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松元 美香

スポーツドクターのアドバイス
市民スポーツ団体ガイド
春のスポーツイベントガイド
全中バレーボール大会に向けて
スポーツライフデータ 1999
インフォメーション

都大路で 3 区を快走した、駅伝の松元美香さん

東 正行さんプロフィール

校（白南風町の現スポーツランド）です。大

ボールが行われたのは、県立佐世保高等女学

AZUMA MASAYUKI

平成九年四月九日、八十二歳で没した東正

人一倍厳しい指導者。と同時に明晰な頭脳と
校出身の小森先生から指導を受けたのが始ま
こうして女生徒たちの手で始まったバレー

りです。
ボールは、佐世保市立成徳高等女学校などへ
と普及し、男子も佐世保商業学校、そして昭
和の時代に移り、海軍工廠などへと少しずつ
広まっていきました。
東正行さんが始めた昭和十年代は、海軍工

一回中等学校選手権で、佐世保からは佐世保

長崎県での初の公式戦は、大正十三年の第

海兵団もチームを結成して練習に励むように

といっても、今日では普通に見られるよう
高女と成徳の両チームが参加しています。佐

なりました。

になった身長一八〇センチといった優れた体
世保高女は、大正十四年の第二回明治神宮大

少 年 時 代から陸 上の短 距 離が得 意で、
しかも

格ではなく、当時では普通の身長であった五
会に、九州代表として出場、三位入賞を果た
しました。
この時代は日本における大衆スポーツの興

さっそくバレーボールを始めました。今から

神宮大会、その予選となる県大会や九州大会、

田幹雄、水泳二〇〇メートル平泳ぎの鶴田義

アムステルダムオリンピックで三段跳びの織

国際的にみても、昭和三年（一九二八）の

怒鳴られながら指導を受けたものです。特に

ようなやかましやで、私たちも事あるごとに

持っていました。戦前の日本男子を代表する

口ぐせで、海兵団時代から職務に強い誇りを

「東さんは何かあると〝わが帝国海軍は 〟が

も自分が表彰されたりお祝いされたりするの

上げていました。面白いのは、人を表彰して

きな大会の準備も一人で走り回って完璧に仕

いさつの上手さも抜群なら数字にも強く、大

つとめたのも二十組は下らないでしょう、あ

ともかくも東会長は面倒見がよく、仲人を

東正行さんと八つ違いで、戦前海軍工廠航

キパキと切り盛りされていましたが、その一

るようになり、会社での儀式・式典一切をテ

業が設立されました。東さんは総務課に勤め

体協表彰のときも欠席でしたよ。

幕をはずして何とか会を催したものでした。

会には出らん〟と大変なもの。やっと式場の

レーボールチームは、九州から一チーム参加

その言葉どおり、昭和三十年代のＳＳＫバ

した。この年のバレーボールチームは、旧制

がスタート、東さんが自ら支部長に就任しま

ボール協会発足に歩調を合わせて佐世保支部

の スポーツ」が定着していきます。

となる小学校での大会開催など「国民すべて

さらには競技人口の飛躍的な増大のきっかけ

行の両選手が、日本人初の金メダルに輝く快

は大きらい。還暦のお祝いをこっそりと企画

空機部（のちの第二十一航空廠）でバレーボ

方ではＳＳＫバレーボール部部長として、ま

有望選手も入社させていました。

対する認識が高揚しました。鶴田選手は佐世 〝この男はモノになる〟と見込んだ選手の指

挙を成し遂げ、日本人全体の近代スポーツに
導ぶりは、それは厳しいものでしたね」と矢

したときも〝記念品なんかいらんから返せ、

ールに熱中していた矢ヶ部常夫さんは、まさ

さに負け知らずの黄金時代を築き上げられま

という国体にも、たびたび代表となっていま

佐世保中学校ＯＢ、工業ＯＢ、佐世保教員、
翌二十二年に西日本実業団県予選大会が開
催され、ＳＳＫチームは見事参加十三チーム

た……という時代でした。出身が佐世保工業

はナベ底不況からどうやら立ち直りかけてき

昭和三十一年ＳＳＫに入社しました。当時

連 続 日 本 一 の 住 友 金 属 チ ー ム と の 対 戦 が、 初優勝を達成しました。

に干尽町市営体育館が竣工、記念に国体二年

は屋内競技へと転換されます。昭和三十三年

学校体育館が次々と建設され、バレーボール

昭和三十年代に入ると、小学校の講堂、中

ＳＫは石田文雄監督のもと、悲願の全国大会

を東会長がつとめました。昭和五十三年、Ｓ

がご臨席になって観戦され、会場への御先導

佐世保西高の会場には昭和天皇皇后両陛下

の頂点に立ち、戦後の初制覇を果たしました。 ール会場となりました。

で、高校時代からバレーボールをやっていま

四千人の大観衆の前で行われ、バレーボール

婦のママさんバレーの盛行、昭和四十四年の

この間、九人制から六人制にと移行し、主

れました。

田 中 光 顕さんに譲り、事実上第一線を退か

（さんじゅ）を迎えられたのを機に、会長職を

東正行さんは平成六年三月、八十歳の傘寿

したので、東正行部長によろしくと入部させ

はよく可愛がってもらいました。部の存続や

第二十四回長崎国体では佐世保市がバレーボ

への認識が大いに深まりました。
成績の向上にも熱心で、選手の獲得にも率先

とても面倒見のよい人で、怖い人ながら私

てもらいました。

充利さん＝現協会副会長・理事長の話

ＳＳＫバレー部で指導を受けた中村

にＳＳＫあり〟として名声を馳せていました。 それに男女ＳＳＫの五チームでした。

した。また、実業団チームとしても〝佐世保

昭和二十一年十一月十七日、長崎県バレー

戦後の指導者としての歩み

にバレーボール興隆期から戦後の全盛期へ
です。

した」と矢ヶ部さん。

海軍 Ｓ
—ＳＫ、同時代を歩いた
矢ヶ部常夫さん（ ）＝現協会顧問

保海兵団所属でした
「戦後、海軍が解体してＳＳＫ佐世保重工

ヶ部さんは語ります。

