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“目標はゆめ総体で優勝”バレーボールの市坪知佳さん（九州文化学園 3 年）

大会で少年少女の部の名門、久留米・明善を
ありました。

ーム。長崎代表は他の三人が長崎東の選手。

シングルス２、ダブルス１の計四人が一チ

育大会のバドミントン競技を大久保小学校に

忙な数年が過ぎ、
昭和四十七、
八年ごろ県民体

中垣吉雄さんと始めました。仕事、育児と多

いで上京町「味のふくとく」食堂をご主人の

いた」そうです。

先生の助言を「肝に銘じます」と答え、以後

NAKAGAKI SACHIKO

軟庭から転向、主力に
学時代から軟式庭球に親しんできた旧
姓山崎幸子さんは、昭和三十年県立佐

の日々。いささかうんざりしていた山崎さん

どころか川の中から石を運んでコートづくり

学校の中を犬尾川が流れ、新入部員は練習
られてメキメキ上達。「二年になるとキャプ
”
テンを任せられ 南高の星 とばかりつっぱ
“
っていた」
。 笑いながら回想する現在の中垣

スカウト成立。いらい上田典子先生に可愛が

結局は部活の先生同士の話し合いで円満に

に思わぬ声がかかりました。バドミントン部
から「人数の足りんけん、手伝わんね」との
幸子さんです。

県立短大を卒業したばかりの若々しい上田
典子先生にそう声をかけられ、軽い気持ちで

バックハンドだけ。

確実に当たる快感。違和感は、テニスと違う

シャトルが当たらない」と言われていたのに

も魅力でした。しかも「初心者はラケットに

応じました。一級先輩に上手な選手がいたの

子供も焼け跡の広場で三角ベースに熱中し、

カの影響もあってベースボール全盛。大人も

貫してスポーツマン。戦後は占領軍のアメリ

海軍工廠時代から戦後のＳＳＫまで一

子さんの父・山崎時二さんは、戦前の

幸

「幸子を国体へ」の声

誘いでした。

く、新設体育館横に造成中でした。

いだものの、テニスコートは校舎の中庭で狭

日宇町の校舎は旧制の佐世保中学校を引き継

びました。
ところが、
学校環境はまだ整備途上。

世保南高校に入学。部活は迷わず庭球部を選

中

佐世保では、バドミントン同好の士を中心に

昭和四十二年佐世保に帰り、両親の後を継

「幸子を国体へ」
の盛んな声援を背にしての征
観戦に行ったのをきっかけにカムバック。

激しい接戦の末にものにしたのです。

途でした。
った家庭婦人バドミントン連盟の発足。「佐世

約十年後、新しい視点で時代の要求でもあ

前年は、楽しみにしていた修学旅行も参加
”
を取り止めて合宿。熊本の菊池で会った バ

る支援のおかげです」と幸子さん。「千住先

ドミントンの神さま伊藤先生 に指導を受け、 保バドミントン協会長、千住博さん（千住博
“
これぞ本格派と眼が覚めた思いを味わったの 内科院長）ら有志の皆さんの物心両面にわた
が成長のきっかけでした。
心の支え 千住博会長
十二回の静岡のあと、第十四回東京、

「これだけは覚えておいて。
連盟は空中分解

生は高校時代いらいの心の支えで、何かある
”
とすぐ 千住先生、千住先生 と頼り切って
“

第十五回熊本と続けて国体に出場した

させない。ルールを作りすぎない。みんなが

第
山崎幸子さんも
「成績はせいぜい一・二回戦ま

波風も立たず、今日のレディースバドミント

で。
全国レベルの高さを思い知らされた。
でも、 楽しむため組織のきまりは最低限に」
。 千住
入場行進で足が前に出ぬほどの緊張と感動が

をしています。

ン連盟として会員二百人の組織が順調な歩み

味わえました」
。
以後就職、上京、結婚、帰郷、出産と人生
行路が続きますが、例えば船橋市役所チーム

バドミントン部員二十数人を追い抜いて頭角

ちょっとだけのお手伝い……のつもりが、
した。

の幸子さんを連れて野球見物に出かけていま

時二さんも人後に落ちぬ野球狂。よく小学生

ス出場権を手中に収めました。九州ブロック

生に進級した山崎幸子さんは念願のシングル

昭和三十二年秋の第十二回静岡国体。三年

を表わし、対抗試合の選手に。たちまちはま
ムがつきました。
「あんた、どこの部と思うと

ってしまった彼女に庭球部の先生からクレー
っとね」
。

千住先生は二十七年から副会長。このコンビ
が五十七年まで続き、その後千住会長となっ
て平成十年までつとめました。
五十七年には県立職業訓練校の田中一也さ
んが理事長に就任、二人で力を合わせバドミン
トン競技の普及発展と、
組織や体制の整備につ
とめ、
今日の隆盛の基礎を築かれたのです。
いま、名誉会長職にある千住先生は、二男
二女に恵まれ、うち三人が医業を継いでいま
す。県体協功労賞や市政功労者表彰も受け、
なおバドミントンにも医業にも変わらぬ情熱
をそそいでおられます。
年間スケジュールは正月初打ち、二月陸自
司令杯、
五月創立記念、
七月ＣＤクラス初心者、
五十歳以上Ｓクラス、十月市長杯レディース
現状は「不況のせいか若い人が減っている。

オープン、十二月グリーンスポーツ杯。
週一回水曜日体育文化館サブコートでの教室
に力を入れます」
。 ハキハキとした返事が返

ントン連盟
（のちレディース）
結成。

とプレーするなどバドミントンは常に念頭に

千住博先生
営。47 年ごろ現役カムバック、
58 年家庭婦人バドミ

住先生は大正九年生まれの八十三歳と

ってきました。
職のあと昭和 39 年結婚、
42 年帰郷
「味のふくとく」
経

いう高齢ながら、そんなことは全く感
じさせない明朗で行動的で包容力にあふれた
人。昭和二十一年、太平洋戦争敗戦の翌年と
いう混迷する世相の中、佐世保市民病院に勤

京大会、
第 15 回熊本大会と連続出場。上京して就

として脚光を浴び、以来 45 年、
シニア選手として、
レディース連盟生みの親として、佐世保のバ

務。十年後に現在の佐世保駅前・白南風町で

少女の部県代表で出場。社会人となって第 14 回東

認識され、性別、年齢それぞれに楽しめる競技として定着しました。中垣さんは“華の高校選手”

この間市民病院の医師時代の昭和二十四年

州レベル。高校 3 年のとき第 12 回静岡国体に少年

千住先生はこんな人

16回
第

ドミントン史を綴ってこられました。
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開業しました。

らバドミントンに転向。2 年生でキャプテン、
実力は九

と、いささか軽く見られていたバドミントンは、体力とカンと技術が要求される近代スポーツ性が

に、レクリレーションのつもりでバドミント

昭和 14 年 12 月 21 日佐世保生まれ。
昭和 30 年

ネット上を行き交うシャトルを追ってフットワークよく躍動する選手の姿。
かつて
「西洋羽根つき」

ンを始めました。佐世保バドミントン協会は

長崎県立佐世保南高校入学。1 年生半ばに軟庭か

第 15 回国体出場の壮行会（中列右端が旧姓山崎選手）

その前年に発足、金子義男さんが初代会長で、

中垣幸子さんプロフィール

千
長崎チームの一員として国体出場

ダブルスを偲んでのゲームのひとこま

チームが長崎ゆめ総体へ。まさに“ゆめ”が実
現したのです。
6 月 3 日決勝リーグで九文は 25—10 で第１
セット、25—8 で第２セットと聖和を下し、6 年連
続 17 度目の栄冠を手にしました。
右目上に大きなリバーテープ。
はた目にも痛々
しい負傷の跡を残すリベロ・市坪知佳選手。県
高総体 2 日目の練習中にポールに激突、9 針も
縫う裂傷を負うアクシデント。でも全試合出場を
果たした彼女を中心として、チームメイト全員が、

