳早見さ
んにちなんで命名されたロードレー
スです。

42

15

●女子10マイル…高校／一般／40歳以上の部
【申込方法】所定の申込用紙にご記入の
10km…高校／一般／40歳以上／車イスの部
うえ、参加料を添えて申し込んでください。
3km…中学1年／中学2・3年／高校／一般／40歳以上の部 直接申込の場合は市役所11階スポーツ振興
課内事務局へご持参ください。
2km…小学5年／小学6年の部
【申込期日】
【お問い合せ】TEL
（内線3131・3132）

37

64

3,000円
1,500円
700円
600円

【参加料】一般・車イス
高校生
中学生
小学生
●男子10マイル…高校／一般／40歳代／50歳以上の部
10km…高校／一般／40歳代／50歳以上／車イスの部
3km…中学1年／中学2・3年の部
2km…小学5年／小学6年の部
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佐世保市制 100 周年記念

佐世保のスポーツ
テーマソングが決定

市民のスポーツスポット
「陸上競技場スタンド」が完成
長時間に及んだ審査会の様子

佐世保市体育協会では、市制施行百周年を記念し
て、21 世紀に歌い継ぐ佐世保市の「スポーツテー
マソング」
と
「ファンファーレ」
を募集。全国からスポー
ツテーマソングに 36 点、
ファンファーレに 44 点の
応募がありました。

音

楽関係者 6 名、体育関係者 2 名で構成さ

高校をはじめ、各競技団体や各種団体へ提供し

れた選考審査会においては、最優秀賞や

ます。皆さんも是非覚えていただき、
スポーツイベン

優秀賞等の審査が行われました。

トなどで活用ください。

れる」との評価があり、また、
「行進曲の部も新た

●最優秀賞「風を感じて」
玉川
誠（神奈川）
：作曲

に設けては」との意見から行進曲（マーチ）も誕

久野孝典（佐世保）
：作詞

い。 一生懸命に創作された努力のあとが感じら

生しました。 全体的に優劣をつけがたい作品が
多く、長時間の審査となりました。
スポーツテーマソングの部で最優秀賞を獲得し
たのは玉川誠さん。 この曲にサンセット99ライブ

●優秀賞「佐世保シンフォニックテーマ」
早川太海（千葉）
：作曲
●特別賞「燃えて走れ
！」
川本忠裕（東京）
：作詞・作曲

実行委員長の久野孝典さんが「風を感じて」
とい

させぼファンファーレの部

う歌詞を書き、 覚えやすい爽やかな曲となりまし

●最優秀賞「SASEBO
早川太海（千葉）
：作曲

た。10月13日の市民体育祭で皆さんに披露し
ます。
受賞作品は、ＣＤ化して市内の小・中学校、

●努力賞「ＷＥＳＴ ＷＩ
ＮＤ」
佐世保市立日宇中学校吹奏楽部（長崎）
：作曲
行進曲（マーチ）の部

スポーツテーマソングの部

審査員からは「全体的に作品の完成度が高

6

月の全天候型トラック完成に続き、陸上競技場スタンドが完

●最優秀賞「佐世保スポーツマーチ」
杉本浩子（石川）
：作曲
【主な選考委員】
●山下 ひかる サンセット 99 ライブ佐世保実行委員
●久野 孝典 サンセット 99 ライブ佐世保実行委員長
●前田 和隆 音楽関係者
●百合永 貴 サンセット 99 ライブ佐世保実行委員・音響関係者
●宮薗 健二 音響関係者
●岩元 亮 佐世保吹奏楽団代表

Fanfare」

●優秀賞「佐世保ファンファーレ第2番」
松下克己（長崎）
：作曲

させぼファンファーレの部最優秀賞「SASEBO Fanfare」スコア

成しました。今月の 13 日の百周年記念第 32 回佐世保市

民体育祭がお披露目となります。
競輪補助を受けて財団法人佐世保市体育振興会（理事長鶴山

竒耕一）が整備しました。新しいスタンドはメインスタンドをはさむよ
うにして左右 2 棟、約 800 人収容の観客席と大小のミーティン
グルーム、選手控室、用器具倉庫などを備えています。
夜間の練習が可能な照明も備え、北側スタンドはお隣の運動広
場の応援スペースも確保されました。会議室は、体育団体や一般
の皆さんにも貸し出しを行います。
このスタンドの特 徴は南 側のスタンドです。屋 根の部 分は
九十九島の波と島をイメージした形で佐世保のスポーツモニュメン
ト的役割も果たしています。

南スタンド全景

スタンドの一般への供用開始は 10 月 15 日を予定しています。
●夜間照明の使用料
（30 分）

1 団体

500 円（専用使用のみ）

1人

50 円（個人使用）

●会議室等の使用料
1 階ミーティングルーム 各室

1 時間 300 円

2 室同時使用の場合
2 階会議室

スポーツテーマソングの部最優秀賞

風を感じて
作詞：久野孝典

さぁ

作曲：玉川

みんなで

夢に向かって

かけ出した時
さぁ

心は

みんなで

力のかぎり
Try

ひとつになる

手と手をつなぎ

大空へ羽ばたくのさ

立ち止まる

燃えて

勇気

心が熱く

きっとやれるさ

※風を感じて
未来へ

会議室の冷暖房は
実費となります。

誠

夢を追いかけ

かがやく翼

今

ひろげ

風を感じて

光を浴びて

きらめいた

涙が

今

溢れだすのさ

500 円

第 1 会議室

1 時間 200 円

第 2 会議室

1 時間 200 円

第 3 会議室

1 時間 250 円

●大会専用利用の場合

1日3,500 円

●スタンド（観客席）

1 時間 500 円

のみの使用

南スタンド観客席

南スタンド 1 階ミーティングルーム

南スタンド 2 階会議室

（財）佐世保市体育振興会主催の

かけっこ教室レポート

く体を動かそう」。マリンブルーの全天候型に生まれ変わっ
「楽した総合グラウ
ンド陸上競技場で、小学生対象に「ちびっこか
けっこ教室」
が開催されました。

（間奏）
溢れる希望

胸にいだいて

さぁ

1期（8月17・18日）
と3期（9月7・8日）
が1〜3年生、2期（8

飛び出そう

心の鼓動をひびかせ

月24・25日）と4 期（9月14・15日）が 4 〜 6 年生を対象にぜん

※くり返し

北スタンド 多目的広場の応援もできます

ぶで82 名の参加がありました。
教室開催中は天候にも恵まれ、夏空の下、児童達は心地よい
汗を流していました。鬼ごっこや地面に敷かれた縄ばしごを利用した
ジャンプなど遊びを取り入れながらの内容は、終始笑い声の絶えな
い中での教室でした。その一方で、正しい立ち方・目線の位置・ス