ール協会史」によると、市内で最初にバレー

平成五年に発刊された「佐世保市バレーボ

六十七年ほど前、昭和八年のことです。

ミッツパークにあった佐世保海兵団に入団、 隆期で、今日の国民体育大会に相当する明治

もまさにそのとおりです。東さんも現在のニ

工廠を抜きにはできませんが、バレーボール

佐世保のスポーツを語る上で、海軍と海軍

尺三寸、つまり一六〇センチほどでした。

相撲も強いというスポーツ万能選手でした。

日、
宮崎県北諸県郡で生まれた東正行さんは、 廠の軍需部、経理部、施設部にチームができ、

ットを張っての試合でした。大正十年九月十五

から昭和初年ごろは、屋外のグラウンドにネ

佐世保でバレーボールが始まった大正末年

佐世保海兵団で活躍

良い親分肌の人でした。

緻密な計算力、かてて加えてとても面倒見の

人生でした。自分の信念を実践する熱血漢で、 正十二年（一九二三）のことで、日本体育学

行さんは、まさにバレーボール一筋に貫いた

5回
して奔走され、地元長崎はもとより佐賀県の

当時の東さんを回想する矢ヶ部さん（左）
、田中さん（右）
、中村さん（中央）。

大正九年（一九二〇）九月十五日宮崎県北諸県郡生まれ。昭和八年（一九三三）佐世保海兵団に就職、バレー
ボール部に入る。
戦後の昭和二十一年ＳＳＫが設立、総務課に勤務。
昭和二十一年十一月十七日長崎県バレー
ボール協会発足。佐世保支部が結成され支部長に。昭和四十四年の第二十四回長崎国体が開催、佐世保市
はバレーボール競技の開催地となり、西高校会場でご観戦の昭和天皇皇后両陛下を会場にご先導。平成九
年四月九日死去。享年八十二歳。

第
と、東さん共に手を取り合ってやってきた人

第 24 回長崎国体（昭和 44 年）で来保した昭和天皇皇后両陛下をご先導する東さん。
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【ぷれい●インタビュー】

佐世保体協の会長に就任した松浦弘和さんに聞く

健全なアマチュア指導、
そして
年代を超えた生涯スポーツを

知 名 度アップの効 果 も 上がるでしょう。経 済
効果も大きな期待が持てます。
本当にそのとおりですね。その受入
ぷれい ——
体制も含めて佐世保市の体育振興、施設の整
備についてのお考えを。
松浦会長 こ
—のところ、長 崎 県はスポーツに
関してことのほか元気がいいのが目立ちます。

ありがとうございます。言うまで
松浦会長 —
もありませんが、企業は地域と共に歩むのが

る組織の長の重責を担われるわけですね。

のお役目と同時に、
言わば市民活動を代表す

加え、
新しく就任された佐世保日米協会会長

ところで、
今年は佐世保市で全日本
す。しかし、そうした仕 事 もしっかり努めて、 ぷれい
——
中学校バレーボール大会が、
また平成十五年に

日 曜 日にも 出 勤して消 化 することも ありま

銀行の仕事ははた目よりも激務でして、土・

思います。

術化し、プロだけが注目されるのもどうかと

す。でも、
スポーツをする事がひたすら専門技

そうですね。高度化してプロ化し
松浦会長 —
た種目への注目度は目覚ましいものがありま

の感があります。

います。オリンピックで水泳一〇〇メートル自

ツの水泳、陸上の種目には関心を持ち続けて

いました。でも、
スポーツ、
特にアマチュアスポー

のやむなきになり、陸上とは縁が切れてしま

残念なことに、高校時代健康を害して中断

勝したこともあります。

も民間組織が協力しあって、はつらつとしたス

このムードを助長するために、行政と私ど

先ほども話ましたように、
スポーツ体育は”み

民全体のスポーツマインドを高めたいですね。

この大いに盛り上がった気運を活かして、市

校新記録など、佐世保勢の活躍が目立ちます。

各県対抗女子駅伝での優勝、あるいは福田由

当 然の使 命 だと思っております。特にスポー
そのあと気分を転換し、伸び伸びと身体を動
は高 校スポーツの祭 典であるインターハイが開

由 型の世 界 新 記 録は誰で何 秒、といったこと
になれる種目を、日常生活に取り込む事が求

んなで楽しむ 生 涯スポーツ “
が理 想です。男
も 女も、子供もお年寄りも、それぞれに好き
められます。

るのは歓迎しますけど。

あるのも感心できません。一般的な人気がで

ても ないことで、地 域 体 育 振 興にインパクト

松浦会長 若い人たちのはつらつたるプレイ
—
が市民の目の前で展開されるのは、
本当に願っ

りそうです。

り、
アマチュアスポーツ隆盛の大きなきっかけにな

松浦会長 は
—い。最近でもこんな話がありま 忘れられ、プロへの登竜門になってしまったり、 す。全国から選手、役員、応援などで三万人が
すよ。
奈良尾の支店長をしている宮本さんは、 学生スポーツそのものがプロに準じた状況に 訪れる見込みで、体協も支援に力を入れてお

と 両 立 する 健 全 なスポーツを 続 けたいです

ア一 〇 〇 を切るのが目 標。
（笑）お互い、仕 事

それはいいですね。私も健康維持
松浦会長 —
のためにゴルフをしておりまして、当面はスコ

ニュースポーツ普及に取り組んでいる所です。

ゴルフ、
グラウンドゴルフ、
スポーツチャンバラ等の

おっしゃるとおりだと思います。現
ぷれい ——
在、楽しみながら健 康づくりに役 立つディスク

ませんね。

アマチュアスポーツの原点ということ
ぷれい ——
ですね。ところで会長ご自身のスポーツ歴はい
を与えるでしょう。

ホッケーの五 種 目が地 元 佐 世 保の開 催 種 目で

にはとても興味があります。

季選手の水泳高校女子一五〇〇ｍ自由形の高

ツは、健全な市民性を培うのに不可欠なもの
かす 楽しみとしてするのが本 来のアマチュア
催され、
バレーボール、
ハンドボール、
自転車、
空手、 ポーツを愛する市民性を高めていかねばなり

