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佐世保西男子ソフトボール金。応援に
行けなかったベースボールファンの多く

インターハイ開催に向けて

国から本市を訪れる大会参加者や選手

世保地区高等学校推進委員会では、全

手作り記念品作成

（一）一人一役高等学校推進委員会

佐

絵や言葉を描いて、会場に設置しました。 大

日から開催される長崎ゆめ総体で佐世

ために、 市内の小・ 中学生が歓迎のぼり旗の

は、
「初めて佐世保市を訪れる人も多いので、
明るく、失礼のない対応を行い、佐世保での
良い思い出が出来るような対応を心掛けた
い」とのことでした。

佐世保市開催競技の
県勢の活躍

（２００３年長崎ゆめ総体）が、
「長崎

会関係者に配付する約一万二千袋を作製しま

二十名が、佐世保市を会場にする五競技の大

生が、市実行委員会が準備したポスターを貼

所では、運営役員の教諭と運営補助員の高校

さきに開設されたＪＲ佐世保駅構内総合案内

七月二十八日の大会の開幕を待たずに一足

を挟み、八月二十四日まで行われました。

崎ゆめ総体は、八月十四日〜十六日の中休み

開催されました。 競技が開催されるこの長

動公園かきどまり陸上競技場で総合開会式が

ンのもと、七月二十八日（月）
に長崎市総合運

した。

ドブック・スクイズボトル・佐世保市記念品

品・うちわ・大会ガイドマップ・市大会ガイ

封入する袋の中身は、参加章・手作り記念

ハンドボール競技（七月二十八日〜八月三日）
机上に陳列したりして、全国から本市を訪れ （１）

ったり、競技パンフレット・観光ガイド等を

総合案内所は、午前八時から午後六時まで

技レベルは、平成十三年度のひのくに新世紀

で開催されました。長崎県のハンドボール競

佐世保市体育文化館など、五競技会場

ンドボール競技は、七月二十八日から

開設し、市内の交通、宿泊、競技結果などの

ハ

る大会関係者を迎える準備を行いました。

案内を行いました。同案内所で対応する生徒

選手に贈られる市大会ガイドブックには、
高校生が製作した競技会場周辺のエリアマッ

総体での優勝など、特に男子の部で近年全国

プ、会場への交通アクセス、佐世保市観光ガ
イド、交通関係機関のご案内などが盛り込ま
れました。
袋詰作業では、袋詰、箱詰、仕分けなどの
係に分かれ市実行委員会の支持のもと作業を
行いました。配布対象者毎に封入する中身が
違っているため、参加した高校生は、入れ間
違いがないように真剣に作業に取組んでいま
した。

佐世保市内のアーケードには、 長崎ゆ

００３年長崎ゆめ総体の開催にあたり、

（六）歓迎バナー（フラッグ）の設置

２

め総体を歓迎する歓迎バナー
（フラッグ）が装

佐世保市のこの児童、生徒の応援は、遠来

作成に取組みました。
する選手達を激励するものとなり、歓迎の輪
を広げるものとなりました。
（四）２００３年長崎ゆめ総体手作り記念品・
国高校総体の佐世保地区高等学校推進

歓迎草花プランター贈呈式
委員会は、大会に参加する選手に配布

プランターを、同総体・佐世保市実行委員会
に贈りました。
手作り記念品は、佐世保こまキーホルダー
や陶器ペンダント等約五千五百個を各学校の
生徒が学業と並行して１人１役活動の一環と
して作成しました。この手作り記念品は、七
月二十四日に開催される歓迎袋詰作業の時に