男子個人／川内・萩原（佐工）

女子団体／佐世保商

湧き上がる歓喜の涙を共にしたクライマックスで

女子個人／下平・牟藤、野口・本多、安山・原、

した。

砂川・濱野（佐商）
テニス

振り返れば昭和五十六年。二十四歳の若々

男子団体／佐世保商

にほかなりません。

ソフトテニス

しい井上監督がやってきて新しい歴史が始ま

ダブルス／松尾・山口（聖和）

り五十九年県大会優勝。全国大会での緒戦敗

女子個人シングルス／田中摩智子（聖和）

退の悔しさをバネに県の「特色あるスポーツ

男子個人／中田祐樹（佐工） 女子団体／聖和女子

事業」の一つに選ばれて強化を開始し、年号

女子個人／椋本、山崎、速見（西海）
、山本（佐商）
バドミントン

が平成となった年にインターハイ優勝の悲願

女子団体／西海学園

サッカー国見の日本一を達成した小嶺監督

男子個人／澤田和樹（佐北）

を達成しました。

操

とは同郷南有馬町で旧知の間がら。互いに頂

体

点を目指し、さらにあくなき闘魂で連覇へ挑

しくお願いします。※掲載は 6 月 8 日現在のものです。

戦し続ける両将こそは、スポーツ立県ナガサ

先頃行われた第 55 回県高校総合体育大会は盛況
の内に終了し、
男子団体 4、
男子個人 （8
9 人＋ 1 ペア）
、
女子団体 9（6 校）女子個人 14（8 人＋ 6 ペア）が 8
月の長崎ゆめ総体へ出場します。皆さんの応援をよろ

キの輝けるシンボルでしょう。

長崎ゆめ総体
出場選手決定

開催地元の佐世保市から女子バレーボール 2

女子団体／佐世保北

My Climax

女子個人シングルス／平石舞（佐北）
、伊藤章子（九文）
女子個人ダブルス／平石・大串（佐北）
ハンドボール

女子団体／聖和女子

空手道

男子個人組手／吉野恭平、林田栄信（佐北）

九文バレーボール
ゆめ総体へ

男子個人形／鴨川尚幸（工専）
女子個人形／樋口千紗（佐商）
男子個人／岩永嘉仁（西海）

バレーボール

男

子／佐世保南

女

子／九州文化・聖和女子

ホッケー

男

子／佐世保工

柔

男子個人 100kg 以下／新里哲史（佐西）

道

全日本ユースにも

型肺炎ＳＡＲＳ騒ぎで中止となった世

界ジュニア女子選手権大会アジア予選

市坪選手はその全日本チームのリベロに選ば

れていました。「抜群の運動能力。足が速く

鋭いカンで瞬間に反応し、自分が果たすべき

仕事をほぼ完璧に成し遂げる。その素質はま

さに日本一」。九文・井上博明監督の太鼓判は、

市坪選手の秘めた力量を中学時代から見抜

き、今日まで育ててきた人ならではの言葉で

45

す。

47

んバレーボール「ビリーブ」の選手で知佳さ

んのよき理解者と激励者。
”
ユースリベロ日本一 の市坪選手の背景には、
“
こんな力強い人たちをはじめとして、直接間

先生がいるのです。

五十万県民の代表が、
〝その日〟を目指

して着々と準備を進めてきた長崎ゆめ

五十年に一度の舞台

百

総体。佐世保ではバレーボール女子のほかハ

ンドボール、空手道、自転車トラック、ホッケー

が行われます。〝優勝〟
の栄光に最も近いバレー

ボール女子こそは、全国をめぐってきて郷土

長崎が舞台となる五十年に一回のチャンス。

「こんな幸せなことはない。
この夢舞台が実

現した感激を胸に、持てる力を存分に発揮し
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たい」
。市坪知佳選手の言葉こそは、
濵口主将

5

をはじめとするチーム全員、その日を最大の

佐世保市大和町 111-3
TEL 0956-31-7433 FAX 0956-31-7434

相手チームを見る目も鋭い

目標としてきた井上監督と出野コーチの思い

（有）
古賀広告美術社

試合の合間にも真剣なひとこと

昭和六十一年二月二十三日松瀬町生まれ。

男子個人ウェルター級／佐野弘道（佐西）

※陸上・水泳競技の出場選手は九州大会終了後に決定します。

野球選手の父正行さん（ ）
、ママさんバレー

ボクシング

ボール選手の母ミユキさん（ ）
。
「バレーボー

女子団体／佐世保女子

ルに進む上で最も影響が大きかった」姉加奈

子／九州文化

なぎなた

子さんは西高時代ソフトボールに転向。

子／佐世保西

女

さらに大野小時代、四年生の知佳さんに手 接とを問わず常に声援を惜しまぬ人たちの姿
”
ほどきをして、 芽生え を作った吉川先生、 があります。その延長線上に九文バレーボー
“
デカい声で大きな影響力を残した大野中の中 ル監督・井上博明先生とコーチ・出野久二子

男

島絹子先生。母の親友江頭幸子さんはママさ

ソフトボール

リベロ 市坪知佳選手

新

自転車

井上監督（右）
と出野コーチ
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女子バレーボール
競技の見どころ