佐世保市卸本町 39-10 TEL 0956-31-8224

タート直後は小幅で走るなどの指導では、少しでも早く走りたいとい
う児童達の真剣な表情が見られました。
2日間という短い教室でしたが、児童達に
は楽しく有意義で、ちょっぴり勉強になった？

DESIGN AND DEVELOPMENT

教室ではなかったでしょうか。
来年も開催したいと考えておりますので今
年参加した人も、そうでない人も来年ま
たお会いしましょう。
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ぷれい！
トピックス

ぷれい！
トピックス

PLAY! TOPICS

佐世保市の地域性にあった
総合型地域スポーツクラブ研究委員会発足

文

部科学省が推奨する「総合型地域スポーツクラブ」は、
子どもから高齢者までそれぞれの目的に添って参加で

き、地域が主体となったヨーロッパ型のスポーツクラブです。
地域が主体となり進めていこうという試みを受け、佐世保市
に適合できる形のスポーツクラブを研究する委員会を発足しま
した。
委員は市民への公募により応募した 10 名、民間、PTA、非
営利団体、体育団体、学識経験者で構成しています。
研究委員会の中ではすでに取組みを行っている他市の実
施状況などの視察も予定しています。2 月までに 5 回の研究
会を開催し、
「佐世保市スポーツコンベンション」で報告するこ
とになります。
この研究会の報告をもとに佐世保市にあった総合型地域
スポーツクラブへの取組みを実現し、行政の役割、地域住民
の役割などが明確に示され、21 世紀に向けた新しい形のス
ポーツの普及振興が出来上がるものと思います。
研究会の内容は、ホームページで紹介をいたします。

Q1

総合型地域スポーツクラブ

Q&A

今、どうして 総合型地域スポーツクラブなのですか。
A ●現在、我が国では、少子高齢社会の進展、生活環境の利便化に伴う身体活動の不足、
コミュニティ感情
の希薄化などが指摘されており、
２１世紀においても活力ある社会を維持していくためには、国民誰もが主体的、
継続的にスポーツに親しめる環境づくりが急務です。
総合型地域スポーツクラブは、
こうして時代の要請に応えるものであり、生涯スポーツ社会を実現する上で極め

Q2

て大きな役割を担うものです。

総合型地域スポーツクラブをつくるにはどうしたらいいですか。
A ●総合型地域スポーツクラブの創立は、★ 1. 既存の各種スポーツクラブの集合、★ 2. スポーツ少年団をコ
アにして、
★ 3. 体育協会や競技団体の呼びかけ、
★ 4．
体育指導委員等のスポーツ指導者の呼びかけ、
★ 5.Ｐ
ＴＡ等地域の社会教育団体を母体にして、等様々な形態が考えられますが、
クラブの活動が地域体育施設や
学校開放施設等を利用することになります。いずれにしても総合型地域スポーツクラブは、地域住民が自主的・
自発的に基づき設立し、運営するものです。まず、地域のいろいろな立場の人が、スポーツを通じた町づくりの

Q3

夢を語り合いましょう。

総合型地域スポーツクラブのメリットは何ですか。
A ●我が国の既存の地域スポーツクラブは、ほとんどが単一種目のスポーツクラブであり、会員が固定的、ゲー
ム中心、などの特徴があるといわれています。
総合型地域スポーツクラブは、★ 1. 地域住民が自主的に運営、★ 2. 複数のスポーツ活動を実施、★ 3. 有資
格のスポーツ指導者が配置されている、★ 4．
青少年から高齢者に至るまで幅広い年齢層が参加、★ 5. 地域
住民の交流の場がある、等の特徴を持っています。このため、地域住民の健康・体力増進に資するだけでなく、
スポーツの潜在人口の掘り起こし、豊かなコミュニティづくりなどに寄与します。
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佐世保市体育協会賛助会員のみなさまご協力ありがとうございます
※平成 14 年 8 月 1 日〜 9 月 30 日まで（銀行・郵便局からの通知受領分）にご賛同いただいた方々です。
佐世保市体育協会賛助会員（個人） 65 釜本 晶子
66 神山竒 勝義
67 唐渡 辰彦
68 川口 英幸
69 川崎 誠司
70 河野 和子
71 川原 輝明
72 木風小サッカークラブ
73 岸川 剛
74 木戸 香枝子
75 木村 義昭
76 久家 信
77 久保 美葉
78 久米 克業
79 黒木 志津子
80 黒沢 浩之
81 黒田 基行
82 小島 潤
83 小林 道徳
84 近藤 聖二
85 財部 真勝
86 酒井 直人
87 坂本 和典
88 坂本 慎一
89 坂本 規子
90 桜井 信行
91 佐々木 隆司
92 サンジュニア山澄
93 サンボーイズクラブ
94 重信 直義
95 柴垣 誠
96 渋江 明香
97 嶋田 浩之
98 白濱 和弘
99 白濱 忠昭
100 白浜 麗子
101 末川 宗一郎
102 末村 しおり
103 末村 秀輝
104 末村 弘樹
105 瀬尾 輝美
106 瀬尾 真美
107 高野 直之
108 高増 祥一
109 滝本 俊也
110 武内 暁子
111 竹田 英朗
112 太駄 一政
113 田中 光顕
114 谷頭 正仁
115 谷本 裕
116 田渕 賢太郎
117 鶴山竒 耕一
118 渡久地 弘子
119 徳永 則行
120 富高 れい子
121 豊村 一男
122 鳥越 賢一郎
123 永柄 孝知
124 永柄 美加
125 永尾 俊子
126 中路 豊子
127 中島 正実
128 中島 正行
129 長島 三代子
130 中原 貢