男子ハンドボール瓊浦高校

等です。

28

するために作成した手作り記念品・歓迎草花

全

に配布するための、手作り記念品を作成しま

です。

かりで、選手が一生思い出になるようなもの

や陶器ペンダント等の郷土色に富んだ作品ば

記念品の内容は、佐世保こまキーホルダー

継続は力。言いふるされた格言ですが、 した。
そこに在る真理はまぎれもない指針で
の成果は、市民スポーツいっそうの興隆

が「感動の瞬間をこの目で見たかった」 す。平成十五年長崎ゆめ総体の佐世保勢
と悔やんだものでした。大健闘を、この
（二）一人一役推進委員会手作りごみ箱作成

大声援と熱気のなか、想像を絶するプレ
会期間中には、 運営補助員に当っている生徒

花いっぱいで装飾するため、社会福祉

世保市で行なわれる競技大会の会場を

（三）市民を含めた広報活動

が会場美化として、
清掃活動を担当しました。

この歓迎バナーは、三ヶ町・四ヶ町アーケ

うこそ私たちの街佐世保へ」
。七月二十八

を願って、草花の育成を行いました。

すと同時に、花を通じて心の交流を図ること

を訪れる大会参加者や選手、監督の疲れを癒

大会会場を飾るこの草花が、全国から本市

施設が花作りを行いました。

佐

ードに掲げられ、作製したバナーには、
「歓

保市を訪れる大会参加者を、 心温かく迎える

「よ

飾され、 大会のムードが一気に盛り上がりま

などの影響で、各学校とも育成条件が悪い中、

した。

全国から訪れる大会参加者を心温かく迎える
迎長崎ゆめ総体」と書かれ、シンボルマーク
も描かれました。
世保地区高等学校推進委員会は、七月 （七）総合案内所の設置

（五）歓迎袋詰作業について
００３年長崎ゆめ総体の佐世保市総合

年度全国高等学校総合体育大会

案内所は、ＪＲ佐世保駅構内、市営バ

が 君の鼓動で 熱くなる」の大会スローガ

成

二十四日にアルカスＳＡＳＥＢＯで長
ス広場、四ヶ町アーケード内、ＪＲ早岐駅に

佐
崎ゆめ総体の参加者に配付する歓迎袋詰作業
開設されました。

２

を行いました。佐世保市実行委員会と、佐世

平

ために、真心をこめて育成しました。

また、歓迎草花プランターは、梅雨の長雨

封入されました。

せない喜びでした。

の、二十四万佐世保市民の、言葉では表

舞台での堂々たる受賞は、 百四十万県民

国中を代表する第一人者が競い合う晴れ

文）競泳二〇〇ｍバタフライの銅。 日本

水しぶきを超えてつかんだ仁戸田彩（九

椋本啓子
（西海）
の跳馬に躍動した演技、

バレーボール男子。

しとして胸に飾った銀メダル。佐世保南

工に譲ったものの、たゆみない精進の証

した平等な暖かい応援の渦。金こそ大村

ッシャーをはねのけてのガッツポーズ。

なるでしょう。
ンターハイの各競技会場や練習会場の
美化活動に役立てようと、１人１役高

ごみ箱は、縦 ㎝横 ㎝高さ ㎝で、白地の

しました。

等学校推進委員会では、手作りごみ箱を作成

イ

手が痛くなるほどたたき続けて声援し、 を指し示す、高らかなファンファーレに
ナイスプレイの選手一人一人の名を、声
がかれるまで叫び続けたかった。そんな
思いがありました。
女子バレーボール・九文女子金。一つ
の目的に、信念と涙と汗と友情と師弟愛
77

紙を貼付けし、 各学校の生徒達が思い思いの

78

同じ県内同士の対決で、場内を揺るが

をかけ、たどり着いた頂点。地元開催の

38

保地区で歓迎案内を担当する学校の生徒約百
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市長への入賞報告会