ハンドボール
競技の見どころ
投のバランスの中でボールを

ンドボール競技は、走・跳・

片手で操作するなど、スピーディー

ハ

今年のゆめ総体では、その名の

崎県のバレーボール競技のレ
ベルは男女とも年々高くなっ
ごとく地元も地元佐世保市代表の
でダイナミックな競技です。また、 会では 年ぶりに出場を果たすな

長
てきており、今や全国レベルまで
チームの活躍により昨年以上の盛

女子も平成十三年度国民体育大

になっています。特に全国トップ
クラスの実力を持つ九州文化学園
れます。応援をよろしくお願いし

り上がりなることが大いに期待さ
にとってもエキサイティングな競

空中プレーも随所に見られ、観客
是非、上位進出を期待します。

ど、実力は年々向上しています。

長崎県のハンドボールのレベル

技といえます。

高校を筆頭に強豪がひしめき、平
成十四年度の全九州高校総体では、 ます。
は、全九州高等学校体育大会の男

九州文化学園高校と聖和女子学院

の部で準優勝、平成十三年度全国

子の部で３年連続優勝、平成十二

高等学校総合体育大会及び国民体

高校の佐世保勢同士の決勝戦とな

九州文化学園高校は今年三月の
育大会の男子の部で優勝、平成

年度全国高等学校選抜大会の男子

春高バレーでも優勝候補の一角で
十四年度全国高等学校総合体育大

り、熱戦の末、九州文化学園高校

したが、優勝した東京代表の成徳
会ではベスト８と、特に男子の部

の優勝という成績でした。

学園にベスト８で惜敗しました。
で全国トップクラスの実力を有し
ています。今年の長崎ゆめ総体で

ゆめ総体では巻き返しが期待され

も上位進出が見込まれています。

ます。
昨年の茨城総体は地元代表の２

只中の選手の光景は、応援する者

決勝では選手が最も得意とする形

ン・チントウ）で競い、準決勝・

サイダイ・セイエンチン・セイシャ

三つめは、人工芝でのホッケー

ナルティー・ストローク）合戦です。

の仲間が自らも参加するＰ・Ｓ（ペ

スローガンの下、全国のホッケー

ために、「もてなしの心」で迎える

▼Ｐ・Ｓ戦（ペナルティー・ストローク）

ゆめ総体でも上位進出を狙います。

ています。男子も九州

一つめは、種目別開会式をハウ

大会の特徴を大きく４つに分

ステンボス（ユトレヒトプラザ）

大会では常に３位を確保、

長崎県選出チームは、この全国
で開催することです。全国の仲間

今

大会で上位に進出できる実力があ
にハウステンボスの素晴らしさも

けて紹介します。

ホッケー競技の見どころ

チームが準決勝まで進出し、大い
に盛り上がりを見せてくれました。

手道競技の種目としては、個
を夢中にさせます。

空手道競技の見どころ

空
人形・個人組手・団体組手の

ると予想できます。ぜひ会場に足

３種目があり、八月五日（火）〜七
日（木）の三日間熱戦が繰り広げ
を運んでいただき、選手たちに外

で勝負をかけます。会場が静寂に

競技の常識を覆し、天然芝で大会
静寂の中に全神経をボールに集

個人形競技は採点競技で、予選

られます。

包まれ、ぴんと張りつめた選手の

を開催することです。その天然芝

中する。時の流れが一瞬止まる。

からのエネルギーを注いでくださ

気迫が見る者を釘付けにする魅力

を有する佐世保市東部スポーツ広

ボールのゆくえに両者のかけひき

い。

と、涙が出るような感動のワンシ

場は日本一と自負しています。最

が火花を散らすとき、笛の合図で

は８つの指定形（サイファ・セイ

ーンが期待できます。

後に、女子チームの復活により県

パイ・ジオン・カンクウダイ・バッ

組手競技では、試合の雰囲気が

ホッケー界が活気づいてきたこと

味わっていただきます。
”
二つめに、 ゆめ総体 にふさわ
“
しい過去に例を見ない大会にする

一変し、激しくぶつかり合う魂と
”
熱気あふれる対戦です。巌流島の

時が流れる。観衆の声援が両者の

であり身近な競技ということがで

人にとって自転車は身近な乗り物

非競輪場で体感してみてください。

ド感と選手の見せる躍動感を、是

自転車競技の持つ独特のスピー

勝者の頬を撫でてゆく。

耳に聞こえたとき、爽やかな風が

です。

という答えが返ってきます

きます。この意味でゆめ総体の自

百聞は一見に如かず！

有し、今大会での躍進が期待され

長崎県は九州ＮＯ．１の実力を

戦い をも連想させる息をのむ試
“
合が期待できます。特に、団体戦
ともなると、チームの友情を受け
て、一心不乱に競技する青春真っ

自転車競技（トラック）の見どころ
が、実際には競輪（ケイリン）が

転車競技（トラック）は、競輪以

転車競技というとすぐ
「競輪」 化をして今日に至っており、日本

オリンピックに採用されたのは前

外のトラック競技に触れられる絶

自

回のシドニーオリンピックからで

好の機会です。

世界では馴染みのない種目です。
日本での自転車競技は特有な進

アイトワ●
いくた●

●福石観音
35

↑至青果市場
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■団体割引・出張トレーニング指導有り

ご利用いただき信用と高い実績を残しています

佐世保市卸本町 39-10 TEL 0956-31-8224

■画期的なトレーニング法で、
短期間
・短時間で驚異的な筋力アップの向上
■完全予約制で安全・確実なマンツーマン指導

国際特許取得 登録番号第2670421号
加圧筋力トレーニング専門店

32

■プロ・アマ年齢を問わず、
各地よりレベルアップ及びリハビリトレーニングとして

DESIGN AND DEVELOPMENT

至競輪場↓

1
●佐世保市体育文化館

佐世保市光月町 6-17 TEL 0956-22-1522

【アクセス】JR 佐世保駅より市・西肥バス大野行き乗車。京
町バス停下車。徒歩 6 分。
2
●県立佐世保西高等学校体育館

佐世保市田原町 130-1 TEL 0956-49-2528

【アクセス】JR 佐世保駅より市・西肥バス大野行き乗車。大
野バス停下車。徒歩 5 分。
3
●海上自衛隊平瀬体育館

佐世保市平瀬町官有無番地

TEL 0956-23-7111

【アクセス】JR 佐世保駅より市バス鹿子前観光船桟橋又は、相
浦桟橋
（大野経由を除く）
行き乗車。元町バス停下車。徒歩 2 分。
4
●海上自衛隊佐世保教育隊体育館

佐世保市崎辺町官有無番地 TEL 0956-32-1121

【アクセス】JR 佐世保駅より市バス海自教育隊前行き乗車。
教育隊前バス停下車。徒歩 4 分。
5
●小佐々町スポーツセンター

北松浦郡小佐々町黒石免 523 TEL 0956-68-3787

【アクセス】JR 佐世保駅より西肥バス大加勢、江迎（楠泊経由）
行き乗車。小島入口バス停下車。

佐世保市実行委員会からのお知らせ

10
●県立佐世保工業高等学校体育館

佐世保市瀬戸越 3-3-30 TEL 0956-49-5684

【アクセス】JR 佐世保駅より市バス矢峰行き乗車。工業高校前
バス停下車。
19
●佐世保競輪場

佐世保市干尽町 2-5 TEL 0956-31-4797

【アクセス】JR 佐世保駅より徒歩 15 分。
20
●佐世保市民会館

佐世保市花園町 10-19 TEL 0956-23-0267

【アクセス】JR 佐世保駅より市・西肥バス大野行き乗車。松浦
町バス停下車。徒歩 10 分。
27
●佐々勤労者体育センター

北松浦郡佐々町本田原免 123 TEL 0956-62-6294

【アクセス】JR 佐世保駅より西肥バス平戸・吉井・大加勢、江
迎（楠泊経由）
・世知原、檜巻（吉井経由）
・松浦バスセンター（福
井経由）行き乗車。佐々中央通バス停下車。徒歩 4 分。
30
●アルカス

SASEBO

佐世保市三浦町 2-3 TEL 0956-42-1111

【アクセス】JR 佐世保駅より徒歩 2 分。

31
●佐世保市東部スポーツ広場

佐世保市浦河内町無番地 TEL 0956-39-5855

【アクセス】JR 早岐駅より西肥バス東部営業所・佐世保東翔
高校行き乗車。広田三丁目バス停下車。徒歩 10 分。

9

32
●県立佐世保東翔高等学校グラウンド

1
○
佐世保市体育文化館地下駐車場については、8 月 4
日〜 8 月 7 日の期間、空手道競技の練習会場として使用
しますので、一切駐車出来ません。皆様方には、何かと
ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、空手道競技大会
へのご理解・ご協力を賜り、何とぞよろしくお願い申し
上げます。
2
○
ハンドボール競技が行われる海上自衛隊平瀬体育館
及び佐世保教育隊体育館については、施設の管理上、一
般観覧車の車輌による入場は一切出来ません。両競技会
場へのご来場の際は、佐世保駅みなと口臨時駐車場（予定）
から発着するシャトルバスを利用して下さい。
※各競技会場の一般駐車場は、台数が限られております
ので、ご来場の際は、公共交通機関をご利用下さい。

佐世保市重尾町 425-3 TEL 0956-38-2196

【アクセス】JR 早岐駅より西肥バス佐世保東翔高校行き乗車。
佐世保東翔高校バス停下車。
35
●川棚町中央公園運動広場

東彼杵郡川棚町下組郷 338 TEL 0956-82-3894

【アクセス】JR 川棚駅より徒歩 10 分。

37
●ハウステンボス
（ユトレヒトプラザ）
【アクセス】JR ハウステンボス駅より徒歩 10 分。

“ぷれい！”第 18 号［2003 年夏］
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スポーツは人類共通の文化

淳一

雲市は、平成十一年をスポーツ
振興元年と位置づけ「人づくり」
「環境づくり」
「システムづくり」を三
本の柱とし、 世紀を展望した「出雲
スポーツ振興プラン 」を策定した。
「いつでも、どこでも、だれでも、い
つまでも」
、を実践することのできるシ
ステムとして、総合型地域スポーツク
ラブの設立 育
･ 成に着手。各スポーツ
施設の有効な管理運営や各種スポーツ
振興策に積極的に取り組み、より多く
の市民の方々が、競技スポーツからレ
クリエーションスポーツまで幅広く
チャレンジし、体力づくり、健康づく
りに汗を流せるような「生涯スポーツ
社会」の実現を目指している。