会 長ご就 任おめでてとうございま
ぷれい ——
す。まず 親 和 銀 行 頭 取というお忙しい仕 事に

だと考えています。
スポーツなのですね。

軟式野球の監督をしていたのですが、奈良尾

かがですか。

のです。た く さんの来 訪 者 の方に好 印 象 を

勉強をすべき学生社会でも、本来の身分が

その点、
親和銀行はテニス、
軟式野球
ぷれい ——
などアマチュアスポーツの活動の拠点づくりにも

に転勤してからは、地域振興の一環として軟

私は佐賀の出身なんですが、鹿島
松浦会長 —
中 学 校のころ陸 上 をやっていました。これで

もってもらえれば、西海国立公園九十九島の （インタビュー：平成十二年二月）

努めてこられました。

式野球の指導に休日返上で取り組んでいるよ

専門は中距離の四〇〇メートルで、県内でも

これまでにも、各 地での求めに応じてテニ
ス教室を開いて手ほどきするなど、自分の時

椋本啓子
（山澄中学校二年）／

も 当時はかなり知られていたんですよ。
（笑） 名実ともに後世に記憶される大会にしたいも

▼体操競技

今日はお忙しいところ、本当にあり
ぷれい ——
がとうございました。

平石舞
（旭中学校二年）

▼テニス競技

▼剣道競技

伊藤章子
（相浦中学校一年）
／

末竹信貴
（潮見小学校五年）

▼ソフトボール競技 ＯＨフレンズ／九州文化

▼体操競技

▼水泳競技

九州文化学園高等学校水泳部

▼空手道競技

西海学園高等学校体操競技部

■スポーツ優秀賞（団体）

▼水 泳 競 技

学園高等学校ソフトボール部

■体育功労賞

一 年 ）／ 豊 本 愛 美
（ 日 宇 小 学 校 五 年 ）／ 伊 藤

▼ソフトテニス競技

椋本康嗣
（潮見小学校六年）

尚子
（聖和女子学院中学校三年）
／相良康仁
（佐

子ソフトテニス部

▼弓道競技
囲芳昭
（ ）上原町

浦本薫
（ ）藤原町

▼バレーボール競技

■スポーツ優秀賞（個人）
舘保光
（佐 世 保 北 高 等

）権

川原千賀子
（ ）小佐世保
）赤崎町／武富信一
（

体育功労賞受賞者

松元美香
（崎辺中学校三年）／
澄中学校三年）

大渡泰子
（諫早高等学校一年）
／小森大輔
（山

校三年）
／高嶋斎加
（同）
／中村多絵子
（同二年） ▼陸上競技
▼ボウリング競技
町／岩佐俊広
（

21

九州文化学園高等学校

佐世保商業高等学校女

佐世保尚武館

世保工業高等学校二年）／安部智絵
（九 州 文

▼バレーボール競技

山根由之
（ ）元町

化 学 園 高 等 学 校 一 年 ）／ 野 崎 千 帆
（ 同 ）／ 福

▼陸上競技

田由季
（同）／緒方彩夏
（大塔小学校五年）／

バレーボール部

▼アーチェリー競技 野中伸一
（ ）福田町

対田洋祐
（ 早 岐 中 学 校 一 年 ）／ 荻 原 栄
（日宇

67

20

西田藍
（佐世保東翔高等学校

▼バレーボール競 技

▼漕艇競技 佐世保工業高等専門学校漕艇部

スポーツ優秀賞・個人の部受賞者

中学校一年）

55

学校三年）／牧山琴絵
（九 州 文 化 学 園 高 等 学

61

49

常寺／富永寛治
（ ）三川内本町

スポーツ優秀賞・団体の部受賞者

50

69

うです。

間を割いてやってきた職員がたくさんいます。

上 位の記 録でした。リレーの選 手 となって優

平成 11 年度佐世保体育協会スポーツ表彰式が、
2 月 24 日佐世保市立図書館で行われました。この表彰式は、スポー
ツの振興・発展に貢献した人や、全国大会などで活躍した選手・団体を顕彰するもので、今回は体育功労賞 4 名、スポー
ツ優秀賞 26 名、8 団体が受賞されました。おめでとうございます。

ぜひ体協でも全力を上げて開催に協力し、 ね。

それはスポーツ普及の上から、
とても
ぷれい ——
有り難いですね。
今の時代はプロ野球にしろサッ

佐世保体育協会
スポーツ表彰
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カーＪリーグにしろ、
ある意味ではスポーツ全盛

平成 11 年度

さ」が飛躍への原動力になったのです。

くやしい思いを味わいました。この「くやし
い聞かせ、その気持ちが一つになれば、必ず良

をベストの走りでつなぐ、と真剣に自分に言

仲間意識がすべての原動力になっています。

ンナー。今大会区間賞 ）
、大渡泰子（同二区ラ

い結果が出せると確信している。この力強い

る ——
この人間が持つ運動能力の最も
基本的で単純な動作が、その単純さゆ
必ず藤永佳子（諫早高・駅伝県チーム一区ラ

走
えに美香さんの心をとらえました。そして、
その走る事を懸命に指導する車イスの監督、
松木英樹先生の姿。
「ふつうの先生とは違う」
「とても指導が上
手なんだ」
「おもしろい」……美香さんの心の
中で松木先生の実像が大きく広がって行き、
その助言を素直に聞いて、考える走りを心が
けてきました。自分との闘い。結果を左右す
るのも自分。「これが私の一生取り組むスポー
ツなんだ」
。
松木先生は、崎辺中が開校して以来十六年
間、同校の駅伝を指導してきました。現在
四十四歳で、車イス・バスケットボール競技

