“目標はオリンピック”福田 由季さん（本文 4 ページ）
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スポーツ草創期のヒーロー【第2回】

水泳の太田 勝さん

私のクライマックス―福田 由季さん
市民スポーツ団体ガイド
1999年夏のスポーツイベントガイド
ウォーキングコースガイド
西暦2000年全国中学校バレーボール大会開催
インターハイ速報
スポーツ施設利用ガイド
体育振興会の紹介
インフォメーション
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らジャングルの中を葛かずらを手に飛び回

OHTA MASARU

「ハイ。もっとバタ足を強く。からだを水
に乗せるようなつもりで。そうそうそう。よ
くできましたよ」
平瀬町佐世保公園の一角にある市の温水
プール。六月下旬、市教委が主催して開く市
民水泳教室でのひとこまです。 声をかけて
いるのはコーチの太田勝さん七十七歳。 ハ
キハキと張りのある声からは〝喜寿〟を迎え
た人とはとても思えません。
ブルーのスイムキャップの表情は、厳しい
中にも親しみ深いやさしさがあります。 健
康増進を目的に、教室を受講する女性の皆さ
んにも、とても人気があります。肩から背中
にかけての筋肉は、やはり水泳一筋に励んで
きた男の勲章です。
福岡県田川郡方城町に大正十一年（西暦
一九二二年）三月十二日に生まれた太田勝さ
んは、物心ついたころから彦山川で泳いでい
ました。 伊方小学校の高学年になったころ
からは「二番なんてなったことがないよ」と
いうダントツのスイマーに。
旧制田川中学校に進んだころは全国トッ

ム」
を出していたのです。
ターザンなみの実力………………………
ジョニー・ワイズミュラーは、金メダルを

三年のベルリンオリンピック、四年後のロサ

ョニー・ワイズミュラーと同レベルの好タイ

イムは五八秒。アメリカの金メダリスト・ジ

ただそれだけ。
「一〇〇メートル自由型のタ

さんに内地召喚の命が下り、 海軍のエリー

太平洋のウエーキ島配属になっていた太田

シャルで、「アーアーアー」
と奇声を発しなが

しょう。 総合家電メーカーの電池のコマー

ちは〝ターザン俳優〟として記憶しているで

プレベルになり、
目標は「オリンピック出場」 独占したアメリカ人選手ですが、年輩の人た

ンゼルスオリンピックに出場、二〇〇メート

トコースである経理学校入学の道が開けた

水泳連盟有功賞受賞。現在も初心者の

る半裸の男、彼がターザンです。

ル平泳で金メダル連続獲得の快挙を成し遂

のです。 ウエーキ島の日本兵は玉砕して果

員会体育功労賞受賞。同年、佐世保ス

ハリウッド映画の全盛時代、 ワイズミュラ

げた人です。遊佐氏は、昭和十一年のベルリ

ててしまいました。

イミングクラブを設立。 昭和 60 年、日本

ーはオリンピック選手からターザン俳優へと

ンオリンピックに出場、一〇〇メートル自由

24回長崎国体総務として競技運営全般

華麗に転身、 世界のファンの人気を独り占め

型で銀メダルを獲得しました。
思い出は長崎国体…………………………

の指揮にあたる。昭和 45 年、県教育委

にしました。『類猿人ターザン』『ターザンの逆

この両氏を中心に、佐世保鎮守府水泳部は

回神奈川国体に出場。 昭和 44 年、第

襲』『ターザンの猛襲』
といったシリーズは、必

黄金時代を築いていたのです。 このメンバ
現在の太田勝さんは佐世保スイミングク

3 回福岡国体に出場。昭和 24 年、第 4

ずお盆や正月に上映され、 娯楽が少なかった

ーの一員となった太田さんは、オリンピック

ラブ代表、九州水泳研究会会長、市民水泳教

すね。 総合グラウンドプールが夏季大会の

23 年、佐世保水泳協会創設。同年、第

昭和二十年代に連日超満員を記録しました。

出場の夢破れた心の傷を、鶴田・遊佐両先輩

室、西彼崎戸町水泳教室コーチ、佐世保北高

た昭和十六年十月、佐世保地方を台風が襲い

主会場となり、 現在の天皇陛下が皇太子殿

喜（アムステルダムオリンピック出場）とと

たくましい筋肉美、 精悍な風貌のジョニ

らとの交流で少しは癒されました。

ました。風速三十五メートルのシケにあって

下の時代、 美智子妃殿下と共に開会式にお

もに長崎県水泳連盟創設に参画。昭和

ー・ワイズミュラーこそは、理想的なスポー

水泳部コーチなどを歴任しています。
戦後は市役所に入り、
「泳げるから」 と港

昭和十一年のベルリン・ オリンピックに

団平船が遭難、海軍団に救助要請がありまし

港湾部に勤務。同年、長崎市の馬渡勇

ツ種目と言われる水泳が生んだ時代のヒー

人命救助が運命変える……………………

湾部につとめ、 昭和五十七年退職しまし
た。
「一番の思い出は昭和 年の長崎国体で

続いて、日本国民の夢であった東京オリンピ

いでになりました。 本県水泳はおかげで優

日米開戦の機運が急速に高まってきてい

ックが昭和十五年開催と決定しました。 太

勝し、面目をほどこしました」
遠くを見る太田さんの胸の奥には、 にわ

た。佐鎮水泳部の教班長をつとめていた太田
救助に向かい、二人を無事助け上げました。

か雨のあと、 すばらしい青空となった当時

さんは、赤崎岸壁から部員数人と共に泳いで
決死の救助活動で太田さんは海軍表彰を

田選手のオリンピック出場という念願が、

しかし、時代のうねりは太田選手の願いを

受けます。この善行が二年後、こんどは太田

港内での海難救助により海軍表彰を受

熱が込もりました。

さんの命を救うことになります。それは、南
ける。昭和 22 年、佐世保市役所入所。

の情景がよみがえっているようでした。
一気に消し去ってしまいました。 中国大陸

兵団入隊。 同 16 年 10月1日、佐世保

ロー像でした。 太田勝さんの持つ当時の記

2回
大きく現実のものとなり、練習にもいっそう

太平洋戦争で夢消える……………………

第
への侵攻から戦乱の泥沼に踏み込んだ日本

まれる。昭和 15 年 6月10日、佐世保海

録が、この金メダリストと同じレベルだった

市民水泳教室の皆さんと一緒に。

水泳指導に活躍中。77 歳。

は、アメリカと決定的な対決に追い込まれて
行き第二次世界大戦の戦乱もあってオリン
ピックは中止となったのです。
太田さんの落胆は想像するに余りがありま
す。オリンピックの檜舞台が夢と消えた今は、
せめて水泳王国を築いていた海軍佐世保鎮守
府に行こうと佐世保海兵団に入隊しました。
当時の佐鎮水泳部には、鶴田義行一等機関