出

もある。
○既存のクラブやサークルの人達へ
これまでに味わってきたスポーツを
する喜びや楽しさを、一人でも多くの
人々に伝えていくことが重要である。
総合型地域スポーツクラブづくりには 、
このような人達のリーダーシップと協
力がなければ成功しない。メリットは、
まちづくりへの貢献であり、愛他精神
のすばらしさを味わえることである。
○体育団体と各競技団体へ
競技力の向上と底辺の拡大は車の両
輪である。底辺拡大の絶好の場であり、
種目の普及の場、それが地域社会であ
り、総合型地域スポーツクラブがそれ
を可能にするシステムである。総合型
地域スポーツクラブづくりに参加しな
いということは、種目の普及の場を自
ら閉ざすことになる。乗り遅れないよ
うにし、むしろ積極的にクラブづくり
へ向けて行動する必要がある。
○行政の関係者の方へ
「クラブづくりはまちづくりである」
ということを考えると、行政の各部局
が協力・協議して、クラブづくりのた
めに何をすべきかを総合的に検討する
ことが重要となる。まちづくりが市民
と行政との協働作業であるように、ク
ラブづくりも協働作業の一つである。
創る主役は市民であることを忘れては
いけない、そのための条件整備・支援
に徹することが行政役割となる。
出雲スポーツ振興 21
企画総務課長

白枝

クラブづくりはまちづくりを理念に
「行政と市民が一体となってスポーツクラブづくりを」
。新しい時代にふさわ
しいスポーツライフ実現に向けて、
いま佐世保市は研究を続けています。三
月二十一日、
西海パールシー・マリナホールで開いた「ＳＡＳＥＢＯスポーツコ
ンベンション２００３」もその一環です。基調講演した筑波大の体育科学系
教授、八代勉さん、
ＮＰＯ法人・出雲スポーツ振興 の白枝淳一さんの実践
活動講演、
五名のパネリストによるシンポジウムは、
佐世保市のまちづくりの
計画に重要な意味を持つものでした。そこで、
講演やシンポジウムの要旨を
まとめてみました。
■基調講演テーマ

総
—合型地域スポーツクラブの創造に向けて —
題の総合型地域スポーツクラブづくり
につながる。

総合型地域スポーツクラブの
システム

機会、
スポーツ活動に必要な場所、
資金、
指導者等会員の参画により整え、自分
達の楽しめるスポーツシーンを自分達
でつくり出す）
以上をまとめると、
総合型地域スポー
”
ツクラブは、地域の人たちが集う学校
のようなもの〟
と位置付けられる。
また、総合型地域スポーツクラブづ
くりは、創設期が特に難しいといえる。
その対応策としては、住民に必要性を
いかに理解してもらうかということで
ある。それは、住民組織への啓発活動、
学校への浸透、行政に頼らないクラブ
づくりということを理解してもらう必
要がある。自分達の必要（地域づくり、
まちづくりの一環、地域住民の健康の
増進・スポーツ活動の充実など）から
つくるものだということを認識するこ
とである。

○市民の意識と役割
スポーツは教育的な価値が極めて高
い人類共通の「文化」であることを再
確認し、スポーツを手段にし大事にす
るまちづくりを進めなければならない 。
”
クラブづくりはまちづくり〟である。
老若男女、運動の上手下手を越えて、
全ての人が、
「文化」としてのスポーツ
を「する」
「みる」
「支える（創る）
」と
いう三点で関わりができる「地域社会」
をつくることが必要である。
○学校関係者の意識と役割
まちづくり・クラブづくりの重要な
鍵を握っているのは学校であることを
理解し、積極的に関わっていく必要が
ある。クラブづくりは学校再生の鍵で

クラブ運営の成功の秘訣（結論）
総合型地域スポーツクラブを作るこ
と自体を目的に頭を下げ、辻褄合わせ
をして作っても長くは続かない。他県
の例でも明らかである。総合型地域ス
ポーツクラブはあくまでも手段であっ
て、各種スポーツに地域住民が進んで
参加してもらうことが目標。
最終的な目的は街づくり、地域づく
りで、真の地域コミュニティを作らな
いと子供たちも育たない。スポーツは
誰もが加入しやすく、全世代にわたっ
が、二歳の子供からおじいさん・おば
あさんまでが一つのチームとして練習
に取り組み、祭りに参加した。同じ空
間の中で同じ体験をして、それが家に
戻ったときに、同じ共通の話題になっ
て会話がはずむ。体を動かすことだけ
ではないすばらしい精神的なコミュニ
ケーションの場として活用されている
と感じた。

このシステムの実行機関として平成
十二年四月に
「特定非営利活動
（ＮＰＯ）
法人・出雲スポーツ振興 」を設立。
従来、行政が一手に行ってきたスポー
ツ文化の諸施策をこの「出雲スポーツ
振興 」が担当し地域住民、行政と手
を携えて事業を現実のものにする役目
を担っている。

地域との連帯の架け橋

21

3

4

5

総合型地域スポーツクラブの設立に
あたっては、既存の競技をいかに取り
込むかが重要となる。最初からクラブ
に入っていなかったら、そのスポーツ
の普及を閉ざしてしまうのではないか
と思う。
楽しいスポーツ・遊びのスポーツだ
けでなくて、
やはり競技性があるスポー
ツも取り込んで、この中に入っていっ
てかかわりあいを持つことで、体育協
会としてのスポーツ人口の底辺の拡大
というものに大きく影響する事業とな

■実践活動講演

て親しむことができ、やったり見たり
するだけでなく、その中から子供たち
を支える部分が出てくる。決して無理
に作る事はせず、地域が本当に理解し、
住民が自主的に運営する体制を確立し
ていくことが大切である。

21

終わりに

合型地域スポーツクラブとは、
○「地域」のスポーツクラブで
ある。○小学校あるいは中学校区程度
の範囲を基本にして、地域住民の誰も
が参加できること。○住民の共有財産
であり、地域社会に貢献するクラブで
あること。○「総合型」のスポーツク
ラブである。（種目、年代、性別、技能
レベル、スポーツの目的等を制限しな
い形）○誰もがいつからでも参加でき、
生涯にわたりスポーツをライフスタイ
ルにできる。○スポーツの枠を超えた
クラブであること。（スポーツだけでな
く、様々な文化的・生活的な活動を包
み込んだ、豊かなスポーツライフから
豊かなコミュニティライフをエンジョ
イできるクラブ）○地域が主役になっ
た自主的、主体的なクラブである。（ボ
ランティアが中心となり、スポーツの

ポーツ少年団まで含めた連携・補完に
よるスポーツ種目の選択幅の拡充の利
点もある。
市全域対象型は、○高いレベルの技
術指導を提供できること。○多様な種
目のスポーツ教室の受講が可能である
こと。○中学校区対象型にない専門ス
ポーツ種目があること。この三点が挙
げられる 。クラブはいずれも、会員の
意見を聞き、そのニーズにすばやく対
応でき、満足のいくサービスを供給で
きる体制を整えており、会員はこの二
つのパターンを自ら選択出来る。

総

出雲市における総合型地域スポーツ
クラブの場合、中学校区対象型と市全
域対象型の二通りのパターンを設けて
いる。
中学校区対象型は、○会員の確保が
可能な住民がいるということ。○自転
車で通える範囲であること。○児童か
ら高齢者まで気軽に参加できること。
○比較的身近な会員が集えること。地
域が一体となり活動ができる利点があ
ることから現在四中学校区が活動を
行っている。また、学校部活動が生徒
数の減少により難しい時期であり、ス
総合型地域スポーツクラブで、大人
の責任として子供達をそういう場にま
きこんで、子供達に未来のある地域社
会づくりをこのクラブでできることが
理想。
また、総合型地域スポーツクラブ作
りは、スポーツ団体だけのクラブづく
りだけに限らず、街づくりという視点
を持つ必要がある。行政には、地域住
民と一緒になって作り上げていく姿勢
が重要である。