No. 氏
名
1 合田 春美
2 相浦クラブ
3 相浦少年サッカークラブ
4 相浦西小ホークス
5 旭中女子バレー部保護者会
6 旭中男子バレー部保護者会
7 東 光雄
8 愛宕ジュニアサッカークラブ
9 安達 銀作
10 安部 伯之
11 鮎川 潤次郎
12 荒木 紀美
13 有森 隆英
14 安楽 照夫
15 囲 梗子
16 囲 芳昭
17 家永 学
18 池田 明人
19 池田 淑子
20 池田 隆則
21 石井 大
22 石川 盛生
23 伊藤 克己
24 糸瀬 真一
25 猪口志 昇
26 井元 章
27 岩崎 真美
28 岩崎 美紗子
29 岩田 一寿
30 岩永 健
31 岩本 聡美
32 岩本 英則
33 印南 栄子
34 上村 秀信
35 浦野 昭子
36 浦本 薫
37 江頭 光則
38 江上フェニックス
39 江口 慎一
40 衛藤 美智子
41 江村 豊
42 大川内 和雄
43 大川内 久子
44 大久保 尚美
45 大塚 新治
46 大山 和男
47 岡 誠
48 岡原 洋一
49 小川 美智代
50 小川 宗人
51 荻原 静磨
52 奥薗 明敏
53 小野 聖允
54 小溝 正義
55 柿田 文代
56 笠原 高志
57 樫山 基喜
58 春日ＪＦＣ
59 香月 周二
60 加藤 和子
61 加藤 俊美
62 金子 光彦
63 （有）金子工業
64 金丸 勝良

平成14年度佐世保市体育
協会賛助会員募集

本

協会は「佐世保市民のアマチュアスポーツの統一
組織として、スポーツを振興し、市民の体位・体力
の向上を図り、スポーツ精神を養う」ことを目的に昭和２１
年に設立され、市民体育祭をはじめとした多くのスポーツ
大会等を実施しております。
この度、皆様からの賛助会費によりまして、現在まで取

131 永松 民夫
132 中村 洋樹
133 梛尾 吉嗣
134 梛尾 由紀恵
135 西村 雄一郎
136 西山 稔
137 野崎 由美子
138 野添 保
139 野中 伸一
140 早岐小学校女子バスケットボール
141 馬郡 薫
142 橋口 正
143 橋本 純子
144 長谷川 定久
145 浜本 厚子
146 林 忠
147 早田 知正
148 原 峰治
149 針尾 恵子
150 久田 幸信
151 久村 文隆
152 平瀬 由美子
153 廣島 友和
154 福田 敏幸
155 福田 正次
156 福田 裕子
157 藤永 勝美
158 前川 一雄
159 前田 一彦
160 前田 敏浩
161 前田 正則
162 町田 充正
163 松井 弦人
164 松尾 圭祐
165 松尾 幸彦
166 松尾 寿子
167 松尾 裕幸
168 松尾 学
169 松尾 幸弘
17 松尾 亮
171 松岡 隆真
172 末川 節子
173 松山竒 建次
174 松田 幸次
175 松永 寛
176 松万旅館
177 松本 めぐみ
178 真弓 静
179 見當 英子
180 溝上 謙祐
181 溝口 順一
182 宮城 憲彰
183 三宅 清兵衛
184 宮嵜 章範
185 椋尾 暁子
186 椋本 崇子
187 椋本 政信
188 村上 和彦
189 村上 康晴
190 室永 久美
191 本山 進
192 桃田 敏光
193 森 和行
194 森 志紀子
195 森 真二
196 森内 嘉則

197 森山 哲夫
198 諸岡 浩二
199 諸岡 ミヤ子
200 矢島 典夫
201 安里 廣之
202 安里 より子
203 山川 秀人
204 山口 博司
205 山口 雅英
206 山口 優親
207 山山竒 瞳
208 山下 豊彦
209 山田 秀人
210 山手小サッカークラブ
211 山中 康市
212 山本 敏康
213 横手 邦博
214 吉田 治正
215 吉原 博昭
216 吉原 美代子
217 陸田 敏正
218 渡辺 哲也

42 佐世保電気工事業協同組合
43 させぼパール・シー株式会社
44 （株）佐世保弘乳舎
45 （株）佐世保ミルクプラント
46 佐ラッキークラブ
47 サン印刷（株）
48 SUN クラブ
49 三川内中学校野球部
50 ジェイアール九州ハウステンボスホテル（株）
51 （株）
しぼりや
52 清水中学校野球部
53 社会福祉法人 有寿福祉会有福保育園
54 社会福祉法人 西友会
55 社会福祉法人 恵光福祉会花高保育園
56 商和百貨組合
57 （株）親和銀行野球部
58 しんわディーシーカード株式会社
59 鈴木木材工業株式会社
60 スポーツショップ ナガマツ
61 （有）ゼロスポーツ
62 セントラルホテル
63 大新技研株式会社
64 （株）月華荘 レオプラザホテル佐世保
佐世保市体育協会賛助会員（法人）
65 つくもクラブ
66 辻産業株式会社
No. 氏
名
1 アーチェリー協会
67 テレビ長崎 佐世保支社
2 相浦商工振興会
68 東七株式会社
3 相浦港中小企業センター厚生協会
69 トノカワ電業株式会社
4 （有）飯田別館 サンホテル飯田
70 （株）長北電設
5 （株）池田工業
71 （社）長崎県建設業協会 佐世保支部
6 伊藤鉄工造船株式会社
72 長崎県トラック協会 佐世保支部
7 医療法人 社団 富村整形外科
73 （株）長崎県北木材市場
8 （株）馬郡喜商店
74 中村 義治
9 （株）梅村組
75 中村刺繍（株）
10 永代ハウス（株）
76 中村造園株式会社
11 （有）小野総合保険事務所
77 西九州倉庫株式会社
12 （有）オフィスヤマモト
78 西日本商事株式会社
13 春日クラブ
79 西肥自動車株式会社
14 門田建設（株） 佐世保支店
80 根井整形外科
15 （株）キタガワエレシス
81 （株）博多屋
16 （株）九州銀行
82 橋口電機（株） 佐世保支店
17 （株）九州テン
83 日宇中学校野球部
18 九電ＳＩＣ
84 広田中野球部
19 （株）九電工 佐世保営業所
85 （株）副島建設
20 （株） 電機
86 （株）福勇商店
21 協和機工株式会社
87 （株）福義建設
22 近畿日本ツーリスト株式会社 佐世保支店 88 （株）富士医科精器
23 キングタクシー株式会社
89 （有）保険のタカセ事務所
24 （有）近代印刷
90 （株）堀内組
25 （株）九十九島観光ホテル
91 （株）ホリデイ・イン佐世保
26 九友商事株式会社 佐世保支店
92 前畑造船株式会社
27 グリーンスポーツ
93 松浦鉄道株式会社
28 （株）グリーンベレー
94 松山竒建設工業有限会社
29 国際運輸株式会社
95 （株）丸久
30 コスモ環境株式会社
96 三菱マテリアル建材（株） 佐世保営業所
31 西海クラブ
97 （株）光葉産業運輸
32 西海国立公園開発株式会社
98 （株）美津和商事
33 佐世保魚市場仲買商業協同組合
99 港印刷株式会社
34 佐世保観光タクシー株式会社
100（株）
ミラージュ
35 （株）佐世保航海測器社
101（株）ムタグチ
36 佐世保市青果株式会社
102（株）モデル百貨
37 佐世保市体育指導委員連絡協議会
103（株）森組
38 佐世保市タクシー協会
104（有）猶興運輸産業
39 佐世保市役所柔道部
105（株）ヨシケイ長崎
40 佐世保重工業株式会社
106（有）吉牟田薬局
41 佐世保第一ホテル
107（有）渡辺佐世保ターミナルホテル