太田勝さんプロフィール
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長崎国体の競泳制覇。部員の手でプールに投げ込まれての祝福。
文字通り手を取って教える太田さん。

兵と遊佐正憲氏がいました。 鶴田氏は昭和

大正 11 年 3月2日、福岡県田川郡に生

ということが、一途に「目標はオリンピック
出場」
という希望を育んだのです。

プールに入る前と終わりにはストレッチング。

1999 年夏のスポーツイベントガイド

はじける水しぶき。それを切り裂くように
分

秒 は、それまでの日本高校新記録を八
上回る新記録でした。

女子長距離水泳のホープとして、ビートスイ

年ぶりに１秒

るタイム表示板。ゴール。一瞬の静寂の後、ど
ミングスクール（ 旧池田スイミングスクール）で

進むからだ。息を詰めるように時を刻みつつけ
っと上がる歓声。役員席もプールサイドも、ど
練習に励んできた福田さんは、木原敦コーチの

相浦中三年だった去年六月、東京辰巳国際

ます。

力強い指導のもとでめざましい成長を続けてい

よめきの中で快心の声が広がっていきます。
「やった、日本高校新記録だ」 平成十一年五
一五 〇 〇メートル自 由 型、ゴールの瞬 間です。
水 泳 場で開 催された第七十四回日本 選 手 権

月 二 十 三 日の 福 岡 県 立 総 合 プール。 女 子
。 九 州 文 化 学 園 高 校一年、 福 田
秒 の自己ベストで三位入賞を果たしたとき、

大 会での八〇 〇メートル自 由 型に出 場８分

秒

由季選手。 水との格闘を終えた荒い息づかい

分

の中から喜びの表情がわき上がります。 五月
二十二、
二十三の両日、福岡市の県立総合プー
た。

はっきりと全日本クラスの実力が認められまし

兼ねており、参加者はいずれも日本を代表す

この大会は、アジア大会出場選手選考会も

ルで開催された第三十一回西日本年齢別水泳
選手権大会で、十五歳以上女子一五〇〇メー

県下少年少女バレーボール大会佐世保市予選会

●８月１日（日）
（会場●体育文化館）
第 回佐世保市少年ソフトボール大会
（会場● 総合グラウンド）（８月２日・４日も開催）
市内中学楠瀬大会（ソフトテニス）
（会場●総合グラウンド）
第 回長崎県シニアボウリング選手権大会
（会場●西肥シルバーボウル）
●８月３日（火）〜６日（金）
第 回佐世保市中学校新人戦軟式野球大会
（会場●佐世保球場）
●８月７日（土）〜８日（日）
九十九島卓球大会
（会場●体育文化館）
平成 年度西日本実年ソフトボール大会県予選
（会場●東部スポーツ広場）
●８月８日（日）
平成

第

年度西日本シニアソフトボール大会県予選

（会場●東部スポーツ広場）
●８月 日（金）〜 日（日）
長崎新聞社杯争奪バスケットボール大会
（会場●体育文化館他）
●８月 日（土）〜 日（日）
第 回県ジュニア夏季水泳競技大会
（会場●総合グラウンドプール）
●８月 日（土）・ 日（日）・ 日（土）
回県下選手権少年二部軟式野球長崎県大会

した。

に立てただけに、福田選手の喜びはひとしおで

るトップスイマーでした。その価 値ある表 彰 台
在身長一六一センチ。４歳の時から池田スイミ

れで十六歳になったばかりの福田選手は、現

きれません。 昭 和五十八年六月二十日生ま

ると記録会などに参加してきました。

アジア大会の切符は惜しくも逃しましたが、 ングスクールに入って練習を重ね、小学生にな
全 国から集まった強 豪 を 退けての入 賞なだけ
中の上くらいの成績でしたが、五年生の時

した。「コーチは時には怖い人 」 という福 田

将来の〝大器〟としての素質が芽生えてきま

秒 で折り返した福田選手は、 から木 原コーチの指 導 を 受けるようになり、

に大きな自信になったのです。前半の四〇〇メ
ートルを４分
秒 と前半を大

きく上回る驚異的な加速で乗り切り、アジア
選手ですが、
その信頼感などは絶大です。
「自

後半四〇〇メートルを４分
大 会 出 場の経 験 者、 岩 田 玲 奈 選 手（ 日 大 ）

「パンパシフィック大会にぜひ出場したい。そ

分の力はコーチのおかげ」と確信する福田選

「 必ず 勝つと言う闘志が技術を上回り、さ
れからインターハイでの優 勝。その次は……

を七〇 〇メートル時 点で抜き去るなどすばら

らに練 習に励んで技 術にも磨きをかけており
それは、来年のシドニーオリンピックです」 意

手の夢は大きく広がります。

女子長距離界のホープです」と、福田選手を

ープ・福田由季さん！

がんばれ佐 世 保 市 民のホ

現実のことになってくるでしょう。

きて、同 時にシドニーオリンピックへの出 場が

うことで、全国長距離界トップの座が見えて

です 」 と話します。この山田選 手と競い合

も目標にしている人。とても尊敬しているん

県須磨女子高校二年）「ライバルと言うより

校新記録保持者、山田沙知子選手。（兵庫

当 面のライバルは八〇 〇メートル自 由 型 高

十六歳の高校生の素顔がのぞきます。

し表 情が柔らぐと、いかにもはつらつとした

志の強さを物語るくっきりとした瞳。でも少

クラブの仲間と練習に励む福田由季さん（中央）

指 導してきた木 原コーチも驚きと喜びを 隠し

しい成長株ぶりを内外に誇示していました。

80

長崎県ジュニアボウリング競技会
（会場●サセボボウル）
長崎県北空手道新人戦地区予選
（会場●佐世保北高）

株式会社ジャパンアクアテック
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21

●９月４日（土）〜５日（日）
平成 年度九州壮年ソフトボール大会県予選
（会場●東部スポーツ広場）
平成 年度秋季少年二部軟式野球選手権大会
（会場●佐世保野球場）
●９月５日（日）
第 回県北地区秋季水泳大会
（会場●総合グラウンドプール）
第 回佐世保少年少女テニス大会
（会場●総合グラウンド）
●９月５日（日）・ 日（日）
第 回郡市対抗ソフトボール大会市予選
（会場●東部スポーツ広場））
●９月 日（土）〜 日（日）
九十九島杯中学生バレーボール大会
（会場●体育文化館）
第 回長崎県青年大会
（会場●体育文化館他）
県北高校ソフトテニス秋季大会
（会場●総合グラウンド）
●９月 日（土）〜 日（日）
県高校新人体育大会水泳大会
（会場●総合グラウンドプール）
●９月 日（日）
西日本社会人ラグビーリーグ戦
（会場●総合グラウンド）
第 回松林会チャリティ少年空手道大会
（会場●青少年の天地）
●９月 日（祝）
西海武道大会（剣道・柔道）
（会場●振興会体育館他）
●９月 日（土）〜 日（日）
県一般男女バスケットボール総合選手権大会
（会場●体育文化館）