勉氏

地域社会の豊かな発展を目指して

地
方の時代には、地方公共団体と
地域住民が協働してまちづくり
をし、地域の活性化に取り組んでいく
ことが大切。特に地域社会が果たす役
割としては、
○教育問題 学校教育・生涯学習とも
に、地域社会と家庭の協力がかかせな
い。
○少子化社会・高齢社会問題 地域社
会の相互扶助体制の充実が重要。
○ノーマライゼーション社会問題 障
害者や弱者に優しい地域社会の実現。
○国際化問題 外国人を暖かく受け入
れる地域社会づくり。
○環境問題 日常生活が営まれている
地域社会に基礎を置く。
以上のように様々な問題を解決する
力を持った地域をつくることが重要で
ある。その中で地域社会づくりを推進
する力、手段としてスポーツを活用し
ていくことが望まれる。
この流れが、住民参加・住民主導型
の生涯スポーツ振興策であり、いま話

地域住民が地域住民のために
が基本

サッカーを取り入れて、いかに地域に
根ざしたクラブにできるかを模索し育
てた結果。当然、自主財源での運営が
基本となるため、プレイヤーと指導・
事務に携わるスタッフと応援のサポー
ターの意識が不可欠。いかに組織化さ
れるかがポイントとなる。
競技団体に対しては指導者の養成と
派遣に対して、行政には施設の提供に
対して、それぞれ理解を得る必要があ
る。また、
地域の企業には資金面や施設、
また人材の提供などに理解を得る必要
がある。

3
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淳一氏

企画総務課長

総合型の話を持ちかけたときは、地
域住民から資金や人材を期待される。
その際、行政は無理に理解をしてもら
おうと説得してはいけない。あくまで
も、総合型地域スポーツクラブは地域
住民が主体であり、行政はサポートに
過ぎない。
常に黒子に徹する事が肝要。従来の
ように行政主導では事業は成立しない。
問題点が出たときは、地域住民自らが
考え、解決していかなければならない。
そういう力はみんな持っているはずで
ある。

ＮＰＯ法人出雲スポーツ振興

白枝 淳一氏

ることを期待している。

白枝

4

ＮＰＯ法人
21

（ＮＰＯ法人出雲スポーツ振興
21 企画総務課長）
昭和 28 年、島根県生まれ。昨年
のＷ杯アイルランドナショナル
チーム市民サポートグループ事務
局長をへて現在にいたる。49 歳

1

2

現在の民間スポーツクラブには、本
当に運動が必要な人は、あまり通わな
い。しきいが高いのかなという思いが
ある。指導者がもっと地域に出向いて
いく必要がある。子供達にとって、そ
の場が歩いていける距離にあれば安心
だし、
「できた・やれた・もっとやりた
い」と思わせ、意欲をわかせるような
ことも重要である。
よさこい祭りの中で体験したことだ

3

八代

21

6

｢ 地域コミュニティをスポーツで ｣
総合型地域スポーツクラブの
取組み！
21

2

1

2

5

社会で子供たちが生きていくために
は、子供達自身が社会を作ってそれを
運営していく能力が必要になってくる
と言われている。この能力は、単に教
育や躾というものだけでは作れない状
況にあり、いかに多くの大人との交流
やいろいろな体験を行うかで、力が養
われると言われている。

道徳氏
小林

3

（筑波大学体育科学系教授）
昭和 16 年滋賀県生まれ。専門分野は体育・
スポーツ経営学で、総合型地域スポーツクラブ
理論のさきがけとなる研究実践を積む。62 歳

（佐世保市体育協会理事長）
昭和 26 年長崎県生まれ。佐
世保市総合型地域スポーツク
ラブ研究委員会座長を務め
る。佐世保型設立のキーパー
ソンとして活躍。51 歳。

1

秀子氏
迎

2

（長崎県エアロビック連盟常
任理事、ダンススタジオ
ビーフラット代表）
昭和 36 年長崎県生まれ。佐
世保よさこい祭に関わったり、
祭を通した健康づくりの研究
を進めたりと活躍。41 歳。

1

（長崎短期大学保育学科講師）
昭和 44 年、鹿児島県生まれ。
専門は体育・スポーツ経営学。
現在佐世保市総合型地域ス
ポーツクラブ研究委員会アド
バイザーを務める。34 歳

7

健一郎氏

総合型地域スポーツクラブは、全国
の都道府県で千百以上が活動をしてい
るが、行政が深く関与するともろくな
る一面があり、運営が行き詰まる例が
数多くある。これらを教訓に、事業の
推進が必要である。主役はあくまでも
地域住民であり「運営から実践参画ま
でを、地域住民が地域住民の手で」が
基本となる。

｢ 総合型スポーツクラブを設立するに
あたっての五人のパネリストの意見」

総合型地域スポーツクラブを立ち上
げるには、作り上げるのではなく、育
てることが大切。
わかばスポーツクラブでは水泳と

■第二部 シンポジウム

4

1

2

3

4

5

出雲の実践はこんな形…で

（わかばスポーツクラブ代表）
昭和 21 年福岡県生まれ。水
泳、サッカー、野外活動等を幅
広く実践。多世代多種目の総
合型地域スポーツクラブづく
りに取り組む。56 歳。
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氏
ち ょ く し