志の強さを示す眉。伸びるストライド。 信頼というきずなを強め、
ひたむきに日常の努
ンナー）に続く選手に成長するでしょう」松

に励みました。不自由な身は、持ち前の強い

力を積み重ねてきた先生と教え子の姿には、

ンの人々の心に生き続けています。この「松

あの日の感動の余韻は、いまも長距離ファ

援したものでした。

前にクギ付けで「がんばれ、がんばれ」と応

元美香選手の姿に、市民の大多数がテレビの

走りを見せた佐世保市立崎辺中学校三年、松

唯一出場、三区で見事チーム優勝に貢献する

全国都道府県対抗女子駅伝で、佐世保市から

感想は「あぁきつかった…」。しかし、素質

年先輩の人に誘われて走ってはみたものの、

走ることとの出逢いは中学一年のとき。一

い事といえば習字という普通の子供でした。

格別スポーツが好きというわけではなく、習

鹿児島で生まれた美香さんは、小学生の時は

育ちました。昭和五十九年十一月二十四日、

キミ子さんの愛情を一身に受けてすくすくと

松元美香さんは一人っ子。父春男さん、母

「何よりも素直ですね。そしてチームへの

えるでしょう。

ました。その一つの実りが松元美香さんとい

走りの、科学的で理想的な姿を追い求めてき

精神力で克服し、自分には許されなくなった

D

B

増田整形外科病院院長

増田良孝先生

んです。

強い意志を込めて、目を輝かせる松元美香さ

一員として、胸を張れるようになりたい」
。

自分のものにして、たすきで結ばれる仲間の

人が私の今の目標。あの強烈な精神力をぜひ

「横浜国際の山口恵利さんはすごい。この

くらみます。

に出て、再び都大路を駆けたい……と夢がふ

賞を目指しています。さらには全国高校駅伝

れるクロスカントリー・ロードレースでの入

進学を果たし、当面は福岡・海の中道で行わ

その言葉どおり、美香さんは諫早高校への

木先生の松元美香評です。

握りしめたこぶし、胸元を斜めによぎ

意

元快走」の陰には、車イスの監督として知る
があったので佐世保市中学校駅伝に選ばれ出
思いが人一倍強い。駅伝の象徴であるたすき

なが見えます。

人ぞしる崎辺中陸上部、松本英樹先生の力が
場、しかし満足のいく走りができず、とても

一月十六日、京都市で開催された第十八回

スポーツや競技の枠を越えた、すばらしいきず

松元美香さん（佐世保・崎辺中）

るたすきを前へ前へと突き出すような快走。

“都大路で日本一”の 3 区ランナー

あったのです。栄光の走りのために、互いの

3

●いざというときの応急措置

A

松木監督との一コマ

考えて圧迫し続けます。
＊
こうした応急措置はある程度の知識と技
術が要求されるもので、スポーツ体育の指
導者や責任者にはぜひ習熟してほしい項目
です。滅多に起こることではないから ——
と軽視せず、スポーツ運動に取り組むのと
同じ熱意をもって身につけてほしいもので
す。〝事は人命にかかわることだ〟と自分
自身に言い聞かせてください。

R
（Rest）
…ケガをした患部を安静にすること。
I（Icing）
…患部に水、
氷、
冷湿布など、
炎症を鎮
静させるための冷罨法。
C
（Compression）…患部を押さえるなど圧迫固
定すること。
E
（Elevation）
…患部を高く挙げること。

スポーツドクター
からの
アドバイス○

1

2

3

4

5

C

E
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My Climax
と。
）…患部に水、氷、冷湿布など、
Ｉ（ Iceing
炎症を鎮静させるための冷罨法。
Ｃ（ Compression
）…患部を押さえるなど圧
迫固定すること。
Ｅ（ Elevatiom
）… 患部を高く挙げること。
以上の処置は説明するまでもないと思い
ますが、関節、腱、骨、筋肉などで取りあえ
ずダメージをより強くしないよう心がけ、
advice 3
突発する炎症を抑えて予後の医師による本
回は「安全な運動のために」のテーマ
に立ってのことでした。
格的治療の効果を高め、出血を伴うときな
で以下のことを述べました。
しかし、どんなに基本的な事を守ってい
ども、心臓より高く患部を挙げて圧迫し、
○大切なことは自分の健康状態を正しく知
ても、決してスポーツ運動中の事故をゼロ
失血を少なくし止血効果を上げる、といっ
ること。
にすることはできません。これは、青少年
た基本を述べたものです。
○そのために一般の健康診断を受け、必要
なら通学中や体育の授業中、クラブ活動中
＊
に応じ体力測定、運動負荷試験も受ける。 にも事故は起きますし、勤労者も働いてい 「ＡＢＣ心肺蘇生法」は、呼吸停止、心臓停
○こうしたものをふまえて有効で安全な運
るときの労働災害が考えられます。
止のときの心得です。
動の処方をつくる。
中高年の場合も、後に述べるような事故
Ａ（ Airway
）…気道確保です。消防の救命救
○処方は運動の強度と時間、実施回数、運
が起きる可能性がありますが、かといって
急措置として、ダミー人形などを使っての
動の種類などを盛り込む。
スポーツ運動の大きな効果性まで否定する
場面をテレビで見たことがある人も多いと
○運動前、運動中とも自己チェックを忘れ
ことはできません。むしろ、自分の体力に
思います。あお向けに患者を寝かせ、首を
ずに。これは少しでも不安や異常を感じ
合ったスポーツに親しむことで、スポーツ
少し後ろに反らせ、口や鼻から呼吸出来る
た時に、すぐに決断して運動を中止する
による事故を防ぐ体力ができ、また身体の
ようにすることです。
ためにもぜひ必要。
機能低下を防止し、さらに向上させること
）…人工呼吸法です。これも
Ｂ（ Breathing
この内容に基づいて、○運動は自分の能
で、高血圧その他の生活習慣病の予防など、 消防の救急講習会で、ダミー人形を使う場
力の三分の二程度に。（過負荷の原則）○少
多くのプラス効果が期待できるのです。
面が思い出されますが、患者の口から直接
しづつ運動量を増やす。
（漸増負荷の原則）
息を吹き込むマウスツーマウスが一般に普
一般的なケガの応急処置
○反復して行う。（持続性の原則）○からだ
及しています。
全体を使ってバランスよく。（全面性の原則） 「ＲＩＣＥ（ライス）療法」と呼んでいるもの Ｃ（ Circulation
）…心マッサージです。心拍
○運動の効果や目的を自覚して。（自覚性の
は、ごく一般的に起こりやすいスポーツ運
が停止したとき、いかに早く脈動を回復す
原則）といった指針をお話しました。
動中、日常生活中に起きやすいケガの応急
るかが、患者の蘇生の成否を大きく左右し
こうしたことは、いずれも「スポーツ・
処置です。
ます。患者の心臓部分に掌を当て、自分の
運動は何よりも安全に」という大きな前提
Ｒ（ Rest
）…ケガをした患部を安静にするこ 体重をかけて、極めて強く脈動のリズムを