り組んできた事業に加え、更なる社会的貢献団体として
の重責を担うため「スポーツ指導者の育成」
「競技スポー
ツの振興」
「生涯スポーツの振興」
などを推進していくこと
といたしております。
つきましては、佐世保市のスポーツをサポートするとの
ご理解のもと、市民、企業団体の皆さまからご支援をお
願いするものでございます。
スポーツ先進都市佐世保の構築のため趣旨に賛同を
いただきご入会をいただきますようよろしくお願い申し上げ

ます。
対象会員 個人・法人
会

費

個人会員 年額１口1,000円（何口でも可）
法人会員 年額１口5,000円（何口でも可）

納入方法

銀行（親和、九州）
・郵便局にて振込

お問い合せ 〒857-8585

佐世保市八幡町 1−10

佐世保市教育委員会スポーツ振興課内佐世保市体育協会

TEL 0956-24-1111（内線 3132）
“ぷれい！”第 15 号［2002 年秋］
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インフォメーション

EVENT CALENDAR
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11月17日（日）
サッカー市民リーグ（中学生）
（会場●各中学校グラウンド）
11月17日（日）
サッカー県地域リーグ（社会人・大学）
（会場●北部ふれあいスポーツ広場）
11月23日（土）
バドミントン第 7 回佐世保 100 歳オープン大会
（会場●佐世保市体育文化館）
11月23日（土）〜 24日（日）
第 27 回佐世保軟式野球連盟会長杯一般の部
（会場●佐世保野球場）
11月23日（土）
テニス第2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23日（土）〜 24日（日）
ホッケー全日本高校九州地区新人大会
IN 川棚（会場●川棚高校、中央公園）
11月24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24日（日）
アーチェリー市記録会
（会場●佐世保市総合グラウンドアーチェリー場）
11月30日（土）〜 12月8日（日）
バスケットボール県クラブ選手権（会場●佐世
保市体育文化館、振興会体育館、小佐々）

12月8日（日）
サッカー県地域リーグ（社会人・大学）
（会場●北部ふれあいスポーツ広場）
12月15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）
12月15日（日）
サッカーSリーグ（会場●佐世保市総合グラウン
ド、北部ふれあいスポーツ広場）
12月15日（日）
卓球県北中学団体選手権
（会場●佐世保市体育文化館）
12月15日（日）
弓道納射会（兼月例射会）
（会場●県立武道館弓道場）
12月15日（日）
ボウリング佐世保支部選手権大会
（会場●シルバーボウル）
12月21日（土）〜 22日（日）
バスケットボール中学校大栗杯兼県新人大会
予選（会場●振興会体育館、市内中学校体育館）
12月22日（日）
会長杯卓球大会
（会場●佐世保市体育文化館）
12月22日（日）
弓道県連納射会・選手権大会
（会場●佐世保市）
12月23日（月）
バドミントン平成 14 年度高等学校学年別選手
権大会（会場●佐世保市体育文化館）
12月23日（月）〜 25日（水）
december
サッカー中学校新人大会（会場●佐世保市
総合グラウンド、北部ふれあいスポーツ広場）
12月1日（日）
12月23日（月）
バレーボール市内中学男女新人戦大会
全国高校弓道選抜大会長崎県予選
（県新人大会予選）
（会場●振興会体育館他） （会場●県立武道館弓道場）
12月1日（日）
12月29日（日）
テニスＳＴＡ合同練習会
卓球県北高校学年別大会
（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
（会場●振興会体育館）
12月1日（日）
サッカー市内リ−グ（中学生）
（会場●北部ふれあいスポーツ広場）
12月1日（日）
ボウリング全九州シニア及全日本支部対抗
予選会（会場●シルバーボウル）
12月3日（火）
ゲ−トボ−ル市協会男性大会
（会場●佐世保市稲荷町ゲートボール場）
12月7日（土）
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、振興会体育館）
12月7日（土）〜 8日（日）
ハンドボール市中学校新人戦
（会場●佐世保市立相浦中学校）
12月7日（土）〜 8日（日）
サッカー県クラブJr ユ−ス新人大会
（会場●佐世保市総合グラウンド）
12月7日（土）〜 8日（日）
西海ジュニア体操競技大会
（会場●佐世保市体育文化館）
12月8日（日）
ソフトテニス秋季職域クラブ対抗大会
（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）