中尾

｢ 新しい時代のスポーツ
環境における団体、住民の
意識つくり」
のぼる

猪口志

ぷれい！
トピックス
ぷれい！
トピックス

July

写真一番上は典型的なランニングシューズ

を横から見たところ。

1

○ＡＢＳプレートは靴底に装着されるＵ字

型の樹脂プレート。衝撃を分散吸収し反発力

○インステップサポート・システム。上部

も生みます。

7

○フィットアップサポートアームは、その

の舌（ビジネス靴図参考に）と一体化した伸

名のとおり足の上部を包み込み、外側三本、

内側二本の強化繊維が折り込まれていて足を

縮性に富むスパンテックス製。足と靴のフィッ

○メディカルソール・システム。靴底の中

8

ト感を生み出します。

間部に入れる素材で、土踏まずと足先外側の

○過回内運動抑制機能とは、内側にひねる

固さの差で足のねじれを防ぎます。

動きをおさえるため、内と外に段差をつけた

ゴム製スポンジをつけたもの。日本人ランナー

9

2

守り、ブレを防ぎます。

20

○スコッチテープは夜間歩行安全のためで

10

かかとは光を乱反射し車の運転者に注意を呼

3

び起こします。

○コードレエアリーは 〜 ミクロンの無

数の穴があいた合成皮革で、高度の通気性が

4

ありながら防水性に富んでいます。

○内外非対称大型スタビリティカウンター

○片フレアミッドソール・システム。写真

に多いアキレス腱障害などを防止します。

10

とは専門用語。安定性が高いかかとの一部で、

着地したときの横ぶれを防ぎます。非対称と

下のように中間部の靴底を外側にそらせ、こ

踵面廻り heel base
積上ヒール
built-up heel
ヒール heel

れも日本人特有の外側着地による障害を防ぐ

ビジネス靴の構造図

quarter

はかかとの内と外の衝撃の差を考えて作られ

腰

ものです。

back stay
フレンチコード
french coad

たもので、常に安定した着地が保てるように

市革

以上のように、一見簡単そうなランニング

toe cap
welt
out sole

quarter lining

○ハイドロフローユニット・システムも同

先飾
細革
表底

腰裏

5

計算されています。

舌 tongue
靴紐 laces
フォクシング foxing
鳩目脇 eyelet row
甲 upper

シューズも、長年の研究による改良と新素材

ランニングシューズの構造図

洋樹

（アイケン医院院長）

の開発、適合テストによって、より機能的に、

10. 片フレアミッドソールシステム

中村

スポーツドクター

様専門用語。ショックを和らげるシステムで、

8. メディカルソールシステム

しょう。

9. 過回内運動抑制

ランニングシューズの構造

より安全にと工夫されているのがおわかりで

6. ABS プレート

advice4

粘性シリコン液がショック差に応じて動き、

5. ハイドロフローユニット・システム

競技選手などベテランは別として、一般

3. コードレエアリー
4. 内外非対称大型スタビリティカウンター

新・スポーツドクター
4
からのアドバイス○

反発力で足を障害から護ります。

1. フィットアップサポートアーム

アマチュアが「ちょっと走ってみる靴」を

1

選ぶときに心がけることを述べてみましょ

3

う。それは簡単に言えば○使い棄てという

程度○作りがシンプル○はいてみて違和感

が無い、ということです。それでも「ラン

“PLAY!” Vol.18 SUMMER.2003

ニングシューズの構造はどうなっているの

13

2

7. インステップサポート・システム

2. スコッチテープ

9

●水泳（佐世保水泳協会）
TEL0956-40-8389（小宗）
●体操（佐世保体操協会）
TEL0956-24-2243（金子）
●バレーボール（佐世保市バレーボール協会） TEL0956-28-3753（中村）
●山岳（佐世保市山岳連盟）
TEL0956-23-2646（馬場）
●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）
●アーチェリー（佐世保市アーチェリー協会）
TEL0956-31-7260（江頭）
●ハンドボール（佐世保市ハンドボール協会） TEL0956-34-2180（平原）
●自転車（佐世保自転車競技連盟）
TEL0956-39-2685（小森）
●ソフトボール（佐世保市ソフトボール協会）
TEL0956-22-7641（筒江）
●ホッケー（佐世保ホッケー協会）
TEL0956-22-9806（沖田）
●バドミントン（佐世保バドミントン協会）
TEL0956-28-0833（和田）
●空手道（佐世保市空手道連盟）
TEL0956-33-0440（中島）
●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）
●クレー射撃（佐世保市クレー射撃協会）
TEL0956-23-1689（花野）
●軟式野球（佐世保軟式野球連盟）
TEL0956-23-3663（村川）
●ボウリング（佐世保市ボウリング協会）
TEL0956-22-6917（永野）
●ソフトテニス（佐世保市ソフトテニス協会）
TEL0956-49-7377（高木）
●ゲートボール（佐世保市ゲートボール協会） TEL0956-31-1897（山山竒）
●スキー（佐世保市スキー連盟）
TEL0956-40-5454（平田）
●テニス（佐世保市テニス協会）
TEL0956-24-6677（山本）
●少林寺拳法（佐世保市少林寺拳法協会）
TEL0956-25-6441（森岡）
●サッカー（佐世保市サッカー協会）
TEL0956-23-6285（小林）
●海洋スポーツ（佐世保海洋スポーツ協会）
TEL0956-32-6398（松本）
●卓球（佐世保卓球協会）
TEL0956-33-3103（鷹見）
●スケート
（佐世保市スケート連盟）
TEL0956-39-1119（野元）
●柔道（佐世保柔道協会）
TEL0956-33-4784（安部）
TEL0956-33-0756（山崎）
●弓道（佐世保弓道連盟）
TEL0956-25-5487（佐々木） ●馬術連盟（佐世保馬術連盟）
●ゴルフ（佐世保ゴルフ協会）
TEL0956-38-3998（野田）
●剣道（佐世保剣道協会）
TEL0956-48-3204（高野）
●ボクシング（佐世保アマチュアボクシング連盟） TEL0956-39-3731（松永）
●銃剣道（佐世保銃剣道協会）
TEL0956-47-4892（山本）
●トライアスロン（佐世保市トライアスロン協会）TEL0956-58-4152（鮎川）
●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）

佐世保市体育協会 35 競技団体ガイ
ド（平成 15 年 4 月 1 日現在）

かな」と疑問に思うこともあるでしょう。

8

少し専門用語も混じりますが、写真を参

ソフトボール第 47 回佐世保市少年大会（会場●佐
世保市総合グラウンド・相浦西小学校グラウンド）
7 月 20 日（日）
第 26 回長崎県下小学生バレーボール大会佐
世保市予選会（会場●市内小学校体育館）
7 月 20 日（日）
ソフトボール平成 15 年度レディース SP 秋季
大会（会場●中央公園運動広場）

SPORTS DOCTOR ADVICE part2
考にして説明してみます。
（ビジネス靴図

EVENT CALENDAR

7 月 4 日（金）
ボウリング佐世保支部メジャーリーグ戦 6
（会場●ラッキーボウル）
7 月 5 日（土）〜 7 月 6 日（日）
軟式野球第 32 回県下少年学童佐世保地区予選
（会場●佐世保野球場）
7 月 5 日（土）〜 6 日（日）
サッカー U-12 交流大会
（会場●陸上競技場）
7 月 6 日（日）〜 13 日（日）
ソフトボール第 51 回西日本男子選手権大会
（会場●佐世保市総合グラウンド・もみじが丘公園グラウンド）
7 月 6 日（日）
バドミントン平成 15 年度佐世保市県体予選大
会（会場●振興会体育館）
7 月 6 日（日）〜 9 月 28 日（日）
軟式野球第 53 回県下選手権一般佐世保地区
予選（会場●佐世保野球場）
7 月 6 日（日）
ボウリング第 14 回長崎県ダブルス選手権大会
（会場●ラッキーボウル）
7 月 6 日（日）
馬術体験乗馬
（会場●佐世保馬事公苑）
7 月 9 日（水）
ゲートボール市協会ふれあい大会
（会場●佐世保市稲荷町ゲートボール場）
7 月 12 日（土）〜 13 日（日）
九文中学女子招待バレーボール大会
（会場●九州文化学園）
7 月 13 日（日）〜 20 日（日）
ソフトボール平成 15 年度実年ＳＰ秋季大会
（会場●もみじが丘公園グラウンド）
7 月 13 日（日）
テニス第 3 回 STA 女子団体戦
（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
7 月 13 日（日）
サッカー S リーグ
（会場●北部ふれあいスポーツ
広場、佐世保市総合グラウンド運動広場）
7 月 13 日（日）
サッカーおやじフットサル
（会場●？？？体育館）
7 月 13 日（月）
卓球ミックスダブルス大会
（会場●振興会体育館）
7 月 17 日（木）〜 8 月 23 日（土）
市民スポーツ弓道教室
（会場●県立武道館弓道場）
7 月 18 日（金）
ボウリング佐世保支部メジャーリーグ戦 7
（会場●シルバーボウル）
7 月 18 日（金）
ゲートボール年代別・76 歳以上大会
（会場●佐世保市稲荷町ゲートボール場）
7 月 19 日（土）〜 21 日（祝）
佐世保市小学生バスケットボール大会
（会場●振興会体育館、小学校）
7 月 19 日（土）〜 23 日（水）