前

SPORTS DOCTOR ADVICE

仲間と共にトレーニング

会場再開が願い

昭和四十五年の連盟発足以来、共に歩
んできた白南風町の佐世保スポーツランド
が閉館し、地元での練習場が無くなりまし
た。なんとか活動を続けるために、長崎市
をはじめ近隣の佐賀・福岡・熊本などで、
練習場探しをしているこのごろです。
例年ならば、陽春四月から秋十月までが
オフシーズン。その間、各自で自主トレー
ニングに励むというスケジュールでした。

高総体開催種目をバネに
平成十五年八月、高校総体が長崎県で
開催されます。自転車トラック競技が佐
世保競輪場で行われるので、この大会を
バネにして、自転車競技への理解を深め、
底辺の拡大を図りたいと考えています。
昭和四十四年、第二十四回国体が本県
で開かれましたが、少年・青年の部は前年
の福井国体から参加、連続三十年以上に
なりました。この実績をふまえ、連盟を挙
げて高総体の成功に協力する方針です。
層の育成指導に力を入れ、たくましい脚
グ
（紐）
をつけ、
タックルの代わりに腰紐を取

「タグラグビー」をご存じですか。腰にタ

ニューイメージづくり

力を全国にアピールできるようにします。
るルールを取り入れたもので、ケガの多い

今後の競技力向上としては、ジュニア

年一回、佐世保競輪を楽しく走るプラン
実現もします。
日本代表も出している社会人ラグビーの

ゲーム展開を柔らげようというものです。
雄、サニックスの指導協力のもと、昨年
十二月第一回タグラグビー佐世保大会を開
催しました。スクラム、
トライなどの用語が
一般化するほど親しまれていたラグビー
も、このところのサッカーブームなどでか

軽スポーツの代表で定着

県内でも佐世保のレベルは高く、今後

を設けて会員増に力を入れています。

たことがない人の開拓など、普及指導部

です。協会では、まだゲートボールをし

ニュースポーツの登場等でやや減少傾向

一 時 は 千 二 百 人 を 越 え た 会 員 数 も、

ルは、その解決につながりました。

が、走らず、投げず、跳ばずのゲートボー

けのものにしない」は大きな課題でした

定 着 し ま し た。
「スポーツを青少年期だ

ツを代表する軽いゲームとしてすっかり

いるゲートボールは、まさに生涯スポー

「健康で明るく楽しく」を目標にして

会長

は小中高のジュニア、社会人への普及を
図ります。

ました。現在の役職は沖電気宮崎

アイスホッケーチームは、年間を通じて営

して昭和 40 年代まで活躍しました。

げりが見えてきました。

文化賞、延岡文化功労賞などを贈られ

業している福岡市で、ジュニアの選手が合

昭和 34 年旭化成株式会社に入社、長距離の第一人者と

そこで、格闘技というハードな印象が強い

伝二連勝など輝かしい実績を上げ続けています。

同練習しています。一般の選手も福岡の

裕ある練習が大切。猛練習は将来的にマイナスで、短命で

ラグビーのイメージをタグ利用でソフトにし、

幸子、川上優子の各選手を世に出し、全日本実業団女子駅

チームに練習試合を申し込み、技術の低下

ような話をしてほしい。
」
「ジュニア時代は体づくりが基本。余

新しい人気回復を図っています。井上明選

沖電気宮崎に転じてからも、岩下里見、藤田幸一、岡本

手（ ）
のシニア全日本での活躍も朗報。

ことが大切、
“ 一流選手になるんだよ”と胸をわくわくさせる

を防いでいます。
「佐世保にリンクが戻っ

歴史の上に「一射一魂」
古代からの狩りの道具が、今日の自己練
日本人の弓道人口は百万人。
佐世保市では、

磨の武道具となってきた歴史があります。
名切谷の中央公園に県立武道館弓道場がつ
くられ、ここを本拠として活動しています。
初心者から高段者まで約六十人。毎日射
法射技の修練に取り組み、精神力と技倆の
向上に励んでいます。毎年七、
八月に市民