12

イベントの内容・日程は

変更の場合が

あります。

あらかじめ

  佐世保市体育協会 34 競技団体ガイ
ド（平成 14 年 10 月1日現在）
●バレーボール（佐世保市バレーボール協会） TEL0956-28-3753（中村）
●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）
●ハンドボール（佐世保市ハンドボール協会） TEL0956-34-2180（平原）
●ソフトボール（佐世保市ソフトボール協会）
TEL0956-22-7641（筒江）
●バドミントン（佐世保バドミントン協会）
TEL0956-28-0833（和田）
●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）
●軟式野球（佐世保軟式野球連盟）
TEL0956-23-3663（村川）
●ソフトテニス（佐世保市ソフトテニス協会）
TEL0956-49-7377（高木）
●テニス（佐世保市テニス協会）
TEL0956-24-6677（山本）
●サッカー（佐世保市サッカー協会）
TEL0956-23-6285（小林）
●卓球（佐世保卓球協会）
TEL0956-28-4155（長島）
●柔道（佐世保柔道協会）
TEL0956-33-4784（安部）
●弓道（佐世保弓道連盟）
TEL0956-25-5487（佐々木）
●剣道（佐世保剣道協会）
TEL0956-48-3204（高野）
●銃剣道（佐世保銃剣道協会）
TEL0956-47-4892（山本）
●相撲（佐世保相撲協会）
TEL0956-32-3017（吉田）
●陸上（佐世保市陸上競技協会）
TEL0956-33-2398（末長）
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●水泳（佐世保水泳協会）
●体操（佐世保体操協会）
●山岳（佐世保市山岳連盟）
●アーチェリー（佐世保市アーチェリー協会）
●自転車（佐世保自転車競技連盟）
●ホッケー（佐世保ホッケー協会）
●空手道（佐世保市空手道連盟）
●クレー射撃（佐世保市クレー射撃協会）
●ボウリング（佐世保市ボウリング協会）
●ゲートボール（佐世保市ゲートボール協会）
●スキー（佐世保市スキー連盟）
●少林寺拳法佐世保市少林寺拳法協会）
●海洋スポーツ（佐世保海洋スポーツ協会）
●スケート
（佐世保市スケート連盟）
●馬術連盟（佐世保馬術連盟）
●ゴルフ（佐世保ゴルフ協会）
（佐世保アマチュアボクシング連盟）
●ボクシング

TEL0956-40-8389（小宗）
TEL0956-24-2243（金子）
TEL0956-23-2646（馬場）
TEL0956-31-7260（江頭）
TEL0956-39-2685（小森）
TEL0956-22-9806（沖田）
TEL0956-33-0440（中島）
TEL0956-23-1689（花野）
TEL0956-22-6917（永野）
TEL0956-31-1897（山山竒）
TEL0956-40-5454（平田）
TEL0956-48-3500（下川）
TEL0956-32-6398（松本）
TEL0956-39-1119（野元）
TEL0956-33-0756（山崎）
TEL0956-38-3998（野田）
TEL0956-39-0110（松永）

会場地
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
川棚町
川棚町
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
郷ノ浦町
平戸市
平戸市
松浦市
長崎市
長崎市
長崎市
長崎市
長与町
琴海町
野母崎町
島原市
諫早市
諫早市
諫早市
諫早・大村市
大村市
大村市
伊万里市
久留米市

競技名
開会式
陸上競技
水 泳
アーチェリー
ソフトテニス
サッカー
サッカー
サッカー
サッカー
テニス
テニス
ホッケー
バレーボール
バレーボール
バレーボール
バレーボール
バレーボール
卓 球
ゲートボール
バドミントン
バドミントン
バドミントン
バドミントン
軟式野球
軟式野球
軟式野球
軟式野球
バスケットボール
バスケットボール
バスケットボール
バスケットボール
ハンドボール
ハンドボール
ボウリング
少林寺拳法
柔 道
空手道
剣 道
銃剣道
自転車
ソフトボール
ソフトボール
ソフトボール
ソフトボール
相 撲
ラグビーフットボール
なぎなた
フェンシング
ライフル射撃
体 操
スケート
セーリング
ボート
カヌー
レスリング
馬 術
ボクシング
ウエイトリフティング
山 岳
山 岳
弓 道
クレー射撃
アイスホッケー

期 日
9
（土）
9
（土）
・10
（日）
10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
10
（日）
10
（日）
9
（土）
・10
（日）
10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
9
（土）
9
（土）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
9
（土）
10
（日）
10
（日）
10
（日）
10
（日）
10
（日）
10
（日）
10
（日）
10
（日）
5/12
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
10
（日）
9
（土）
・10
（日）
10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
1/12
（日）
10
（日）
6/2
（日）
6/2
（日）
10
（日）
9
（土）
・10
（日）
10
（日）
10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
9
（土）
・10
（日）
10
（日）
12/21
（土）

競技会場
佐世保市総合グラウンド陸上競技場
佐世保市総合グラウンド陸上競技場
佐世保市温水プール
佐世保市総合グラウンドアーチェリー場
佐世保市総合グラウンド庭球場
長崎国際大学グラウンド
北部ふれあいスポーツ広場
総合グラウンド多目的運動広場
県立佐世保工業高校グラウンド
サンピア佐世保テニスコート
川棚町中央公園公園テニスコート
県立川棚高校グラウンド
県立佐世保工業高校体育館
西海学園高校体育館
九州文化学園高校体育館
県立佐世保中央高校体育館
市立福石中学校体育館
佐世保市体育文化館
新公園ゲートボール場（光月町）
県立佐世保東翔高校第 1 体育館
県立佐世保東翔高校第 2 体育館
県立佐世保南高校第 1 体育館
県立佐世保南高校第 2 体育館
佐世保野球場
柚木ふれあいの森
県立佐世保工業高校グラウンド
西海学園高校グラウンド
佐世保市振興会体育館
長崎国際大学体育館
県立佐世保中央高校体育館
市立広田中学校体育館
県立佐世保西高校体育館
聖和学院高等学校体育館
佐世保ラッキーボウル
市立大野小学校体育館
県立武道館柔道場
市立祇園小学校体育館
県立武道館剣道場
自衛隊相浦駐屯地体育館
佐世保競輪場
市立広田中学校グラウンド
県立佐世保東翔高校グラウンド
名切グラウンド
町立大谷公園運動広場
市営相撲場
ライフカントリー・平戸市総合運動公園
松浦市武道館
県立長崎工業高校体育館
県小江原射撃場
県立総合体育館
長崎スポーツセンター
長与総合公園町民体育館
形上湾特設ボートコース
野母崎カヌーコース
県立島原高等学校体育館
ゆうゆうランド干拓の里馬事公園
創成館高等学校ボクシング場
県立諫早農業高等学校第 2 体育館
多良山系
大村市体育文化センターサブアリーナ
大村市弓道場
伊万里市散弾銃射撃場
スポーツガーデン久留米
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月９日、 日佐世保市を主会場に第 回長崎県民体育大会が開催
されます。佐世保市からは、 競技一〇一九人の選手団が参加します。
昨年は、 競技 種目で優勝、総合では、第２位の成績でした。
今年は会場地として、総合優勝を目指し、意気込んでいます。応援よろしくお願
いします。