9 月 13 日（土）〜 14 日（日）
8 月 10 日（日）
バスケットボール佐世保市中学校新人大会
ボウリング第 34 回長崎県シニア選手権大会・第 17
回長崎県ジュニア競技大会（会場●シルバーボウル） （会場●振興会体育館、中学校）
9 月 13 日（土）〜 21 日（日）
8 月 13 日（水）〜 14 日（木）
軟式野球平成 15 年秋季少年二部選手権
長崎新聞社杯バスケットボール大会（一般）
（会場●佐世保野球場）
（会場●振興会体育館、小佐々）
9 月 13 日（土）〜 14 日（日）
8 月 17 日（日）
ソフトテニス佐世保地区高校新人大会
第 26 回長崎県下小学生バレーボール大会
（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
（会場●佐世保市体育文化館）
9 月 13 日（土）〜 14 日（日）
8 月 17 日（日）
柔道第 12 回佐世保地区高校新人体重大会
水泳県高校新人大会
（会場●県立武道館柔道場）
（会場●佐世保総合グラウンドプール）
8 月 21 日（木）〜 31 日（日）
9 月 14 日（日）
第 3 回つくも旗争奪中学校軟式野球大会
アーチェリー長崎県公認記録会
（会場●佐世保野球場・他）
（会場●佐世保市総合グラウンドアーチェリー場）
8 月 23 日（土）〜 24 日（日）
9 月 14 日（日）
長崎県ジュニア水泳大会
ホッケースポーツ教室
（会場●佐世保総合グラウンドプール）
（会場●佐世保工業高校）
8 月 24 日（日）
9 月 14 日（日）
バドミントン平成 15 年度県北高等学校選抜選
クレー射撃射撃指導教室
手権大会（会場●佐世保市体育文化館）
（会場●伊万里市クレー射撃場）
8 月 30 日（土）〜 31 日（日）
9 月 15 日（祝）
佐世保市中学生学年別新人卓球大会
聖和小学女子招待バレーボール大会
（会場●振興会体育館）
（会場●聖和女子）
8 月 30 日（土）
9 月 15 日（祝）
長崎県高等学校総合体育大会地区新人戦
August
バドミントン第 12 回ＫＴＮ杯選手権大会（一般）
（空手道）
（会場●佐世保南高校）
（会場●佐世保市体育文化館）
8 月 1 日（金）〜 4 日（月）
8 月 30 日（土）
9 月 15 日（祝）
軟式野球第 22 回佐世保市中学校新人選手権 ゲートボール第 4 回ヨネザワ杯九州シニア
サッカー 1 年生交流大会（中学生）
大会（会場●佐世保野球場）
県予選大会（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運動広場）
8 月 1 日（金）
8 月 31 日（日）
9 月 20 日（土）
ボウリング佐世保支部メジャーリーグ戦 8
バドミントン平成 15 年度中学校選抜選手権
サッカー 1 年生交流大会（中学生）
（会場●ラッキーボウル）
大会（会場●佐世保市体育文化館）
（会場●北部ふれあいスポーツ広場）
8 月 2 日（土）〜 3 日（日）
8 月 31 日（日）
9 月 20 日（土）〜 21 日（日）
九十九島卓球大会
バスケットボールアメリカンフェスティバル
サッカー S リーグ
（会場●佐世保市体育文化館）
3 on 3（会場●佐世保市）
（会場●東部スポーツ広場）
9 月 21 日（日）〜 28 日（日）
8 月 2 日（土）
ソフトボール第 46 回郡市対抗大会
ソフトテニス楠瀬杯佐世保市中学夏季予選会
September
（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）
9 月 5 日（金）
9 月 21 日（日）
8 月 2 日（土）
ボウリング第 55 回長崎県民体育大会佐世保
第 3 回 STA ミックステニストーナメント
柔道国体成年県予選
市予選会（会場●シルバーボウル）
（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
（会場●県警武道館）
9 月 6 日（土）〜 7 日（日）
9 月 21 日（日）〜 23 日（祝）
8 月 3 日（日）
九十九島杯西九州中学男子バレーボール大会
アーチェリー初心者講習会兼競技力強化
九州ママさんバレー優勝大会 1 次予選会
（会場●佐世保市体育文化館・振興会体育館）
（会場●佐世保市総合グラウンドアーチェリー場）
（会場●振興会体育館）
9 月 6 日（土）〜 13 日（土）
9 月 23 日（祝）
8 月 3 日（日）
ソフトボール第 14 回九州小学生選抜（新人）
平成 15 年度第 2 回県ソフトバレーボールフェス
テニスジュニアサマーリーグ
大会（会場●中央公園運動広場）
ティバル
（会場●佐世保市体育文化館）
（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
9 月 6 日（土）
9 月 23 日（祝）
8 月 3 日（日）
ソフトテニス第６回市内中学学年別大会
柔道第 40 回西海武道大会
アーチェリー市記録会
（会場●振興会体育館）
（会場●佐世保市総合グラウンドアーチェリー場） （会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
9 月 7 日（日）
9 月 27 日（土）〜 28 日（日）
8 月 3 日（日）
第 20 回佐世保少年少女テニス大会
バスケットボール全国高校選抜優勝大会
クレー射撃親睦射撃大会
（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
県予選（会場●三菱重工体育館）
（会場●伊万里市クレー射撃場）
9 月 7 日（日）
9 月 27 日（土）
8 月 7 日（木）〜 11 日（月）
サッカー壮年リーグ
ゲートボール第 23 回秋季大会（市民大会予選
平成 15 年度全国高校総合体育大会（バレー
兼ねる）
（会場●広田東部公園）
ボール女子）
（会場●佐世保市体育文化館・他） （会場●北部ふれあいスポーツ広場）
9 月 7 日（日）
9 月 28 日（日）〜 10 月 5 日（日）
8 月 9 日（土）〜 10 日（日）
ソフトボール第 51 回佐世保市民大会
サッカー第 4 回佐世保市ジュニアユース大会（会場●北部ふれあい サッカー S リーグ
（会場●佐世保市総合グラウンド運動広場）
（二部職域）
（会場●中央公園運動広場）
スポーツ広場、佐世保市総合グラウンド運動広場、陸上競技場）
9 月 7 日（日）
9 月 28 日（日）〜 10 月 12 日（日）
8 月 9 日（土）〜 12 日（火）
卓球ダブルス選手権大会（中学・一般）
第 50 回全国高校柔道大会
ソフトボール第 51 回佐世保市民体育大会
（二部クラブ）
（会場●振興会体育館）
（会場●諫早・小野体育館）
（会場●中央公園運動広場・もみじが丘公園グラウンド）
9 月 7 日（日）
8 月 9 日（土）〜 10 日（日）
9 月 28 日（日）
県北地区秋季水泳大会
陸上競技佐世保地区高校新人大会
バドミントン第 12 回 KTN 杯選手権大会
（混合）
（会場●佐世保市総合グラウンド陸上競技場） （会場●佐世保総合グラウンドプール）
（会場●振興会体育館）
9 月 8 日（月）
8 月 10 日（日）
9 月 28 日（日）
ゲートボール市協会ふれあい大会
剣道祭
佐世保市総合団体卓球選手権大会
（会場●佐世保市稲荷町ゲートボール場）
（会場●県立武道館）
（会場●佐世保市体育文化館）
7 月 20 日（日）
テニス第 3 回ナガマツ杯 STA ダブルス大会
（会場●佐世保市総合グラウンド庭球場）
7 月 20 日（日）〜 27 日（日）
さわやか杯少年サッカ−大会（小学生）
（会場●北部ふれあいスポーツ広場）
7 月 20 日（日）
水泳全国 JOC Jr 夏季予選会
（会場●佐世保温水プール）
7 月 20 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）
7 月 20 日（日）
クレー射撃射撃指導教室
（会場●伊万里市クレー射撃場）
7 月 25 日（金）〜 27 日（日）
長崎県中学校総合体育大会
（会場●佐世保市内）
7 月 26 日（土）
ゲートボール年代別・75 歳以下大会
（会場●佐世保市稲荷町ゲートボール場）
7 月 28 日（月）〜 8 月 13 日（水）
全国高校総合体育大会（インターハイ）
（会場●県内各地）

と対比）

年スポーツイベントガイド
2003

7

6

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
佐世保市天神町 3-2691-3
フリーダイヤル 0120-255-153

“ぷれい！”第 18 号［2003 年夏］
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インフォメーション

インフォメーション

INFORMATION

【対象】小学 4 〜 6 年生
【会場】佐世保市体育文化館

9月1日
（月）
〜9月19日
（金）

【参加料】750 円（保険料含む）
【定 員】32 名

スポーツ教室申込み方法（各教室共通）

佐世保市体育文化館宛
1
3. 窓口受付 ○佐世保市体育文化館
2
○振興会体育館
3
○佐世保市温水プール
（初心者水泳教室のみ）

15
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＊記入事項

下記の１〜３のいずれかの方法で申し込みください。
1.FAX
0956-22-3711
2. はがき
〒 857-0805 佐世保市光月町 6 番 17 号

合グラウンドプール（通

【対 象】一般（男・女）
【参加料】2,000 円（保険料含む）
【会 場】佐世保市温水プール 【定 員】30 人
【問合せ先】佐世保市温水プール TEL23-5455