英一
佐々野
国体 35 キロ、延岡西日本マラソンと連覇、39 年の別大、

陸上競技協会理事長。
勝を皮切りに、翌 35 年の全日本実業団 10000 ｍ、36 年

陸上部監督、宮崎県体協理事、同
おもな戦績は昭和 34 年日本陸上選手権 10000 ｍ優

優勝、福岡国際マラソン 2 位の成績をおさめました。自己記

佐世保市
ゲートボール
協会
ツ功労賞、西日本スポーツ賞、宮崎県
広島さんは昭和 13 年宮崎県東臼杵郡北郷村の生まれ。

こうした実績に対し、文部大臣スポー
終わる選手が多い。
」と指導方法について語られました。

は宗兄妹、児玉泰介、谷口浩美、西政幸、宮原美佐子の各
小・中・高の教師、体育指導員、一般スポーツ愛好者など

弓道教室を開催しており、なかなかの盛況
をみせています。中学生から高齢者まで、
適切な指導で弓の醍醐味を味わっていま

出国監督の講演を聞きました。
「子供たちには夢を持たせる

会長

ロサンゼルスの各オリンピックコーチを努めました。旭化成で
で開催されました。

昭和 51 年コーチに転じてからはモントリオール、モスクワ、

2 月 20 日午後 2 時から矢岳町労働福祉センター
が、

録 の ベ ストは 5000 ｍ 14 分 21 秒 0、10000 ｍ 29 分

平

この勢いをかって 40 年朝日マラソン、41 年国体と連続

て」が会員の悲願です。

観（み）
るスポーツより動
（や）
るスポーツ

東京オリンピックが開催された昭和三十九

市民体育祭、県体、国体と活動の場は広

す。初心者も安心してご参加ください。
がります。実力を発揮し一射一魂を体感し

年に県 協 会が発 足。佐 世 保は三 年 遅 れの
四十三年、
佐世保東商業
（現東翔高）
と佐世

てみてください。

今では発 足 時 会 員の二 世たちが楽しく

保工業出身者を中心に発足しました。
プレーしています。佐工チームはインターハイ
二年連続四位入賞を達成しています。
毎年元旦の交歓試合、
四月の春季選手権、
八月の国体九州地区予選、
十一月の県民体
育大会と、
年間を通じて活動しています。
ホッケーは体 験してみて、初めてその面 白
さがわかります。思いどおりにボー ルをコ
ントロールする快感を、ぜひ小学生の皆
さんも体感してください。ジュニア希望
者大歓迎。

選手を育て、全日本実業団、朝日駅伝、中国駅伝の 6 年連

続優勝など「長距離王国」を築きました。

佐世保市ラグビー
フットボール協会
21 秒 0、マラソン 2 時間 14 分 05 秒 2 です。
成 11 年度佐世保ジュニアスポーツ指導者講習会

朝日の両マラソンでも三位入賞を果たしました。

九州長距離界のリーダー
広島 日出国さんが講演

52
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150 人が参加、講師として招かれた沖電気宮崎の広島日

正人
福江

義達
針浦

S

会長
会長

会長

会長

満
山田
金助
宮㟢

薫
浦本

佐世保市
スケート連盟
佐世保
ホッケー協会

佐世保自転車
競技連盟
佐世保
弓道連盟

ト Oピ Pッ I ク C ス
T

【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

4

西暦2000年・佐世保市開催

第 30 回記念全日本中学校バレーボール選手権大会
開催に向け着々と準備進む

全

国の中学校のスポーツの祭典、 通称

「全中総体」のバレーボール競技がこと

し8月18日〜 21日の4日間、 佐世保市体育
文化館を中心に市内3会場で開催されます。
全国中学校体育大会は、当初東京で開催
されていましたが、 昭和 59 年（第 14 回大会）

開催年月日

平成 12 年 8月18日
（金）〜 21日
（月）

18日：監督会議、開会式（男女合同）
19日：男女予選リーグ・男女決勝トーナメント抽選会
20日：男女決勝トーナメント1 回戦・2 回戦・準々決勝
21日：男女準決勝・決勝
会場【本会場】

から全国を9ブロックに分け、 持ち回りで開催
されるようになりました。ことし県内では長崎市
で陸上競技が開催されます。

1
佐世保市体育文化館…
◆
▲至平戸

2
西海学園高等学校体育館…◆

3
4
佐世保実業高等学校体育館…◆
佐世保工業高等学校体育館…◆
佐々町

本市で開催されるバレーボール競技は、 昭

204

和 46 年に第 1 回が行われ、佐世保大会でちょ

皆瀬駅 野中駅

真申駅

うど第 30 回を数える節目の大会であり、
また20

棚方駅

相浦駅

ています。

上相浦駅

3

大学駅

北佐世保駅

弓張岳

中佐世保駅

佐世保駅

のインターハイにも劣らぬスピードと迫力のある

東大久保町

試合に期待が持てます。

▲至大野

▲至大野
■
市役所

市民会館●

天満町
西大久保町

校、 女子は聖和女子学院中学校などの有力

●交通公園

相生町
浜田町

祇園町

▲

至弓張岳

でおり、 記念すべき地元開催にぜひ花を添え

松浦町

矢岳町

てほしいものです。
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佐世保みなとI.C.

谷郷町

さらに、 佐世保は男子は日宇・ 大野中学
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●西海パールシー
佐世保港
リゾート
●佐世保市亜熱帯動植物園