本
社 〒857-0401 長崎県北松浦郡小佐々町黒石免字小島339-41 TEL 0656-68-3267 FAX 0656-68-3510
東京事務所 〒235-0041 神奈川県横浜市磯子区栗木1-21-13
TEL 045-773-7471 FAX 045-773-7473

トル自由型に出場した福田選手がマークした

第 回県下選手権一般軟式野球佐世保地区予選

（会場●佐世保野球場）
チャレンジカッターレース
（会場●佐世保公園前河口）
●７月 日（土）〜８月４日（水）
第 回佐世保市少年ソフトボール大会
（会場●総合グラウンド他）

第 回県下選手権一般軟式野球佐世保地区予選

人のために水を科学する。

福田 由季さん（九州文化学園高校一年生）

（会場●佐世保野球場）
●８月 日（日）
ミックスダブルス卓球大会
（会場●振興会体育館）
●８月 日（土）〜 日（日）
市内中学校学年別大会（ソフトテニス）
（会場●総合グラウンド）
●８月 日（土）
第７回長崎県壮年軟式野球佐世保地区予選
（会場●佐世保球場）
●８月 日（日）
（会場●佐世保野球場）

おもな業務内容
水の流れを利用した生活関連機器の研究開発・製造及びコンサルタント
生物
（生態）
と流体の関連影響の試験研究とその研究支援機器の開発製造
1.流水プール 2.流水バス 3.流水リハビリプール 4.起流装置

JAPAN AQUA TEC CO.,LTD.
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●７月３日（土）
第 回佐世保軟式野球連盟Ｃ級選手権大会
（会場●佐世保野球場）
●７月 日（日）
平成 年度実年ＳＰソフトボール大会市予選
（会場●名切グラウンド他）
佐世保総合団体卓球選手権大会
（会場●振興会体育館）
●７月 日（土）〜 日（日）
九州地区高専バレーボール大会
（会場●体育文化館大ホール）
●７月 日（日）
九州ママさんバレーボール大会（一次予選）
（会場●体育文化館小ホール）
さわやか杯少年サッカー大会
（会場● 総合グラウンド（
）７月 日・ 日も開催）
第 回レディースＳＰソフトボール大会市予選
（会場●名切グラウンド）
●７月 日（祝）
第 回長崎県北空手道選手権大会
（会場●県立武道館）
第２回長崎県ソフトバレーフェスティバル
（会場●体育文化館）
●７月 日（土）〜 日（月）
佐世保市小学生バスケットボール大会
（会場●体育文化館・振興会体育館）
●７月 日（日）
25
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女子 1500 ｍ自由型
日本高校新をマーク
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男女年齢を問わぬ幅広さ
発足。三十一年に辻一三さん
（昭 和 三 十 八
年から市長四期）を会長に協会を設立。第
一 回 少 年ソフトボール大 会 を 開 催しまし
た。この大 会は今 年 四 十 三 回 を 迎え、夏 休
み最大のスポーツ行事として定着しました。
「ぷれい！」創刊号を飾った東恵里さんのよ
うに、小 学 女 子の活 躍も目 立ち、県 内 唯 一
のチームもあります。その一 方では全 日 本
大会で優勝、去年準優勝の実力を持つシニ

欲しい公認射撃場

協会員の目標はやはり国体出場です。過

射撃クラブの二団体があります。散弾銃を

人の競技人口がおり、
佐世保には市射協と

参加への道が開かれます。県内に約三四五

が開 催され、
これに勝 ち残って初めて国 体

沖 縄も含む八 県が参 加してブロック予 選 会

国体は九州ブロックから四県出場なので、

のが実情です。

町の私営略式射場で技術向上に努めている

賀 県の伊 万 里 市 営 射 場か、西 彼 杵 郡 琴 海

ますが、県 内に公 認 射 撃 場が無 く、
お隣 佐

高校女子、
西校男子チームが全国選抜大会

校 生まで百 人 を 越える子 供 たちの汗の結
晶がこのところのジュニアの好成績ぶりを支
えているのです。協 会が発 足したのは昭 和
二 十 一 年。協 会では昭 和 六 十 一 年に全 日
本体操競技選手権大会の開催をはじめ、
オ
リンピック代 表 選 手や世 界トップクラスの外
国人選手を招待して競技会を開催するな
使用しますから、
安全狩猟実技講習会を受
ける必 要があります。公 認 射 場ができて、
競技人口の増加が当面の目標です。

会長

ます。

づくり、
技術向上と審判員育成に力をいれ

さらにサッカー競 技 人 口の拡 大への環 境

ます。

年の部とシニアの部の編 成に力 を 入れてい

への参加呼びかけ、県民体育祭に向けた壮

親子ゲーム、
社会人のＳリーグ未登録チーム

スポーツとして定着させようと市民体育祭

はうなぎのぼり。協会ではこの機会に、
生涯

カップ大 会 開 催へと、わが国のサッカー人 気

Ｊリーグの発 足から二 〇 〇 二 年ワールド

二十回ほどの公式大会を開催しています。

団 体 約 二 千 人 を 抱 える 大 所 帯 で、年 間

は小、中、高 校と社 会 人 を 合わせて五 十 九

足したのが昭和二十五年。今年度の登録数

その名 も 懐かしい
「 蹴 球 協 会 」として発

団体二〇〇〇人の大所帯

佐世保市
サッカー協会

ど、底 辺の拡 大につとめてきました。この成

万日を鍛とし千日を練とする

「剣は心なり。心正しからざれば剣また正
しからず。剣を学ばんと欲する者は先ず心
を 学ぶべし」が基 本 精 神です。太 平 洋 戦 争
敗戦後は占領軍から禁止され、
昭和二十五

59

果で、
ジュニアの九 州 大 会 優 勝や、上 位 入 賞
が続いています。

県内トップの伝統とジュニアの成長
県内でテニスと言えば佐世保、
佐世保と言
えば親和銀行がテニスの代名詞。それほどに
佐世保とテニスの結びつきは深いものがあり
ます。親和銀行は県内唯一のテニスクラブを
持ち、
県と市の協会の役割を長い間つとめま
した。
昭和四十四年の長崎国体開催を機にクラ
ブも増え、
親和銀行テニス部を核に市テニス協
会が昭和五十八年に発足しました。現在、
約
五十クラブを数え、
未来の伊達公子、
松岡修
造を夢見てプレーに励んでいます。永松杯、
ラ
イフさせぼ杯、
中村ストアー杯など公式戦外
の大会も盛んで、
八十五歳の最高齢者を筆
頭に、
年二回のテニス教室も盛況です。施設の
整備も進み、
恵まれた環境で活動しています。