称たこちゃんプール）が、

申し込み受付期間

9月27日
（土）
10月11日
（土）
・18日
（土）
・25日
（土）
◎時間 9時〜12時
（3時間）

9月20日（土）

期

間

6 月 15 日（日）〜 9 月 7 日（日）

時

間

9:00 〜 17:00

休場日

火曜日（夏休み期間中は休みません！）

入場料

高校生以上 400 円

問合先

やわらかいボールで思いっきりぷれい！しよう

フトバレーボールってどんなスポーツ？

○ やわらかくて、軽いボールを使用しま

教室開催日時

9月3日（水）〜

現在メンバー募集中です！

アシビー 935、
さくら（インディアカ）
●構成：女性 12 名 ●活動：月曜日・木曜日 11 時〜 13 時 ●場所：体育文
化館 ●会費：月 1,300 円 ●入会条件：年齢問いません
（部員募集中）
連絡先

安藤 洋子さん

（アシビー 935）

TEL 38-8442
森田 泰子さん（さくら）

TEL 25-4346

●開催 DATA

2 チーム合同で練習
をしています。気軽に
できるスポーツですので、一度私達と一緒に体験してみませんか？

小・中学生 160 円

施設料 ウォータースライダー（3 回）100 円

申し込み受付期間

9月22日（月）・25日（木）・26日（金）
10月1日（水）・2日（木）・3日（金）
◎時間 18時30分〜20時30分
（2時間）

『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。
詳しくは下記のインフォメーションをご覧ください。

自己最高記録にチャレンジ！！

幼児（1 歳以上）100 円

キッズソフトバレー
ボール教室（１期）

ソ

す。ですので、はじめ

ての子どもでも怖がら

ず容易に楽しむことが

できます。○バドミン

トンコートの広さで行

います。

レクリエーション感

覚で楽しめるソフトバ

30

2

1

総

7月30日
（水）
〜
8月27日
（水）

暑い夏は、みんなでたこちゃ

小学4年生〜6年生

市民サークル紹介
オープンしました。

7月30日
（水）
〜
8月20日
（水）

ウォータースライダーもある

小学1年生〜3年生

んプールへ行こう！

申込期間

暑い夏は、
たこちゃん
プールへいこう！
よ！

10時〜12時

運動会の主役になりたい子、集合

10時〜12時

んなで楽しく体を動かす」これが

この教室の大目標です。運動の苦

8月24日
（日）
8月30日
（土）
8月31日
（日）

象

ちびっこかけっこ
教室１・２期

「み

手な子でも楽しめます。
フラフープを使っ

た鬼ごっこ、ミニ

対

11時〜13時

8月23日
（土）

レーボールで、みんな

といい汗かこう！

室温・水温 度、暖かいプールで
エンジョイスイミング！

標は「クロールで ｍ泳げるように

なる！」です。目標達成のために講

第２期
初心者水泳教室

目

師が親切・丁寧・分

かりやすく指導しま

す「
。温水プールに行っ

てみたいけど泳げな

いし……」というあ

なた！一度参加して

みると新たな発見が

あるとおもいます。

教室開催日時

間

!!

【参加料】 300 円（保険料含む。1 日のみの参加者は 150 円）
【会 場】 佐世保市総合グラウンド・陸上競技場
【定 員】 各期 30 人＊ 1 期の参加はどちらか１日でも可能です。
【問合せ先】佐世保市体育文化館 TEL22-1522

【対 象】一般（男・女）
【参加料】2,500 円（保険料含む）
【会 場】佐世保市体育文化館
【定 員】25 名（注）ラケット・シャトルは、主催者で準備します。

25

時

ハードルをジャン

2期

開催日

プ、など遊びなが

8月30日
（土）

ら体を動かしつつ、

1期

正しい姿勢・立ち

8月13日
（水）
〜

方などかけっこの

期

ちょっぴり専門的

なことも教えます。

日頃のストレスを解消しましょう！

ケットの握り方から各種ストロー

ク、ルールを丁寧に指導し最終的

にはダブルスでゲームを楽しめるように

なることを目標

にしています。

運動不足を解消

したい人やバド

ミントンを基礎

から習いたい人

ぜひご参加くだ

さい！

申し込み受付期間

教室開催日時

9月3日
（水）
・4日
（木）
・10日
（水）
・11日
（木）
・
17日
（水）
・18日
（木）
・25日
（木）
◎時間 13時〜15時30分
（2.5時間）
※25日
（木）
は13時〜16時、3時間行う

初心者
バドミントン教室

スポーツ振興くじ助成事業

（財）佐世保市体育振興会主催のスポーツ教室。今回は 8 月〜 10 月開催の教室の参加者を募
集します。すべて初心者が対象ですので、興味がある人は一度参加してみませんか。
なお、平成 15 年度開催スポーツ教室の日程を「ぷれい！」インターネット版（アドレスは表紙にあ
ります）で公開しています。

ラ

スポーツ教室参加者
募集案内

INFORMATION

● FAX、はがきの場合
2
3
4
1
○教室名
○住所
・電話番号 ○氏名
（ふりがな） ○性別
5
6
○年齢
（小学生は学年も）
、生年月日 ○緊急時の連絡先を記
入しお送りください。
●窓口受付
窓口にある所定の用紙にご記入ください。
※各教室とも、定員になり次第（先着順）締め切りますので、お早
めに申込みください。
（受付開始日前の申込みは無効といたします）

TEL 47-3125

総合グラウンド管理事務所

利用時間が変りました。

温水プールの開館時間が 7 月から延長になります。さらに
多くの皆様の利用をお待ちしております。10 時に開館して、
閉館は 21 時です。休館日は今までと同様毎週火曜日です。

利用時間 10：00 〜 21：00
利用金額 高校生以上 340 円
（2 時間） 中学生以下 170 円

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）

佐世保市陸協長距離練習記録会（陸上競技）
●種目：陸上競技（3000m、5000m）
●活動：毎月第 4 土曜日 17 時スター
ト
（16 時受付）※当日参加で OK ●構成：中学生から一般男女 ●場所：
総合グラウンド・陸上競技
場又は佐世保高専グラウン
ド ●参加料：総合グラウン
ドの時は 100 円、高専の時
は無料
連絡先（担当）

佐世保市陸上競技協会
（佐世保高専）
吉塚 一典

大会前の調整、
選考会、
レースのリハー
また、情報
横田 裕介（西海学園高校）サルとして参加して下さい。
交換の場と
して
も活用く
だ
さい。
TEL 23-6161

TEL 34-8450

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。
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

あて先●佐世保市八幡町１—10

佐世保市体育協会『ぷれい！』係

TEL 24-1111 / FAX 25-9682
または●佐世保市椎木町無番地

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）●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）

財団法人佐世保市体育振興会事務局 TEL 47-3125

財団法人佐世保市体育振興会

TEL 47-3125 / FAX 47-7010

佐世保市椎木町無番地

佐世保市総合グラウンド内

※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。

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】

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

TEL.FAX 095-845-2926

■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・3132）

“ぷれい！”第 18 号［2003 年夏］
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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

国高校生のスポーツの祭典「長崎ゆめ総体」。皆さん、
ようこそ佐世保へ！……
この情報誌「ぷれい」
も 18 号目発刊。思い起こせば、平成 10 年の創刊号で「平成 15
年長崎インターハイ誘致が決定。50 年に一度のスポーツの祭典を皆で盛り上げましょう」の
ハイの出場を決めています。体操の椋本さん、
ボクシングの佐野君、
九州文化学園バレーボー
ル部ガンバッテ下さい。編集スタッフ一同応援してます。
インターハイは今では国民体育大会をしのぐ全国的なスポーツイベント。
ビッグイベントを市
民総出で盛り上げましょう。全国の高校生にエールをよろしく。

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 42-4411（内線 3131/3132）

編集後記◎今年の夏は全国から訪れる高校生の熱気で佐世保の街は活気づきます。全

記事を思い出します。
「私のクライマックス」
のコーナーで取り上げた選手も今回の長崎インター

モスバーガー
上相浦駅

財団法人佐世保市体育振興会

〒 858-0925 佐世保市椎木町無番地
佐世保市総合グラウンド内
平成 15 年7月 1 日発行●平成 11 年 4 月 1 日創刊（通刊第 18 号）TEL 47-3125 FAX 47-7010

URL http://www.sasebosports.com/

E-mail sasebosports@nifty.com