October

ご了承ください。

10月27日（日）
バレーボール第 27 回 KTN 杯家庭婦人長崎県
大会（会場●佐世保市体育文化館他）
10月27日（日）
10月5日（土）〜 6日（日）
ソフトボール第 50 回佐世保市民大会
バスケットボール佐世保市中学校新人大会
（会場●中央公園運動広場）
（会場●振興会体育館、市内中学校体育館） （レディースSP）
10月27日（日）〜 11月3日（日）
10月5日（土）
平成 14 年度秋季少年学童軟式野球大会
ソフトテニス県下中学新人団体戦大会
（会場●佐世保野球場）
（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
10月27日（日）
10月6日（日）〜 13日（日）
ソフトテニス佐世保 ABC 大会
ソフトボール第50回佐世保市民大会（実年SP）
（会場●中央公園運動広場・もみじが丘公園グラウンド） （会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
10月27日（日）
10月6日（日）〜 20日（日）
ソフトボール第50回佐世保市民大会（一般男子） サッカーＳリーグ（会場●佐世保市総合グラウン
ド、北部ふれあいスポーツ広場）
（会場●佐世保市総合グラウンド）
10月27日（日）
10月6日（日）
第 35 回 JC 旗争奪柔道大会
第 15 回長崎県ジュニアリーグテニス大会
（会場●県立武道館柔道場）
（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
10月28日（月）
10月11日（金）
佐世保地区ジュニア陸上選手権
第 8 回シルバーテニス大会
（会場●佐世保市総合グラウンド）
（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
10月12日（土）〜 19日（土）
第 32 回市民体育祭
（会場●市内各会場）
10月13日（日）
第 32 回市民体育祭総合開会式
November
（会場●佐世保市総合グラウンド陸上競技場）
10月12日（土）
11月2日（土）〜 3日（日）
佐世保地区高校新人柔道大会
第 10 回長崎県中学校軟式野球新人戦大会
（会場●県立武道館柔道場）
（会場●佐世保野球場・市内高校体育館）
10月13日（日）
11月2日（土）〜 4日（祝）
カッターレース
第 20 回佐世保市テニス選手権
（会場●佐世保新港）
（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
10月14日（土）
11月2日（土）〜 10日（日）
バレーボール市内中学男女強化練習会
第 10 回九電杯少年サッカ−大会（小学生）
（会場●市内中学校体育館）
（会場●佐世保市総合グラウンド、北部ふれあいスポーツ広場）
10月19日（日）〜 20日（日）
11月2日（土）
バレーボール佐世保地区高校男女新人戦
卓球佐世保市中学新人団体選手権
大会（会場●市内高校体育館）
（会場●振興会体育館）
10月19日（日）〜 20日（日）
11月2日（土）
バスケットボール県北地区高校新人大会
陸上競技佐世保地区高校記録会
（会場●市内高校体育館、小佐々）
（会場●佐世保市総合グラウンド）
10月19日（日）〜 20日（日）
11月3日（日）
ハンドボール県北地区高校新人戦
佐世保市ミニバスケット県大会予選
（会場●聖和女子学院高校）
（会場●振興会体育館）
10月20日（日）〜 11月3日（日）
11月3日（日）
ソフトボール第50回佐世保市民大会（壮年SP）
サッカー市内リ−グ( 中学生 )
（会場●中央公園運動広場）
（会場●佐世保市総合グラウンド）
10月20日（日）〜 11月3日（日）
11月4日（祝）
第 13 回中学女子新人戦
バドミントン平成 14 年度中学校学年別選手権
（会場●佐世保市立崎辺中グラウンド）
大会（会場●佐世保市体育文化館）
10月20日（日）〜 22日（月）
11月4日（祝）
長崎県高等学校新人体育大会テニス競技
佐世保卓球協会秋季団体戦
（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
（会場●振興会体育館）
10月20日（日）
11月6日（水）
サッカー県 1 部リ−グ( 社会人・大学 )
ゲ−トボ−ル市協会女性大会
（会場●北部ふれあいスポーツ広場）
（会場●佐世保市稲荷町ゲートボール場）
10月26日（土）〜 27日（日）
11月9日（土）〜 10日（日）
佐世保市ミニバスケット県大会予選
第 54 回長崎県民体育大会
（会場●振興会体育館、市内小学校体育館） （会場●市内各会場）
10月26日（土）〜 28日（月）
11月16日（土）〜 18日（月）
ソフトボール第 21 回高校選抜県大会（男女）
バレーボール県高校新人大会（会場●市内高
（会場●佐世保市）
校体育館、佐世保市体育文化館）
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INFORMATION