年に念願の復活をし、
全日本剣道連盟発足、
白 南 風 町の山 県 氏 邸 庭の露 天 道 場、佐

県連盟と市協会も設立されました。
世保警察署道場の借用の後、
待望の青少年
教育センター専用道場が昭和四十二年、
そ
して平成二年、
名切中央公園に堂々たる武
道 館が完 成しました。現 在、一 般 会 員は約
各地域で小、
中学生を対象にした育成会

二百人。
が盛んで、十 七 団 体 六 百 人が稽 古に励み、

則男
朝永

誠
岡

武彦
木谷

懸命取り組む子供たち。幼児から小・中・高

光月町市立体育文化館で年間を通じて

会長

去十年続けて二〜四名の選手が出場してい

白川 徳仁

で好成績を上げるなど「男女年齢の壁はな

アの活 躍、県 大 会で常に上 位 を 占める中、

佐世保市
クレー射撃協会

体 操 教 室 を 開いています。指 導の先 生のか

活躍めざましいジュニア

木戸 純一郎

昭和二十八年体協ソフトボール部として

会長
会長

い」生涯スポーツを実践しています。

宮城 憲彰

け声に合 わせて床に鉄 棒に鞍 馬にと一 生

会長
会長

会長

協 会ではさらなる発 展のための実 技、指 導

は、平 成 二 年から男 子 も 参 加しています。

た七 月 下 旬の小 学 生バスケットボール大 会

小 学 生 女 子のポートボールとして始まっ

展開しています。

お盆の八 月 十 三 日から三 日 間、熱い戦いを

社杯争奪大会
（現長崎新聞社杯）
が始まり、

当 時 地 元の日 刊 新 聞だった長 崎 時 事 新 聞

昭 和 二 十 三 年に協 会 設 立、二 十 五 年に

バスケットボールは室内競技の花形です。

が、長 身の選 手が軽 快なプレーを 展 開 する

シュートは日 本でもファンを 増やしています

ＮＢＡ＝全米プロバスケットボールのダンク

新聞社杯争奪は半世紀の伝統

山崎 良一

者、審 判の講 習 開 催、日 本リーグ試 合の地
元開催など実績を積んでいます。

6
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佐世保市
ソフトボール協会
佐世保
剣道協会
各大会で優秀な成績を収めています。

（平成 11 年 7 月 1 日現在）
■佐世保体育協会 32 競技団体ガイド

佐世保
体操協会
佐世保市
テニス協会

佐世保バスケット
ボール協会
TEL0956-33-2398（末長）
TEL0956-40-8389（小宗）
TEL0956-40-7356（香月）
TEL0956-22-5257（松村）
TEL0956-22-4847（野中）
TEL0956-39-2685（小森）
TEL0956-22-9806（沖田）
TEL0956-33-0440（中島）
TEL0956-23-1689（花野）
TEL0956-30-8823（富永）
TEL0956-31-4894（佐々野）
TEL0956-40-5454（平田）
TEL0956-48-3500（下川）
TEL0956-32-6398（松本）
TEL0956-39-1119（野元）
TEL0956-22-7420（白浜）
●陸上（佐世保市陸上競技協会）
●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
（佐世保スケート連盟）
●馬術連盟（佐世保馬術連盟）
●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） TEL0956-33-4427（加藤）
●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）
TEL0956-24-4346（黒瀬）
●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）
TEL0956-31-4387（井元）
●ソフトテニス（佐世保市ソフトテニス協会） TEL0956-24-6276（丸山）
●テニス（佐世保市テニス協会）
TEL0956-28-0084（山高）
●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）
TEL0956-31-1954（白浜）
●剣道（佐世保剣道協会）
TEL0956-32-2994（坪田）
●銃剣道（佐世保銃剣道協会）
TEL0956-47-2166（富永）
●相撲（佐世保相撲協会）
TEL0956-32-3017（吉田）

【保存版】市民スポーツ団体ガイド
【保存版】市民スポーツ団体ガイド

集合場所●大野地区公民館
（田原町）実施日●毎月10日
集合時間●午前9：30〜 休み月●8月・10月

柚木
地区

集合場所●柚木地区公民館
（柚木町）実施日●毎月15日
集合時間●午前9：30〜 休み月●8・9・1月

皆瀬駅

大野〜柚木コース
本山駅

棚方駅

上相浦駅

204

至有田
北佐世保駅

大学駅

弓張岳

1

中佐世保駅

日野〜鹿子前コース

天神山公園コース

至福岡長崎

▲

佐世保港

3

日宇・猫山ダムコース

三川内焼美術館
うつわ歴史館●

35

日宇駅

佐世保みなとI.C.

佐世保市亜熱帯
動植物園

佐世保
大塔I.C.

大塔駅

西九州自動車道

三河内駅

35
JR佐世保線

展海峰〜鹿子前コース

集合場所●日宇地区公民館駐車場
（日宇町）実施日●偶数月第2金曜日
集合時間●
（1月〜3月）午前10：00〜 休み月● なし

下の原ダムコース
早岐駅

●展海峰

江上・ハウステンボス展望コース

Walking News

☆集合場所への自家用車での参加は、できるだけご遠慮ください。
（佐世保市運動普及推進協議会）

4kｍ
4.7kｍ

鹿子前町

鹿子前入口

おしの浦
3kｍ

1kｍ

ハウステンボス駅

西海パールシー● ●大芝生広場
ハウステンボス●

●公園

南風崎駅

2kｍ
至大村・長崎空港

川棚町
西海パールライン
（有料道路）

▲

集合場所●北地区公民館
（春日町）実施日●毎月第3水曜日
集合時間●午前9：30〜 休み月●8月

日野本町
公民館

JR大村線

202

平成 11 年度に『ウォーキングコース看板』が 2
コース新設されます。 これを記念して各コースで
ウォーキング大会を開催します。
1
○柚木地区
看板設置記念ウォーキング大会
平成 11 年 12 月 15 日（月）
2
○北地区
看板設置記念ウォーキング大会
平成 12 年 2 月 16 日（水）
ウォーク君