総合案内所の様子

大会参加者のために草花プランタープランターを作りました

大会は、男子が沖縄・興南高校と宮崎・小
林工業高校の九州勢の対戦となり、興南高校

—で破り、初優勝

が
—と春の選抜大会に続き二冠を達成し
ました。女子では、兵庫県・夙川学院高校が、
石川・小松市立高校を
を飾りました。

転車競技（トラック）は、八月六日か

（四）自転車競技（八月六日〜八月九日）

自
ら四日間の日程で、佐世保競輪場で競

（二）ホッケー競技（七月三十日〜八月四日）
まい、結果、佐世保工業高校が栃木・鹿沼高

とが出来ないまま、ずるずる試合が進んでし

棚高校の出場でしたが、うまく流れを掴むこ

目指す熊本・小国高校を４ １
—で退け、十三
年ぶり五度目の優勝を飾りました。また、女

５
—で敗退しました。
大会は、男子の奈良・天理高校が初優勝を

校に１ ４
—、川棚高校が鳥取・八頭高校に０

ッケー競技は、七月三十日から佐世保

今ホッケー競技大会では、全国高校総体競

ドをメイン会場とし、開催されました。
技種目別大会の開会式をハウステンボスで実
施しました。全国高校総体の開会式をテーマ
パークで開催するのは、初めての試みで、市
実行委員会でも終日対応に追われましたが、 子は、岐阜女子商業高校が岩手・沼宮内高校

団体組手の三種目が、八月五日から七

大会では、男子団体組手で東京・世田谷学

城・ 角田女子高校に２ ３
—、 瓊浦高校が準々
決勝で、群馬・高崎商大付属高校に２ ３
—で、
地元の大声援もむなしく敗退しました。

選手達の記念に残る大会の開会式を実施する を４ ２
—で下し、三年ぶり二十度目の優勝を
飾り、ホッケー先進県の面目躍如でした。
ことが出来たものと思います。
高校共に、 二回戦で全国大会の常連校である
長崎勢は男子が佐世保工業高校、女子が川
静岡・御殿場西高校、宮城・東北工大高校に敗
（三）空手道競技（八月五日〜八月七日）
退しました。 女子団体組手では、順当に駒を
手道競技は、男女個人形・個人組手・ 進めましたが、 長崎日大高校が三回戦で、 宮

女子個人形に出場した佐世保商業高校の樋口選手

で長野・東海大三高校、準々決勝で京都・京

二回戦で愛媛・聖カタリナ女子高校、三回戦

九州文化学園高校は、地元の大声援の下、

退しました。

セットを奪われ、セットカウント１ ２
—で敗

ムとしての歯車がかみあわないまま、逆に二

シャーとして選手にのしかかったのか、チー

第二セット以後は、地元の熱い応援がプレッ

のプレーを見せ、第一セットを奪ったものの、

ないという決意のもと、夢の舞台で、精一杯

このまま地元でのインターハイを終わらせ

校に０ ２
—で敗れ、敗者復活戦にまわり、岡
山東商業高校と対戦しました。

ら登場しましたが、第一戦埼玉・細田学園高

地元の期待を受け、大会初日の予選リーグか

ーナメントからの出場。聖和女子学院高校は、

九州文化学園高校は、予選シードで決勝ト

男子団体組手では、 長崎日大高校及び瓊浦

場しました。

女子個人形に佐世保商業高校の樋口選手が出

押しを受け、力強い形を披露しました。

保商業高校の樋口選手共に、地元の声援の後

個人形では、佐世保高専の鴨川選手、佐世

なしく惜しくも敗退しました。

吉野選手は、八強を前に、延長戦の末善戦む

田選手が八強に残る大健闘をみせましたが、

保北高校の林田選手、吉野選手が出場し、林

男子組手では、地元の大声援のもと、佐世

た高崎商大付属高校を３ ２
—で下し、二年連
続六度目の優勝を飾りました。

宮崎第一高校が、準々決勝で瓊浦高校を破っ

場を果たした瓊浦高校、長崎日大高校や男子 園高校が、鹿児島・鹿児島城西高校に２ ２
—
個人組手に地元の佐世保北高校から林田・吉 の熱戦の末、内容にて勝り、五年ぶり六度目
野選手、男子個人形に佐世保高専の鴨川選手、 の栄冠に輝きました。女子団体組手は、宮崎・