洋樹

（アイケン医院院長）

をどこまで破るかは、磨き抜いたアスリート

シューズ・靴です。国技の相撲や柔・剣道と、

もあります。進化する器具の象徴的存在が

スポーツの進 化はスポーツ器 具の進 化で

水泳を除く全種目で靴は利用されています

の繊細でたくましい足と一体化したシュー

が、目 的 別に完 成されているか……と言え

ズ開発にかかっています。

足と靴のスポーツにおける現況と将来を

ば疑問が残ります。

靴は理想だ、と言えるかもしれません。しか

佐世保市民の「快的スポーツ」のいっそうの

し、ふつうのスニーカーで気 軽にスポーツを

普及発展のため、お話ししてみましょう。

を出て二 足 歩 行となり、文 化を生ん

し、障 害を起こす例も多いと思われる現 状

それは、百 人が百 人 個 性があり、足の型

で知恵ある人＝ホモ・サピエンスとなっ

をふまえて、望ましいスポーツシューズ＝ 靴

も千 差 万 別ですから理 想 的にフィットする

た人 間。立 ち、歩 き、走る。食 糧 を 確 保し、

への基 本 的な理 解といったことをお話しし

過去のからだ／現代のからだ

危険から身を護り、
子供を育てる。強い足は、

森

人間の存在そのものの証明でした。

はいているのを忘れるような靴。自分の足

て行きたいと思います。

カジュアルシューズとしても人気のバスケットシューズ
（写真はハイカット）

中村

スポーツドクター

近くのスーパーもマイカーで行き、通勤や

ます。

形状安定・豊富なカラー展開と抗菌
防臭加工素材を使った一着

オリジナルポロシャツ
●ポケット付 ¥2,500

の一 部の働きをする靴。スポーツの楽しさ

カタログは体育協会事務局及び加盟各競技団体にて配布してい

オリジナルコットン
コンビキャップ
● ¥1,000

advice1

1
快的スポーツのための足と靴○

レジャーも飛行機、新幹線。子供たちはディ

ＦＡＸ

0120-315-130
0956-31-5131

を倍増させてくれるシューズ。ケガから守っ

フリーダイヤル

ツートンカラーがお洒落

スプレイに向かってテレビゲーム。簡 単に便

申し込みは電話かＦＡＸで佐世保市体育協会グッズ販売部まで。

てくれる頼 母しい靴。記 録 向 上をしっかり

ください。

利にと進化し続ける家事作業は、主婦も椅

い。また、特注の印刷表示も可能です。どうぞ一度手にとってみて

支えている靴。

オリジナルスポーツタオル
● ¥1,000

子でくつろぎ、車で出 歩くゆとりを生み続

大会のスタッフユニフォーム、参加記念品などに利用してくださ

跳ぶ。走る。蹴る。

オリジナル T シャツ● ¥900

商標ロゴ入りです。

さあ皆さん、
しっかり自分の足もとを見つ

トレーナー、ポロシャツ、ウインドブレーカー、キャップなど協会の

オリジナルグランドコート● ¥2,800
安定した品質素材にプリントした
ベーシックアイテム

この両極端が人間の過去と現在です。社

市をアピールするスポーツイベントなどへ助成を行います。

けています。

動きやすい軽量タイプ。蛍光色も揃った
豊富な色展開

を得ることも一つの目的です。また、
これらの収益は競技団体等や

新・スポーツ
ドクターからの
1
アドバイス○

スポーツにおける足のはたらきは、だれも

協会が社会的貢献団体であることを市民に知っていただきご理解

めて行きましょう。

グッズの
一 例

化策の一つとしてオリジナルグッズの製作販売を始めました。体育

が認めるところです。直接足で技を競う種

協会は市民スポーツを普及・振興する立場から団体の活性

会は、なおこの延 長 線 上で進 化するでしょ

佐

世保市体育協会のオリジナルウエアが完成しました。体育

目 以 外でも、例 えばプロ野 球の投 手は、安

体育協会オリジナルグッズの
販売を開始しました

うから、人 間の持つ原 始 的 能 力はさらに退

強化対策の一環として競技団体に対し助成を行い、事業を進めて

化して行 くでしょう。
「からだを使う」とい

県内外における高校の強豪チームを招き、
選抜大会等を開催する。

を実施しています。選手の実力を十分に発揮できるように、選手の

定したコントロールと球威を増すためにひ

イ強化に向けた取り組みとして「インターハイ特別強化事業補助」

●各種大会の開催

また、ゲームを好む性格と、能力を競い合

さて、佐世保市では、平成 13 年度から3ヶ年計画で、
インターハ

う競 争 心、より高みを目 指す向 上 心、幸 福

県外の強豪で知られる高校や社会人クラブへ遠征し、合同練習な
ど強化合宿を行う。

の要素である健康の維持。あらゆる要素を

ツの祭典として、 素晴らしい大会になるよう市民の皆さんもよろしく
ご協力をお願いします。

たすら走り込みをし、その球を確実にヒッ

●県外遠征強化合宿

10

う原点を見据えて生まれたものーそれがス

ク）
」
「ホッケー」の５競技が本市で開催されます。高校生のスポー

中学・高校の強化選手を対象に、
練習試合や対外試合を実施する。

ポーツです。

「バレーボール
（女子）
」
「ハンドボール」
「空手道」
「自転車
（トラッ

トさせようとする打者もまた、懸命にラン

●中高合同強化練習会

ニングで汗 を 流 す。このよ うに、一 見 上 半

ています。

各競技団体の主な特別強化内容

身を使う競技でも、足と腰が重要な役割を

校総体推進課を設置し、 万全の推進体制を組織して準備を進め

果たしているのです。

“長崎が君の鼓動で熱くなる”をスローガンに、本市では全国高

近 代スポーツ躍 進のある一面は、分 野ご

ル・ホッケーの6 競技団体を対象に特別強化を図っています。

満たすものとして近代スポーツは奨励され、

います。今年度は、柔道・ソフトテニス・テニス・空手道・ハンドボー

ますます普及して行くでしょう。

成１５年度全国高等学校総合体育大会、通称インターハイ

が本県で開催されます。

とに機能性を極限まで追及した専用シュー

平

ズが担っています。一〇〇メートル 秒の壁

2003 年長崎ゆめ総体
特別強化に向けて

フード収納タイプで状況に応じた着こなしもできます

オリジナルアウトドアジャケット● ¥5,800

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

（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
13
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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

キッズテニス教室参加者募集！

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

友達と一緒にテニスを始めてみませんか？ 幼稚園から小学生の皆さんで
テニスに少しでも興味があるという方の参加をお待ちしております。
対

象

会

場

参加料

幼稚園児〜小学生 定員各回 25 名
佐世保市総合グラウンド庭球場
800 円＊教室初日に徴収いたします。

います。
（ファックスでの投稿もできます）
あて先●佐世保市八幡町１—10

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

＊2、3 年生は1と2、3と4のどちらかよい方を選べますが、両方参加はできません。

【申込方法】申込書を以下のいずれかの方法で提出してください。
1 FAX		
○

0956-47-7010

2
○郵

〒 857-0925 椎木町無番地

TEL 47-3125 / FAX 47-7010

ス

初心者バドミントン教室のお知らせ
平日の午後、いかがお過ごしでしょうか？みんなで、バドミントンなんていかがですか？
初心者を対象に各種ストローク等基本技術から、ゲームにいたるまでを丁寧に指導します！
未経験者の方、基本技術を習得したい方、体を動かしたい方の多数のご参加をお待ちしております。

財団法人佐世保市体育振興会事務局 TEL 47-3125

総合グラウンド内

		 （財）佐世保市体育振興会宛
		

＊キッズテニス教室申込書在中と朱書してください。

（1）総合グラウンド内振興会体育館

3
○窓口持込

（2）佐世保市体育文化館
4
○問合せ先

対

象

定

員

会

場

参加料

総合グラウンド内振興会体育館

47-2748

一般（男・女）
25 名 ＊申し込み者が多数の場合は、抽選で参加者を決定します。
佐世保市体育文化館
1,700 円 ＊保険料含む。
0956-22-3711

2
○郵

〒 857-0805 佐世保市光月町 6 番 17 号

送

		
		