花

波
佐
見
町

205

針尾島

高
集合場所●相浦文化センタ−
（上相浦町）実施日●毎月第2火曜日
地
区
集合時間●午前9：45〜 休み月●8月

N

西海橋

問合先 佐世保市保健所 健康づくり課（TEL24-1111・内線3425）

▼至長崎

1km

2km

2.26km

佐世保西高校
1.85km

池野児童公園

●大野中学校
1km

●高尾橋
1km

●幡磨橋
2km

2

安全な自転車道で、足慣らしをしてみませんか？

6km

柚木支所

○［大野〜柚木コース］

5km

●市バス黒髪
営業所

●全長 —
四・一キロメートル
●起点 —
池野児童公園
●最寄りのバス停 重石（西肥バス）
—
＊
大野町の池野児童公園を起点とした自転車道
を、柚木方面へ二・二六キロメートル、大野の佐
世保西高校まで一・八五キロメートル、どちらの
方面にも歩けます。自転
車道なので、安全で民家
も多く、四季折々の草花
で、心が和みます。また、
平道なので、ウォーキン
グは初心者という人に
ぴったりです。足に自信
のある人は、大野や柚木
方面からそれぞれコース
を往復して、八キロメー
トル歩いてみるのもよい
でしょう。

●佐世保南高校

3km

3

猫山ダムの森林浴で、よりヘルシーに！

折り返し点
3.5km

4km

●猫山ダム

○［日宇・猫山ダムコース］

●全長 —
七キロメートル
●起点 —
日宇支所
●最寄りのバス停 —
日宇駅前（市・西肥バス）
＊
日宇支所を出発し、日宇川沿いに、市バス黒
髪営業所方面を目指します。日宇川に泳ぐコイ・
フナ・ハヤに目を楽しませながら歩くのも心が
和みます。隠居岳入口
方面に坂道を登ってい
くと、折り返し地点で
ある猫山ダムに到着し
ます。鳥のさえずりと
新緑、きれいな空気が、
疲れた身体を癒してく
れるでしょう。帰路は
ゆるやかな下りになっ
ており、黒髪神社前を
通って、黒髪小学校の
横からもと来た道へ戻
ります。
往路は登り坂で、距
離も長めなので、中級
者向けのコー
スといえるで
しょう。
黒髪神社前
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佐世保三川内I.C.

隠居岳

佐世保駅

●西海パールシー
リゾート

実施日●毎月第2土曜日
（上本山町）
中里皆瀬 集合場所●中里皆瀬地区公民館
地区 集合時間●午前9：30〜※昼食付（昼食代300円自己負担）休み月●8月

9

烏帽子岳

MR松浦鉄道

名切〜コミュニティセンターコース
佐世保中央駅

集合場所●旧Ａコ−プ店前
（黒髪町）実施日●奇数月第2金曜日
集合時間●
（4月〜11月）午前9：45〜 休み月● なし

桜馬場

西有田町（佐賀県）

山の田駅
相浦駅

集合場所●南地区公民館
（大黒町）実施日●毎月10日
集合時間●午前10：00〜 休み月● 8月・10月

7km

498

愛宕山
相浦コース

（指方町）実施日●毎月第3水曜日
江上地区 集合場所●江上地区公民館
ウォーキング 集合時間●午前9：30〜 休み月●なし
江上地区 集合場所●汐美台第4公園グラウンド
（有福町）実施日●毎週火曜日
グラウンド・
集合時間●午後1：00〜 休み月● なし
ゴルフ
（光月町）実施日●毎月第1水曜日
中部地区 集合場所●中部地区公民館
ウォーキング 集合時間●午前9：00〜 休み月●なし
中部地区 集合場所●名切グラウンドＢ実施日●毎月第3火曜日
グラウンド・
集合時間●午後1：00〜 休み月● なし
ゴルフ

北地区

中里皆瀬コース

2

左石駅
泉福寺駅

（花高町）実施日●毎月第4木曜日
花高地区 集合場所●花高中央公園
ウォーキング 集合時間●午前9：30〜 休み月● 7月・12月
花高地区 集合場所●花高中央公園グラウンド
（花高町）実施日●毎月第2水曜日
グラウンド・
集合時間●午前10：00〜 休み月● なし
ゴルフ

相浦
地区

中里駅

真申駅

赤崎・ 集合場所●赤崎団地下の公園
（赤崎町）実施日●毎月第2・4金曜日
船越
地区 集合時間●午前10：00〜 休み月● 8月・10月
（早岐町）実施日●毎月第2金曜日
早岐 集合場所●東部住民センタ−
地区 集合時間●午前9：30〜 休み月● 8月

日
宇
地
区

国見有料道路

野中駅

▲

南地区

204

夏のおすすめウォーキングコース

大野
地区

佐々町

1

美しい西海国立公園をウォーキングで
楽しみましょう。

集合場所●日野本町公民館
（日野町）実施日●毎月第１火曜日
集合時間●午前9：30〜 休み月●なし

▲至平戸

○［日野〜鹿子前コース］

日野
地区

●全長 —
四・七キロメートル
●起点 —
日野本町公民館
●最寄りのバス停 牽牛崎入口（市・西肥バス）
—
＊
ウォーキング発祥の地である日野本町公民
館を出発して、もと実業高校の裏道を通り、
西海パールシーリゾートへ向かいます。大芝
生広場の方から九十九島荘をまわり、東園地
（公園）前を通って公民館に戻ります。
青い海と緑に囲まれた西海国立公園を歩く
コースは、心と身体をリフレッシュします。
また、全過程が平道で、距離も短く、初心者
にも楽しめるコースとなっています。

佐世保市では、市が主催する教育を受講したのち、
『運動
普及推進協議会』
というボランティア組織に入り、地区住民の
健康づくりを推進している運動普及推進員が 192 名います。
（平成 11 年 4月現在）
下記のように13 地区において、ウォーキングを中心に自主
活動が活発に行われています。また、食生活改善推進員と協
力して、 生活習慣病予防食付ウォーキングも各地区で実施し
ており、参加者にも好評です。

椿ヶ原

“ぷれい！”第 2 号［1999 年夏］
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「心に残る全中バレー
回大会に」

十二年で第 回大会になります。佐世保で開

全日本中学校体育大会は、来年度の平成

富永 秀樹先生

れに近隣県はワンボックスカーなどマイカー

バスで参加するところも多いでしょうし、こ
てもらいたいですね。

ですから、自然と調和した佐世保市の姿を見

せっかく日本の最西端の地まで来てもらうの

こうした総合的な印象こそが、第 回全国

も多いと思いますので、駐車場対策が頭の痛
い所です。
何としても混乱なく車を納められるよう、こ
います。

催の真の成功のカギを握っていると確信して

会場周辺の小学校など、公共施設を中心に、 中学校体育大会、バレーボール佐世保大会開
れから対策を詰めて行きます。実行委員会、
運営委員会に行政を加え、来年三月までには