長崎県からは、団体組手に男女アベック出

館で開催され熱戦が繰り広げられました。

日までの三日間にわたり、佐世保市体育文化

空

大会期間中に、台風に見舞われるという悪
天候もあり、市実行委員会サイドも競技の問
合せに終日追われるという状況のもと、無事
に大会を実施することが出来ました。
長崎県からは、西海学園高校の岩永選手が
トラック・ロードに、長崎北高校の平尾選手、
島原工業高校の島田選手がロードに出場しま
した。
岩永選手は、トラックに出場する地元唯一
の選手で、県民の大きな期待を受けて、競技
に臨みましたが、惜しくも入賞には届きませ
んでした。

（五）バレーボール女子競技（八月七日〜十一日）
カスＳＡＳＥＢＯで開会式が行われ、

レーボール女子競技は、八月七日アル

獲得し、晴れの舞台に出場しました。

子学院高校の佐世保勢がゆめ総体の出場権を

長崎県からは、九州文化学園高校と聖和女

会での健闘を誓いました。

八月八日から八月十一日まで行われる競技大

バ

技が行われました。
（ロードレースについて
は、八月十日に島原市他で開催）

市東部スポーツ広場の天然芝グラウン

ホ

大会でも好成績を残しており、今大会でもメ
ダルが見込まれる有力な競技の一つでした。
長崎県からは、男子が瓊浦高校、長崎日大
高校、女子が聖和女子学院高校、純心女子高
校の四チームが代表として出場しました。地
元の熱い応援に支えられ、出場四チームが揃
って三回戦に進出するなど、地の利を生かし
最高の力を発揮しましたが、長崎日大以外の
三チームは、三回戦で全国大会の常連に惜し
くも敗退しました。唯一準々決勝に進出した
長崎日大も準優勝に輝いた同じ九州勢の宮
崎・小林工業に
—と善戦するも一歩及ば
ず、長崎県勢は全て敗退しました。
27
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佐世保北高校 吉野選手
見事優勝した九州文化学園高校

女子ハンドボールの聖和女子学院高校
西海学園高校の岩永選手

自転車競技の模様

19

27

ハウステンボスで開催されたホッケー競技開会式

佐世保工業高校
聖和女子学院高校

25

30

31

都橘高校をいずれもストレートで下し、準決
勝へ進出。
され、長崎県勢は大村工業高校と佐世

子バレーボール競技は、島原市で開催

（二）男子バレーボール競技

男
地元佐世保南高校は、大会初日の予選グル

保南高校が出場しました。

●福石観音
35

準決勝では、春の高校バレーで惜敗した東
京・下北沢成徳高校と対戦し、２ ０
—のスト
レートで春の王者を下して、決勝戦へ進出。
決勝では、準決勝と同じく東京代表の文京学
城・仙台商業を２ ０
—で破り、決勝トーナメ
ント戦に進出しました。決勝トーナメントで

ープ戦から出場し、予選グループ一回戦で宮

は、二回戦から出場し、京都・洛南高校、三

男子バレーボールで、見事長崎県代表の大
村工業高校が優勝し、初の開催県男女アベッ
回戦富山・高岡第一高校、準々決勝で北海道・

■完全予約制で安全・確実なマンツーマン指導

■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
■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