体位向上が目覚ましい中学生だけに、高校

をお願いいたします。

烏帽子岳

MR松浦鉄道
佐世保中央駅

員が一丸となって取り組んでいます。

にしていくため、市民の皆様のご理解とご協力

泉福寺駅

204

佐世保実業高等学校

場も決定し、8月の開催に向けての準備に役

全国の中学生の期待にこたえる盛大な大会

佐世保工業高等学校

山の田駅

運営を担当する実行委員会では、 ほぼ会

校が今大会を目標に、 厳しい練習と取り組ん

4

2

西海学園高等学校

愛宕山

世紀最後の大会として、例年になく盛り上がっ

498

左石駅

本山駅 中里駅
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■
総合病院

宮地町

三ヶ町商店街
（サンプラザ）

体育文化館

島瀬町
佐
世
保
中
央

平瀬町

保

世

佐

中

1

■

光月町
本島町 宮崎町

四ヶ町商店街

上京町 京坪町

ニミッツパーク

下京町
●

瀬橋

日宇駅

春のスポーツイベントガイド
第 9 回佐世保市民早起き野球大会
（会場●佐世保野球場）

April

4月2
（日）〜3日
（月）
県北地区高等学校春季バスケットボール
選手権大会（会場●市内高等学校体育館）
4月8
（土）〜9日
（日）他
第 29 回県下少年野球選手権大会地区予選
（会場●佐世保野球場）
4月8
（土）〜9日
（日）
地域武道指導者研修会
（会場●長崎県立武道館）
4月13日
（木）
第 20 回佐世保市民交通安全ゲートボール大会
（会場●中央公園スポーツ広場（名切グラウンド））
4月15
（土）〜16日
（日）
第 23 回九州選手権軟式野球長崎県選考会
（会場●佐世保野球場）
佐世保地区高等学校男女春季バレーボール大会
（会場●佐世保工業高校他）
4月15
（土）〜17日
（月）
県下高等学校春季バスケットボール選手権大会
（会場●市内高等学校体育館）
長崎県高等学校春季ハンドボール選手権大会
（会場●佐世保市体育文化館）
4月16日
（日）
佐世保卓球協会春季団体戦
（会場●振興会体育館）
4月20日
（木）
第 9 回ベストライフ市民グラウンド・ゴルフ大会
（会場●総合グラウンド陸上競技場）
4月22
（土）〜23日
（日）
第 29 回県下少年野球選手権大会地区予選
（会場●佐世保野球場・北部ふれあい広場）
第 24 回佐世保軟式野球連盟 C 級選手権
（会場●北部ふれあい広場）
第 52 回長崎県高総体ソフトテニス佐世保地区
予選会（会場●総合グラウンド庭球場）
4月23日
（日）
県北地区室内水泳選手権大会
（会場●温水プール）
佐世保市小学校春季バレーボール大会
（会場●佐世保市体育文化館他）
4月27日
（木）〜
第 38 回佐世保市民早朝野球大会
第 21 回佐世保市民ナイター野球大会

4月29日
（土）
佐世保市中学校ソフトテニス春季大会
（会場●総合グラウンド庭球場）
4月29日
（土）〜30日
（日）他
第 52 回県民体育大会野球競技地区予選
（会場●佐世保野球場）
4月29日
（土）〜30日
（日）
佐世保市中学校バスケットボール選手権大会
（会場●振興館体育館）
長崎県高等学校体操競技選手権大会
（会場●佐世保市体育文化館）
4月30日
（日）
第 13 回長崎県ソフトテニス選手権楠瀬大会
（会場●総合グラウンド庭球場）

5

May

5月3
（水）〜4日
（木）
県北中学校バレーボール大会
（会場●佐世保市体育文化館他）
5月5日
（金）
佐世保市内クラブ・職域対抗春季バレーボール大会
（会場●佐世保市体育文化館他）
5月7日
（日）
第 52 回長崎県県民体育大会自転車競技（富山
国体県予選会）
（会場●佐世保市競輪場）
5月13
（土）〜14日
（日）
第55回富山国体成年の部野球競技長崎県選考会
（会場●佐世保野球場）
5月13日
（土）
佐世保小中学校学年別卓球大会
（会場●振興会体育館）
5月14日
（日）
県北地区マスターズ水泳大会
（会場●温水プール）
第27回全国家庭婦人バレーボール大会1次予選会
（会場●佐世保市体育文化館他）

5月28日
（日）
佐世保学生卓球選手権大会
（会場●振興会体育館）
第 37 回昭和ゴム杯佐世保 ABCソフトテニス選
手権大会（会場●総合グラウンド庭球場）
ライオンカップ第 20 回全日本小学生バレーボー
ル大会佐世保市予選会
（会場●佐世保市体育文化館他）
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June

6月10日
（土）〜12日
（月）
佐世保市中学校体育大会
（会場●佐世保市総合グラウンド他）
6月11日
（日）
第 12 回長崎県ダブルスボウリング選手権大会
（会場●佐世保ラッキーボウル）
長崎県高等学校定時制・通信制バスケットボー
ル大会（会場●佐世保北高校）
6月18日
（日）
佐世保一般新人卓球大会
（会場●振興会体育館）
第 5 回中学校空手道選手権大会
（会場●烏帽子青少年の天地）
6月18日
（日）〜
第 24 回佐世保軟式野球連盟 C 級選手権
（会場●佐世保野球場）
6月21日
（水）〜22日
（木）
全九州高等学校自転車競技大会
（会場●佐世保市競輪場）
6月24日
（土）〜25日
（日）
第 9 回佐世保軟式野球連盟会長杯（学童）
（会場●佐世保野球場）
6月25日
（日）
県北夏季職域クラブ対抗ソフトテニス大会
（会場●総合グラウンド庭球場）
県北地区春季水泳大会
（会場●総合グラウンドプール）

5月21日
（日）
第 31 回楠瀬杯争奪佐世保地区高等学校
ソフトテニス選手権大会
（会場●総合グラウンド庭球場）
第1回佐世保地区高等学校バレーボール強化リーグ
（会場●佐世保工業高等学校他）

（平成 12 年 4 月 1 日現在）
■佐世保体育協会 32 競技団体ガイド
●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）

●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
（佐世保市スケート連盟）
●馬術連盟（佐世保馬術連盟）

TEL0956-33-2398（末長）
TEL0956-40-8389（小宗）
TEL0956-24-5189（小川）
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）
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スポーツライフ・データ 1999［保存版○］
3

佐世保市民スポーツライフデータ1999
調査の目的
佐世保市白南風町 1-3

TEL.FAX 0956-22-7910
佐世保西海観光旅館協同組合
勝富旅館組合 中央旅館組合
大衆旅館組合 早岐旅館組合

佐世保市卸本町 39-10 TEL 0956-31-8224
DESIGN AND DEVELOPMENT

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

佐世保市教育委員会は、
昨年市民のみなさんに

アンケート調査への協力をお願いし、回答していただいた用紙を
もとにデータ化しました。この調査内容にスポーツ施設ガイドや
関係団体を併せて掲載した『佐世保市民スポーツガイドブッ
ク—スポーツ興味・新・心』を発行しました。
この中のアンケート調査の結果は、
私たち市民のスポーツライフ
を考える上で、
とても貴重な基礎資料になるものです。そこで、
多くの人に「市民のスポーツ、
私のスポーツライフ」を考える上での