「競技力向上は県レベルで」

受入準備を完了し、五者会議の指導を受けて
六月には最終決定します。

中学生の想い出づくり
立ってきました。だれでも気軽に親しめる大

最近、中学部活ではバレーボール離れが目

催するバレーボール競技は、ほとんどの人に
衆性はあるのですが、他の人気種目に目を奪

保に集まり、力を競い合うわけですから。

三十六チーム、合わせて七十二チームが佐世

力を傾けてきました。何しろ全国から男女各

四年前から話し合いを重ね、大会の成功に全

私たち運営に当たる者は、内定段階の三、

レー佐世保大会が、ぜひバレーボール競技人

もいくつか経験しましたが、全国の全中バ

ボールを続けています。全日本クラスの大会

私は、高校、大学、社会人と一貫してバレー

魅力あるスポーツ種目だと確信しています。

選手の動き、作戦の効果など、バレーボールは

回、強化練習をする予定です。

南部の三ブロックに分け、今年の夏と秋の二

レーボール大会に向けては、県内を北、中部、

員会の委員をつとめています。全国中学校バ

昨年から長崎県バレーボール競技力向上委

われるのでしょう。しかし、攻防の面白さ、

選手、監督、マネージャーで一チーム十五
口の増大、競技自体への幅広い理解に大きく

しょう。

人。これに役員、審判団、保護者、応援団が

化館、工業高校、実業高校、西海高校の各二

大会にしなければなりません。会場は体育文

ても意義ある大会であり、何としても立派な

選手にとっては、日本一を決めるというと

直接、間接に関係するすべての人たちの共感

動であり、競技する選手だけにとどまらず、

います。スポーツは能力を発揮した結果の感

伴った思い出づくりになってほしいと願って

で参加する中学生たちに、大きな満足感を

そのためにも、競技運営に大会補助員など

と考えています。こうした代表選手が核と

お願いして、ぜひ納得のゆく成果を挙げたい

予定しています。

だ選手を集めての県レベル強化練習も二月に

えています。その上で、各ブロックから選ん

基礎から技術までのきめ細かい練習を、と考

集め、全国レベルでの活躍を念頭に置いて、

各ブロックごとに、優秀な選手を数名ずつ

加わりますので、ザッと三〜四千人が佐世保

コートずつと、清水中の一コートで試合をし
と感激が支えているのですから。

る曜日も火、木、土、日の四日間ですが、大

ンは川崎慎太郎。学校の体育館は狭く、使え

三年のキャプテン西川健太、二年のキャプテ

は取れずじまい。ぜひ来年は二つのイスを取

長崎県勢が二つの代表権を独占したのに男子

は二校代表に選ばれるのですが、女子は昨年

には何としても出場したい。九州ブロックで

来年、二〇〇〇年の全中バレーボール大会「気持ちを一つに
素早い動きで」

した。しかし、中国地方以西のチームは貸切

試合会場は国道沿いに重点を置いて選定しま

また、会場へのアクセスも心配の一つで、

西海国立公園九十九島の豊かな自然など、

の持つ良さを見て行ってほしいと思います。

また、全国から訪れる人たちに、ぜひ佐世保

たいです。

と聞いていますので、何としても代表になり

強いとされていますが、鹿児島、熊本も強い

るので頼もしい。長崎県は九州ブロックでも

私の大野中学校でも来年八月を目標に、部

一、二年生が力を合わせてがんばります。

い。
来年は出られない先輩の三年生のためにも、

持ちを一つに、
素早い動きを全員が身に着けた

たしたい。そのために練 習は声 を 出し合い、気

身長一七九センチ。この一年は一センチ弱
しか伸びませんでした。親も叔父さんもバ
レーボールをしていたので、私も小三から始
めました。
来年の全中佐世保大会には、
ぜひ出場を果

川崎 慎太郎

みんなの
応援を
ヨロシクね

現在、大野小学校六年生に優秀な選手がい

ですね。

なって、各校のレベルが向上して行けば良い

野地区公民館の体育館や北高、西高の体育館
り、大野がその一つを取りたいと思います。

います。
私は先輩がバレーボールをしており、自分

では野球志望だったのですが、中学、高校と「三年生も来年のため
に力を貸す」
バレーボールを続けました。南高一年の時、
先輩たちが全国大会に出場し、一緒に東京ま
で行くことができ、感激しました。
私の恩師は北島先生（現壱岐高校）で、厳し
い指導を受けました。北島先生は、
「負けたと
きの悔しさを人生に生かせ」と言われました

三年生にとっては佐世保市中学校体育大会
が最後になるので、ぜひ優勝したい。昨年は
三年になると進学準備と部活の両立でとて

準優勝でしたから。
も大変です。でも森嵜先生は、
「回りに感謝、
親に感謝。必ず家の手伝いと勉強を」と言
われるので、部活も大切ですが先生の言い
つけも守っています。回りで私たちを支え
てくださる人たちのためにも、心から感動
できるものを築き上げて行きたい。
高 校でもバレーボールを 続けたいので、同じ
進 学 校でもバレーボールの強い高 校に行けた

平成 11 年 6 年、日本国全国高校総合体育大会実行委
員会で正式に決定されました。
九州では、福岡県、鹿児島県、宮崎県、熊本県に次いで
の開催となります。長崎県では25 種目が開催され、佐世保
市では、バレーボール女子、ハンドボール男女、自転車トラッ
ク競技、ホッケー、空手の5 種目が開催されます。平成 14
年は佐世保市制施行 100 周年の年です。その意義ある年
の翌年の15 年（西暦 2003 年）に開催となります。
いまや、インターハイは国体を上回るハイレベルな大会で
す。日本各地から選手、役員応援の保護者が本県に集まり
ます。県民、市民こぞって歓迎したいと思いますので、大会
の成功にむけ一丸となってがんばりましょう。

西川 健太

らいいな、と 思っています。総 合 選 抜 なので希

写真：県高校総合体育大会（平成 11 年 6 月）

大野中学校三年

大野中学校二年

員十三人が日々の練習にいそしんでいます。

を使えるときに借りて、日々の練習に励んで

この時は、高校の指導の先生にもご協力を

ますが、施設的にみて、少し心配です。

を訪れるでしょう。

寄与するものになって欲しいですね。

大野中学校

県中体連バレーボール専門
委員長・第 12 回全中バレー
実行委事務局次長

とって、おそらく一生に一度の体験になるで

30

30

森嵜 真吾先生

30

望どおりにはならないと思いますが。

平成 15 年全国高校総合体育大
会「長崎県大会」が正式に決定

が、今もその言葉を胸にしまって、何かの時
に思い起こし、私の指針にしています。

森嵜先生と大野中学校バレーボール部のみなさん。
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【保存版】スポーツ施設利用ガイド
公園スポーツ施設
■大塔公園スポーツ広場