↑至青果市場

うに、美化活動を行いました。競技会場に準

は綺麗だった」との印象をもってもらえるよ

覧できるように、また、
「佐世保の競技会場

関係者、一般応援団らが気持ちよく競技し観

会場美化係は、全国から訪れる選手や大会

が補助員として参加しました。

技記録等の競技面の裏方など、多くの高校生

理等の大会運営面での裏方や、式典放送、競

会場での案内や受付、会場美化、駐車場整

として大会を陰で支えました。

アイトワ●
いくた●

院大学女子高校との対戦となりました。

ク優勝の期待が高まるなか、試合が開始しま
東海大四高校にそれぞれストレート勝ちし、
大村工業高校と共に、準決勝に進出。

したが、決勝戦独特の雰囲気と地元優勝を目
トを奪われました。しかし続く第二セット以
降、気持ちを切り替え、また、地元の大応援
団の声援に応えるかのように、勝負どころで
のスパイク、ブロックが決まり、二セットを
連取しました。第四セットも、第二、第三セ
ットの勢いをそのまま持ち込み、見事徳島イ
ンターハイ依頼十四年ぶり二度目の優勝を飾
り、開催県として初の男女アベック優勝を果

■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

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

たしました。

佐世保市からの出場高校の
活躍

町で開催され、佐世保西高校が見事、

子ソフトボール競技は、西彼杵郡時津

（一）男子ソフトボール競技

男
同高校は、二回戦から登場し、秋田・由利

地元優勝を飾りました。

岡谷工業高校と試合を行い、大村工業高校が
先にセットカウント２ ０
—で岡谷工業高校を

期待が高かった西海学園高校の椋本選

操競技は、長崎市で開催され、入賞の

体操競技
（４）

体

手が、跳馬で見事三位で表彰台に登り、個人
総合や平均台などで八位入賞を果たしまし
た。
また、期待されていた女子団体では、出場

てもらうため、県内の高校生が一人一役活動

果を十分に発揮して晴れの舞台で競技を行っ

は、全国から参加する選手が日頃の練習の成

七月二十八日から開幕した長崎ゆめ総体で

大会期間中の１人１役活動

した。

残念ながら入賞を果たすことは出来ませんで

選手の怪我というアクシデントに見舞われ、

西海学園高校の椋本選手

平均台では８位入賞

業高校が今大会の優勝候補のひとつ、長野・

佐世保南高校が香川・坂出工業高校と大村工

準決勝では、夢の県勢同士の決勝を目指し、

準優勝に輝いた佐世保南高校

指すプレッシャーからか、今大会初めてセッ
初優勝を見事に飾った佐世保西高校
仁戸田選手

４
工業高校に
—で勝利して勢いにのり、三
回戦で千葉・千葉敬愛高校を１ ０、準々決
—
１
勝で静岡・飛竜高校を
決勝戦では、群馬・新島学園高校を接戦の
—、準決勝で愛媛・
松山工業を４ １
—で下し、決勝戦に進出しま 末、７ ５
—で下し、初優勝を飾りました。
した。

破ると、それに続き佐世保南高校が坂出工業
０で破り、
「長崎ゆめ総体」の名
高校を２ —
にふさわしい地元勢同士の決勝戦という舞台
になりました。
両校とも初優勝と地元での優勝を目指し、
熱い闘いを展開しましたが、大村工業高校が
佐世保南高校の挑戦を退け、セットカウント
３ １
—で下し、県勢同士のドリームマッチを
制しました。
競泳（女子バタフライ ｍ）
（三）
泳は、八月十四日から八月十六日まで
の中休み後、八月十七日から長崎市で

り、競泳で唯一のメダルを獲得しました。

新記録となる好タイムで、三位で表彰台に登

た九州文化学園高校の仁戸田選手が、県高校

開催され、女子二〇〇ｍバタフライに出場し

競

地元勢同士の決勝戦

至競輪場↓
高校生による一人一役活動

11
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九州文化学園高校
200m バタフライで 3 位、見事メダル獲得しました
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備したごみ箱は、六分別されており生徒たちも
分別を行いながらごみ回収に励んでいました。
駐車場整理係は、ＪＲ佐世保駅みなと口臨
時駐車場での業務となり、連日 度を越す暑