今

今年の夏もたくさんの人で賑わった総合
グラウンドプール（たこちゃんプール）。今
回は、炎天下でお客さんの安全を守っていただ
いた監視員の皆さんです。
「今年も大きな事故がなく終わってよかった」。
これが監視員共通の思いでした。
たこちゃんプールに来た方なら、赤いシャツを
着て目を光らせる監視員をご存じだと思います。
多いときには１日１
０
，
００人以上の人で賑わうたこ
ちゃんプールで事故がないように注意を払うの

佐世保市体育文化館宛

（1）佐世保市体育文化館

		

（2）総合グランド内振興会体育館（以上 2ヵ所）

問合せ先

佐世保市体育文化館

22-1522

最新情報は
Web「ぷれい！」で

「ぷれい！」のインターネットサイトではイベントや最
新ニュースをいち早く掲載しています。早速アクセ
ス、
レッツクリック！

URL http://www.sasebosports.com/
【主なコンテンツ】
●トピックス
選手・チームの紹介、競技・大会のお知らせ等、佐世
保のスポーツ情報をお伝えします。
●スポーツ草創期のヒーロー
佐世保市のスポーツ草創期に活躍された方々を紹

“PLAY!” Vol.15 AUTUMN.2002

介しています。情報誌「ぷれい！」の最新号だけでな
くバックナンバーもこちらで読むことが出来ます。
●私のクライマックス
現在活躍中の少年少女を紹介しています。こちらも
バックナンバーを読むことができます。
●市内スポーツ施設
佐世保市内のスポーツ施設の場所、連絡先、競技
種目などについて紹介しています。
●過去のイベント紹介
ＮＨＫ杯体操競技大会やプロ野球イースタンリーグ
など佐世保市で行われたイベントを紹介しています。
●させぼウォーキングマップ
市内各所のウォーキングコースを紹介しています。
● 2003 年インターハイ
2003 年に行われる全国高校総合体育大会「長崎

※月曜日17 時頃希望

だれでも気軽にできるグローブ空手です

空手格闘術稲毛道場（空手）
構成／男性 32 人・女性 14 人
高校生・社会人
（10〜50
代）
・高齢者・家庭婦人
活動／水・日
（19:00〜21:00）
場所／県立武道館
会費／月1,000 円
連絡先／高橋 亮司さん
TEL 090-4746-7298
光月町 10

4
file ●
総合グラウンドプール・監視員の皆さん

※初心者バドミントン教室申込書在中と朱書してください。

3
○窓口持込

佐世保市総合グラウンド内

TEL 28-7271
日野町 52-16

※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。

提出してください。
1 FAX		
○

ム募集などの場合は無記入）●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）
佐世保市椎木町無番地

【申込方法】申込書に必要事項を記入し、下記のいずれかの方法で

15

スポーツサークルインフォメーション

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。
利用資格／主に佐世保市内を活動拠点にしているサークル
掲載条件／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。
記入事項／●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

送

楽しく練習しています
構成／女性 10 名
活動／月曜日
（12:00〜14:00）
水曜日
（10:00〜12:00）
場所／振興会体育館
会費／月1,000 円
連絡先／山口 睦子さん

TEL 24-1111 / FAX 25-9682

参加者を決定し、連絡いたします。

『ぷれい！』では、
市内で活動するスポーツサークルを紹介しています。
くわしくはとなりのインフォメーションをご覧ください。

コアラ（ソフトバレーボール）

佐世保市体育協会『ぷれい！』係

＊ 申込者多数の場合は抽選となります。1 期・11月17日、2 期・12月26日に

市民サークル紹介

ゆめ総体」。の情報を掲載しています。
●スポーツ 4 団体紹介
佐世保市体育協会・財団法人佐世保市体育振興
会・佐世保市スポーツ少年団・佐世保市体育指導
委員の概略を紹介しています。

は、肉体的にも精神的にもかなり辛いことです。
それでもがんばれたのは、家族や友人達と楽しそ
うに遊ぶお客さんの笑顔があったからです。
猛暑だった今年の夏、
１日中屋外での監視や
作業はかなりの重労働です。監視員の一人、前
田さんは「この仕事をしている中で一番心がけた
のは、当たり前ですが、やはり体調管理をきちん
とすること」とのことでした。おかげで規則正しい
生活になったのでは！
？ 最後に監視員の皆さ たか？来年もたこちゃんプールで会えるのを楽し
んより一言「今年の夏はいい思い出が作れまし みにしています！
！」

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
【ホームページアドレス】

TEL.FAX 095-845-2926

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。
（内線3131・3121）
お問い合せ：TEL 24-1111

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

［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

“ぷれい！”第 15 号［2002 年秋］
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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。

至大野

中里駅

ウェルマート
中里中学校
中里小学校

リハビリテーション科（理学療法・作業療法）/外科/整形外科
放射線科/内科/循環器科/消化器科/呼吸器科

耳鼻咽喉科/アレルギー科
通所リハビリ/佐世保市在宅介護支援センター 愛健

院長 中村 洋樹

至佐々

副院長 藤松 雅彦
診療部長 草場

本山トンネル

靖

至佐々

モスバーガー
上相浦駅
至日野峠
相浦警察署 相浦支所

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

編集後記◎なにをするにも絶好の季節、皆さまはどのようにスポーツと付き合っ
ていますか？ 編集部は、今回のスポーツドクター
（アイケン医院中村洋樹先生）
アドバイスの原稿をみて「足と靴」の関係に目がさめる思いでした。日頃何気な

財団法人佐世保市体育振興会

く履いている
「靴」。足、
いやいや体を守っている大切なものですね。
「靴」
を選

〒 858-0925 佐世保市椎木町無番地
佐世保市総合グラウンド内
をすることも必要ですね。スポーツを快適に、楽しく実践するためにも皆さんも足 平成 14 年10月 1 日発行●平成11年4月1日創刊
（通刊第 15 号）TEL 47-3125 FAX 47-7010
ぶときは自分に合ったサイズで競技の適正を考えましょう。
また、専門家に相談
元をしっかり考えましょう。編集部事務局員ともども参考にしていきましょうね。

URL http://www.sasebosports.com/

E-mail sasebosports@nifty.com