大塔町 2394-9 TEL 24-1111
（公園課）
利用時間…午前 6 時〜午後 8 時（要予約）
●ソフトボール場 1 面（使用料…無料）

■コロニーグラウンド

野崎町 TEL 28-0324
（長崎県立コロニー）
（要申請）
●ソフトボール場 1 面（使用料…無料）
●野球場 1 面（使用料…無料）

■西海橋公園

針尾東町 2685 TEL 58-2004
（県北開発振興局都市計画課
／管理事務所）
●ソフトボール場 2 面（1 面は照明施設有）
（使用料…一般 1 時間 860 円（平日 570 円）／高校生以下 1
時間 450 円（平日 280 円）
）
夜間照明料…1,700 円（30 分）

■中央公園テニスコート

名切町 TEL 28-5108
（佐世保ソフトテニス協会）
●テニスコート場 2 面（使用料…無料）
（要問い合わせ）

■八幡公園テニスコート

八幡町 1000-9 TEL 47-2667
（あすなろ会  北原）
●テニスコート場 1 面（使用料…無料）
（要問い合わせ）

■新公園テニスコート

光月町 1000-9
（使用料…無料）
（要問い合わせ）
●テニスコート場 1 面…TEL 22-1522
（体育文化館）
●ゲートボール場 2 面（屋根付）
…TEL 24-1111
（老人クラブ連
合会）

■中央公園ローンボウルス場

名切町中央公園内 TEL 24-1111
（健康づくり課）
●ローンボウルス場 1 面（使用料…無料）

■冒険の森

日宇町 1780 TEL 24-1111
（社会教育課）
●アスレチック場（使用料…無料）

■東公園相撲場

東山町 182 TEL 24-1111
（公園課）
●相撲場（使用料…無料）

広場のある公園
■汐見台第四公園

有福町 4149-31 TEL 24-1111
（公園課）
広場使用料…無料

■大崎公園

針尾北町 2157-2 TEL 24-1111
（公園課）
広場使用料…無料

■船越第二公園

下船越町 306-3 TEL 24-1111
（公園課）
広場使用料…無料
13
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平成 11 年 5 月現在

■春日第二公園

春日町 476-2 TEL 24-1111
（公園課）
広場使用料…無料

■東浜公園

東浜町 10-2 TEL 24-1111
（公園課）
広場使用料…無料

その他のスポーツ施設
■サン・アビリティ佐世保

干尽町 3-100 TEL 24-1111
（障害福祉課）
●バレーボール 1 面●バスケットボール 1 面●バドミントン3 面●
卓球 10 面（使用料…種目によって異なる。
1 時間 200 円〜 900 円・2 時間 200 円〜 1,000 円）

—ルールとマナーを大切に—
新車で新しい教習

中央自動車学校
［毎日入校受付］

理事長川添

忠彦

校長小川

清志

佐世保市沖新町 5-10 TEL 0956-22-2714

この情報誌を持参の方は、入学金を割引させて頂きます。

■長崎県立佐世保青少年の天地

烏帽子町 376 TEL 23-9616
（長崎県立佐世保青少年の天
地）
●プレイグラウンド●ソフトボール場 2 面●野球場 1 面●サッカ
ー場 1 面●多目的ホール

佐世保自動車協会
シングル・ツイン・トリプル・和室、スタンダードからデラックス
まで、豊富なタイプの中からご利用に合わせてお選び下さい。

■海上自衛隊教育隊プール・体育館

崎辺町 TEL 32-1121 内線 261
（海上自衛隊崎辺教育隊）
●温水プール（25m）
9コース
●体育館（50m×27m）※要許可申請

佐世保市沖新町 5-1 TEL 0956-32-2101

記念品のデパート
〒857-0863 佐世保市三浦町4-1 TEL 0956-25-6261

佐世保市大和町 990-3（国道 35 号線沿い）

平瀬町 TEL 23-7111
（海上自衛隊佐世保基地業務隊）
●体育館（50m×40m）※要許可申請

大潟町 678 TEL 47-2166 内線 207
（陸上自衛隊相浦駐屯
地広報室）
●体育館●グラウンド※要許可申請

会長 東 光雄

GREEN HOTEL

■海上自衛隊平瀬体育館

■陸上自衛隊相浦駐屯地体育館・グラウンド

1 4 桁以下のアラビア数字の部分が自由に選べます。
○
2
○特に人気の高いと考えられる、
26 通りの番号については、抽選制
となります。
3
○その他の希望ナンバーについては番号がある限り、
申し込みに応
じ、払い出します。
4
○小型二輪、
軽自動車については適用されません。

社団法人

■長崎県北会館

天満町 1-27 TEL 25-1611
（長崎県北会館）
●卓球台 8 台（1 時間 400 円・小中学生 200 円）
●各種トレーニング（１回 400 円）

平成 11 年 5 月より希望ナンバー制を
実施中です。

〒857-0863 佐世保市三浦町4-28 TEL 0956-22-4141

TEL 0956-32-7676

   フリーダイヤル

0956-32-7676

1999年は九十九島の年！

■ペアーレ佐世保

島地町 10-13 TEL 23-2172
（厚生省健康事業財団）
●プール（15m）
5コース●トレーニングルーム20 名利用
土・日2 時間 500 円・平日2 時間 300 円・祝日休
日曜 10 時〜 17 時まで、その他 10 時〜 20 時まで

■サンピア佐世保

SASEBO WASHINGTON HOTEL

〒857-0834 佐世保市潮見町12-7 TEL 0956-32-8011

佐世保観光協会

社団法人

佐世保市八幡町
1-10 TEL 0956-24-2111
スポーツ大会等には特別料金で

稲荷町 2-28 TEL33-0975
●卓球台 2 台●トレーニング 15 種目

佐世保市大和町 111-3  TEL 0956-31-7433

ご用意します

崎岡町 853-12-19 TEL 39-4800
（サンピア佐世保）
●アスレチックルーム●テニスコート場 6 面●バレーボール場 2
面●バドミントン場 3 面●卓球台 10 台

■サンライフ佐世保

（有）
古賀広告美術社

医療法人

佐世保市卸本町 39-10 TEL 0956-31-8224

リハビリテーション科・外科・整形外科・内科・循環器科・老人デイケア

佐世保市上本山町 1059
TEL 0956-40-8488 FAX 0956-40-8491

DESIGN AND DEVELOPMENT
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プール管理棟・更衣室がリニューアル！

変わりました。イメージを一 新し、さら

ポーツ活動の振興・発展に寄与することを目的とした公益法人です。
主な事業として、佐世保野球場・振興会体育館の運営、佐世保市から委託を
受けた、体育施設の管理業務を行っています。
また、スポーツ教室の開催、スポーツイベントの企画・立案を行い、各種スポーツ
行事に参加される選手の皆さんや、クラブ活動、サークル活動でスポーツをする市
民の皆さんが、気持ちよく施設を利用していただけるよう努力しています。