果の問合せに対応するために、正式な戦評を

信を行うことが主な業務でした。特に競技結

競技記録係は、正式記録の戦評の配信や受

える、高校生一人一役運動に参加した運営補

りました。また、この華やかな舞台を陰で支

うだけでなく、すばらしい青春の思い出を作

力と技を十分に発揮し、悔いのない試合を行

郷土の期待を背負いながら、日頃から鍛えた

大会の主役である選手達は、母校の名誉と

一早く受信・配信しないと、式典放送等他の

行を呼びかけました。

係にも迷惑をかけてしまうため、
「仕事中は
助員も、自分達に出来ることを精一杯実践す

こうした努力が、全国の高校生諸君にとっ

ました。

してすばらしい大会を作り上げることが出来

生の手による高校生のための総合体育大会と

ることで、大会運営に参加し、文字通り高校

少しも気が抜けない」とのことでした。

２００３年長崎ゆめ総体・総記
高校生最大のスポーツの祭典である平成十
五年度全国高等学校総合体育大会（２００３
て「長崎ゆめ総体」が多くの夢を育て、友情
を育む場になったことと信じています。
総合開会式
総合開会式では、各都道府県の選手団が北
から順に入場し、最後に長崎県選手団が堂々
の入場を行いました。式典では、開会宣言の
後、祝辞、歓迎の言葉と続き、皇太子殿下が

競技場で、総合開会式が開催され、一ヶ月に渡

日（月）に長崎市総合運動公園かきどまり陸上
です。ありがとうございました。
）

一部は、長崎新聞社様からの提供

くなる」の大会スローガンのもと、七月二十八 （記事の中に掲載している写真の

見事な公開演技を披露しました。

まつりのんのこ、竜踊りなどの郷土を表した

式典後は、県内の高校生が、マーチングや

選手宣誓を行いました。

高校３年の鬼塚和則選手と林田真那美選手が

式典の最後には、陸上競技に参加する口加

来場者に素早く空きスペースを指示するため

る大会のため、食中毒を出さないように、ま

弁当配付係では、夏の暑い時期に開催され

って仕事を行いました。

えるよう心がけて対応する」という目標を持

を訪れている多くの来賓の方々を心温かく迎

役員の受付が主な業務で、
「全国から佐世保

会場での受付係は、全国からの大会来賓や

場整理以外の仕事も多かったようです。

観光スポットの問合せに対応するなど、駐車

車両の駐車後は、競技会場までの交通案内や

選手一同に、お言葉を述べられました。

年長崎ゆめ総体）
は、「長崎が 君の鼓動で 熱

に、チームを組んで駐車誘導に励んでおり、

さの中で仕事を行いました。駐車場内では、

生徒たち手作りの分別されたゴミ箱

二十四日まで行われました。

は、八月十四日〜十六日の中休みを挟み、八月

二十八競技が開催されたこの長崎ゆめ総体

た、食中毒を起こす原因を作らないように、 るスポーツ大会が幕を開けました。
市実行委員会から細かく指導が行われ、大会
期間中は、運営補助員の生徒も単純に弁当を
配布するのではなく、早期喫食と手洗いの励
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すべての参加者に“ありがとう”の
言葉を贈ります。

佐世保市実行委員会

DESIGN AND DEVELOPMENT
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テニスシューズ