■財団法人佐世保市体育振興会の概要
設立年月日 昭和 46 年 9 月 22 日
設立目的 佐世保市に協力して各種のスポーツ関係事業を企画実施することにより、市民体育の向上を
図り、もって、社会体育の発展に寄与する。
1
事業 ○体育施設の運営及び建設整備
2
○体育施設管理業務の受託事業
3
○スポーツの普及振興に関する行事の企画及び実施
4
○体育理論の研究
5
○その他各種のスポーツの振興及び目的を達成するための必要な事項

1
管理施設 ○佐世保市体育振興会所管施設

総合グラウンドテニスコート
改修工事のお知らせ

振興会体育館／佐世保野球場
2
○佐世保市所管施設
（受託事業）

佐世保市総合グラウンド／佐世保市体育文化館／佐世保市温水プール
佐世保市東部スポーツ広場／佐世保市北部ふれあいスポーツ広場
3
○長崎県所管施設
（受託事業）

長崎県立武道館

佐世保市

管
理
委
託

投稿募集のお知らせ

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、

ぷ

合グラウンドのテニスコートのうち、７面

11

佐世保市体育振興会は、佐世保市に協力して市民生活の充実のための、ス

正職員 15 名／常勤嘱託 16 名／非常勤嘱託 2 名（電気主任技術者）／パート 3 名

を全天候型人工芝コートへと改修し、
２

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）

面 を 増 設します。工 事 期 間は、今 年 の 月 中 スポーツに関する情報を掲載し、
スポーツ交流
旬から、来年３月末までの予定です。完成後は、 に役立てていきます。

全天候型人工芝コート 面、照明設備９面と

なり、全 国 規 模の大 会も対 応できるようにと

考えています。
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佐世保市体育振興会

事務局：佐世保市椎木町無番地 佐世保市総合グラウンド内｜TEL 0956-47-3125 / 3126

組織 職員（36 名）

総

年から、ウォータースライダーを 新 設

なさん。あの、プールの管 理 棟が生まれ

み

し、子供たちや家族づれなど幅広い層の

皆さんに大好評です。悲鳴と歓声が響き渡る

中、楽しいひとときを過ごしませんか？

更衣室も広く、清潔感漂う室内。身体の不

に快適になりました。

あて先●佐世保市八幡町１ —

佐世保市体育協会『ぷれい！』係

10

ご利用の皆さんには大変ご迷惑をおかけし

ますが、ご協力よろ

（ＴＥＬ
１
—１１１）
または●佐世保市椎木町無番地
24

自由な方にも安心してご利用いただける工夫

しくお願いします。 工事中は他の施設
をご利用ください

なお、すでに改 修し

７
—０１０）

財団法人佐世保市体育振興会

３
—１２５／ＦＡＸ

47

てある 全 天 候 型 人

（ＴＥＬ

おわび●本誌創刊号の３ページ、
スポーツ表彰

47

工 芝コート は ご 利

用できます。
水泳の部で、原康孝君を相浦中としていまし

“PLAY!” Vol.2 SUMMER.1999

たが、相浦小のまちがいでした。訂正しておわ

15

各学校ナイター施設取り扱いのお知らせ

TEL 24-1111（内線 3132）

びします。

10 月 10 日を中心に、陸上競技などが市総合グラウンド
ほかで開催されます。参加希望者は、各競技団体事務局へ
お申し込みください。
（7 ページに掲
載の『佐世保体育協会 32 競技団
体ガイド』をご参照ください）
くわしいお問い合わせは、市教育委
員会体育課内『市民体育祭事務局』
へどうぞ。

清水中学校グラウンドナイターの貸し出し

第 28 回市民体育祭秋季大会
参加者募集のお知らせ

が始まりました。皆様のご利用をお待ちして

います。

11

11

月まで

10

期間●６月から

21 21

（毎年この期間での貸し出しとなります）

18 19

時から 時（４月〜９月）
時から 時（ 月〜 月）

30

時間●

照明料● 分一五〇〇円
福 石 中 学 校グラウ ンドナイターが、年 間 使

21

用できるようになりました。ご利 用をお待ち

19

しています。

期間●年間取り扱い
時から 時

時間●

１
—５２２）までお問い合わ

照明料● 分一五〇〇円
どちらの取り扱いも 佐 世 保 市 体 育 文 化 館

事務室（ＴＥＬ

せください。

22

30

もされ、お客 様が利 用しやすい明るく快 適な

時間

施設に生まれ変わりました。夏休みなどを利

用し、
ぜひご来場ください。

平成 11 年 9 月 5 日
（日）まで（休場日 7 月 6 日・13 日）
午前 9 時から午後 5 時まで
入場料●高校生以上 400 円●小・中学生160円●幼児100円
使用料●ウォータースライダー
（3 回）100 円
期間

お友 達や、家 族そろってのご利 用を心より

お待ちしています。

この夏のプレイ
スポットはたこ
ちゃんだネ！

佐世保市総合グラウンドプール
“たこちゃんプール”

昨

INFORMATION

新しくなった たこちゃんプールに
、
遊びにおいで！
［ 通佐称世〝保た市こ総ち合ゃグんラ〟ウがンオドーププーンル］
！

インフォメーション

財団法人佐世保市体育振興会

●スポーツの普及振興に関する行事の企画及び実施
●体育理論の研究

受託事業

受託事業

振興会所管施設

佐世保市所管施設

長崎県所管施設

振興会体育館

佐世保市総合グラウンド

長崎県立武道館

佐世保野球場

佐世保市体育文化館
佐世保市温水プール
佐世保市東部スポーツ広場
佐世保市北部ふれあいスポーツ広場

“ぷれい！”第 2 号［1999 年夏］

14

お供します……ワン。

NCカード会員募集中

佐世保市塩浜町1-18
TEL 0956-22-8131

●入会金年会費無料●1回払い3％払い戻し

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。

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。
●グラウンド・ゴルフ
●ティーボール
●ターゲットバードゴルフ
●わのわリング
●カローリング
［問い合わせ先］佐世保市教育委員会体育課

佐世保市八幡町1-10 TEL 0956-24-1111（内線3131）FAX 0956-25-9682
編集後記◎『ぷれい！』第２号をお届けします。空はまだ
梅雨気配ですが、次第に太陽がギラギラと、夏の始まり
をアピールする時期です。流れる汗はスポーツのせいだ
けではない日々がやって来ます。スタッフはすでに編集
作業で夏バテ状態（？）皆さん健康管理には気をつけて
くださいね。それではまた次号をお楽しみに。

佐世保市民スポーツ情報誌

企画・製作

佐世保体育協会

佐世保市八幡町1-10 TEL 24-1111
（内線3131/3132）

財団法人佐世保市体育振興会
平成 11 年 7 月 1 日発行

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
平成 11 年 4 月 1 日創刊（通刊第 2 号）