洋樹

を生みます。伝統と歴史を持つテニスもまた、

を示すメジャーゲームは新しい時代のヒーロー

ボール、サッカーなど国際舞台で華やかな活躍

ことに重点が置かれています。

も安全第一に、そして履きやすく耐久性がある

られるようになり、一般用は多少重量があって

最近は、これが一般用とプロ仕様を分けて考え

浅黒く日陽けし、見事に引き締まった杉山愛
き捨てとなっても、成績が向上すれば十分目的

素材を使い、耐久性は二の次。一回の競技で履

最大の目的です。なるべくはだしに近い感覚の

ちなみに、プロ向け仕様は 〝成績の向上〟が

華麗で力感あふれる歴代の名選手によって人気

選手自身が物語るように、スポーツ選手ならで
は達せられるのです。

を保ってきました。

はの魅力あふれる存在感は、夢見る子供たちの

これらの障害を防止するには、足の甲の部分

名付けたシステム製品が利用者の要望に応えて
このように、テニスシューズは初心者からプ

います。
ロまでを対象に開発改良が進められてきました。

に開発してほしいものです。

も一般愛好者も「プレーが楽しめる靴」を重点

優勝者を出す靴をアピールするよりも、競技者

ー選手はごく少数。従ってシューズメーカーは

ファンの目を一身に集めてプレーするメジャ

あこがれの的。スポーツ指導者は、この子供た
ちの夢を大切に育てながら、基本をしっかりと
教えることが求められます。

左右移動と急激な運動の連続です。従っ

みと感が左右するテニスは、前進、後退、

■急激な運動からの保護

読
て、よほど足にフィットしたシューズでないと、
必ず足に障害を起こします。
急停止のとき、靴の中で足が滑ると、爪先が
靴に当たる刺激が繰り返され、足を痛めてしま
います。
「テニストウ症候群」で、赤発疼痛（う

をしっかり固定することです。靴の中での足の

ずく痛み）
、などです。
（図２を参考）
。

界四大大会の最終戦・全米オープン最終

日本のテニス人口は千二百万人と言われます。
メジャー人気と相まって、なお愛好者は増えて
現在、底の衝撃吸収性と安全性、反発弾性を

いるので、シューズの開発も加速するでしょう。
高める素材の開発に力が注がれています。ゲル

敗れたのは、全仏でも涙を飲んだキム・クラ

チャージャー、エアトランスパワー、キャット

井、イチローが連日にわたって成績をニ
ュースとして伝えられるように、ベース

イヤー、ハイドロユニットなど、各メーカーが

杉山愛とのダブルスで優勝しており、今回は、

松

■メジャーな人気

だシングルスだったのです。

あえてダブルス優勝の可能性を捨ててまで挑ん

イシュテル（ベルギー）
。彼女は日本のエース・

しました。

ツポーズ。頂点に立った喜びを大観衆の前に示

動きを最低限に抑えることは、他のスポーツ種

中村

日の九月六日、ニューヨーク・ナショナ

スポーツドクター

目にも共通する基本事項です。

種目別シューズ

ルテニスセンターの女子シングルス、二十一歳

advice5

のエナン・アーデン（ベルギー）は大きくガッ

（アイケン医院院長）
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フリーダイヤル 0120-255-153
佐世保市大和町 111-3
TEL 0956-31-7433 FAX 0956-31-7434

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

（有）
古賀広告美術社

新・スポーツドクター
5
からのアドバイス○

世

SPORTS DOCTOR ADVICE part2

おいしいお弁当なら

長崎国体からゆめ総体まで

典・第二十四回国民体育大会が本県

昭和四十四年、国民スポーツの祭
になり、老朽してこわれる危険も出

目的利用のため大幅改修をすること

今年、敷地内の舗装、駐車場の多

（財）佐世保市体育振興会主催のスポーツ教室。 冬にかけての教室の参加者を募

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。

いモニュメントに「ありがとう」を
伝えましょう。

第一期キッズ
テニス教室

＊記入事項

初心者バドミ
ントン教室

年から始まったこの教室。今年

しく 体 を 動かそう！」 と一期

り全七回で開催されました。今回は

ウナのような体育館で、
初心者

第一期 も 昨 年 以 上の人 気（ 低

第一・二期
ちびっこ
かけっこ教室

年 三 期 開 催 している 水 泳 教
学年は申込初日、
高学年は三日目で

バドミントン教室が九月三日よ

室。 今年度一期は五月下旬〜

二十代〜七十代の十四人の参加で、

サ

六月上旬の六日間、十一時〜十三時

（八月二十三・二十四日、小学

「楽

定 員になりました。お断りした子ご

四 十 五 人が、「二十 五メートルを 目

の十八時 三 十 分 〜二十 時 三 十 分に

した。中にはコーチとラリーを続ける

は元気にボールを追いかけ打っていま

響で三日延 期しましたが、子ども 達

六〜八月にかけて実 施し、雨の影

場の陸 上 競 技 場のトラックはゴムの

た。四日間とも真夏日で、しかも会

でちびっこかけっこ教室が行われまし

小 学 四〜六年 ）と真 夏の太 陽の下

教室をきっかけにバドミントンを続け

たり、別の教室に通われたりと、
この

昨年は教室参加者でチームを作っ

ームを楽しもうというメニューでした。

トロークなどを教わり、
最終的にはゲ

一〜三年）
、
二期（八月三十・三十一日、 ラケットの握り方・振り方から各種ス

指して！」 佐 世 保 市 温 水プールでコ

為、目玉焼きでも焼けるのでは と

られています 。今 年の参 加 者 もぜひ
色々な姿勢からのダッシュ。フープ

しいと思います。

手軽にできるバドミントンを続けてほ

いう熱気のなか暑さに負けず元気に

までに上達した子もいました。

を使った鬼ごっこ。ラダー（ゴムのは

走り回っていました。

運 動 不 足や健 康 増 進に快 適な水

ロール！」で皆さん泳いでいました。

を楽しく行いました。また、運動会

しご）でのジャンプなど様々な動き

しよい思い出になったでしょう。

も 教 わり、二日 目には記 録 を 測 定

でも 使えそうなスタートの構えなど

泳。 教室終了後もぜひ続けてほしい
ますよ。

ものです。 温 水プールは一年 中 泳げ

日には、見違えるような見事な「ク

初日は恐る恐るだったのが、最 終

ーチを受けました。

月 下 旬〜十 月 上 旬の六日間、夜 間

に二十代〜七十代までの幅広い年齢

※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）

めんなさい）
がありました。

昨

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 佐世保市体育文化館宛
2
1
3.窓口受付 ○佐世保市体育文化館
○振興会体育館
●FAX、
はがきの場合
1
4
2
3
○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。

層の四十三人の参加者が、二期は九

毎

ポーツ振興を見守りつづけた懐かし

総合グラウンドモニュメント「無言の応援ありがとう」
以後、毎年の市民体育祭をはじめ

つくられました。

おとなに。そんなに長い間、
として多くの競技が開催され、年々

まれた赤ちゃんが三十五歳の

総合グラウンドを見おろして立って
設備も充実し、まさに〝市民スポー

を会場に開催されたとき、佐世保は
てきたモニュメントも引退してもら

ツ振興〟の主役をつとめてきました。

夏季大会の主会場、秋季大会のテニ

集します。寒い冬だからこそ体を動かしましょう
！参加をお待ちしています。

第一・二期初心者
水泳教室

市民のみなさん、無言の応援でス

うことになったのです。

スポーツ教室参加者募集案内

ドはそのときに田んぼを埋め立てて

スなどの会場となり、総合グラウン

することになりました。

いたモニュメントが、いよいよ引退

生

INFORMATION

INFORMATION
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財団法人佐世保市体育振興会

TEL 47-3125 / FAX 47-7010
をお待ちしています。
（ファックスでの投稿もできます）

または●佐世保市椎木町無番地

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

TEL 24-1111 / FAX 25-9682

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

佐世保市体育協会『ぷれい！』係

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、

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

あて先●佐世保市八幡町１—10

広く投稿を募集します

スポーツ教室申込み方法（各教室共通）
!?

インフォメーション
インフォメーション

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

副院長

藤松

雅彦

診療部長

草場

靖

モスバーガー
上相浦駅

至佐々
本山トンネル
至佐々

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 FAX 25-9682

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 16 年1月1日発行●平成 11 年 4月1日創刊（通刊第 19 号） TEL 47-3125 FAX 47-7010

URL http://www.sasebosports.com/