参考にしていただくため連載します。
家族、地域、職域ぐるみの健康いきいきライフを考える上でお
役立てください。
※調査は市民を対象に無作為抽出に
よって三千人をピックアップし、
アンケート
用紙を郵送しておこないました。この回
収されたアンケート 973 通を解析し、
デー
タ化したものです。
※文中にあげる全国データは「スポーツ
ライフデータ 1996（笹川スポーツ財団・
1997 年発行）によるものです。

2 スポーツ施設の利用状況

■運営・管理主体別施設利用状況（延べ利用回数比率）

佐世保自動車協会

公共施設 10％

会長 東 光雄

佐世保市沖新町 5-1 TEL 0956-32-2101
学校の施設 31％

その他 42％
MASUDA
ORTHOPAEDIC

●整形外科●リハビリテーション科

（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

増田良孝

院長

診療
時間

至
大
野 ●
平日AM9:00〜PM12:30／PM2:00〜PM6:00
市
水曜・土曜日午後／第2・第4土曜日・日・祝日休診（入院可） 役
所

GS●

職場の施設 3％

至
佐
●NTT 世
保
駅
●中央公民館

民間の施設 14％

35

佐世保市高砂町4-12 TEL 0956-24-0056

■スポーツ施設の月間平均利用回数（回／月・人）
（回／月）
16

おいしいお弁当なら

2-1
スポーツ施設利用状況
●施設別の利用状況では「その他」が
42％を占めるが、この内訳は、道路や公
園（公共施設には含んでいない）
、空地
等が多い。これは「１．運動・スポーツ
実施状況」で示したとおりのウォーキン
グ・散策や軽い体操、釣り、縄跳び等、
いわゆる競技スポーツ以外の種目が上位
を占めているためである。また、学校の
施設利用者は、大半が学生である。利用
回数、時間とも民間施設利用が公共施設
を上回り、１回当たりの利用時間も民間
施設が上回っている。

意外と多い
施設外でのスポーツ活動

14
12
10
8

各種イベント、会議や職域のお弁当に

6

佐世保市天神町 3-2691-3
フリーダイヤル 0120-255-153

4

佐世保市川下町 144-1  TEL 0956-48-8195

NCモデル百貨・DCカード加盟店

2
0

公共施設

学校施設

民間施設

職場の施設

その他

全体

■スポーツ施設の 1 回当たりの平均利用時間（分／人）
（分）
140
120
佐世保市常盤町6番13号 TEL 23-2790

佐世保市常盤町6番13号 TEL 23-7878

佐世保市瀬戸越町428番地の1 TEL 0956-49-2943

100
80
60

30年の実績、930万人の保険

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

TEL.FAX 095-845-2926
【ホームページアドレス】

http://village.inforweb.ne.jp/〜fvgm7190/index.htm
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■申込用紙は佐世保市教育委員会スポーツ振興課にも用意しています。
お問い合せ：TEL 24-1111（内線3131・3121）

40
20
0

公共施設

学校施設

民間施設

職場の施設

その他

全体
“ぷれい！”第 5 号［2000 年春］
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インフォメーション

インフォメーション

新装テニスコート 4 月リニューアルオープン！
！

佐世保市体育文化館使用案内

INFORMATION

INFORMATION

市民のみなさまが、市公共体育施設の一般利用ができることはご存じでしょうか。

みなさま大変お待たせ致しました。昨年 11 月より庭球場の改修工事を
行っており工事期間中は、利用者の方々に大変ご迷惑をおかけしまし
たが、4 月から全面使用できるようになりました。夜間まで有意義にご
利用ください。

市民のみなさまが利用したい時、例えば雨天で何もできないとお考えの時、ご家族のふれ合いを
持ちたい時や職場の交流を深めたいときなど、区分帯での貸し出しや専用での貸し出しをいたして
おります。内容の詳細は同管理事務局までお尋ねください。皆様のご利用をお待ちしております。

庭球場改修工事の概要

練習区分帯（時間）

●砂入り人工芝コート…16 面（内、夜間照明付 9 面）

従来コート 7 面を砂入り人工芝コートに改修、夜間照明付砂入り人工芝コート
2 面を増設しました。
【お問い合わせ先】総合グラウンド管理事務所

12

TEL 47-3125

体育文化館改修工事のお知らせ
現在、体育文化館の大体育室床改修工事を予定しており

定員 50 名

参加料 2,000 円

ますが、工事期間中はみなさまに大変ご迷惑をお掛けい
たします。みなさまのご理解とご協力のほどよろしくお
願いいたします。

【開催期日】● 5 月 24 日
（水）から5 月 26 日（金）

大体育室床改修工事期間

【開催場所】

● 5 月 31 日（水）から6 月 2 日（金）

【申込期間】5 月 1 日
（月）から5 月 19 日（金）※先着順です。

※なお、工期については予定ですので変更となる場合がございます。
※工事期間中も小体育室（集会場）は通常どおり使用できます
※大体育室は、工事期間中全面使用できません。
【お問い合わせ先】

佐世保市体育文化館管理事務所 TEL 22-1522

【お申込先】

佐世保市温水プール
TEL 23-5455
佐世保市教育委員会
スポーツ振興課
TEL 24-1111
（内線 3132）

●施設周辺の方々から、施設利用者がゴミ・空き缶等を庭や側溝などに捨てて帰り、大変迷惑しているとの苦情が殺到しております。
ゴミ・空き缶等は、各自持ち帰り処分していただきますようお願いいたします。
●公園や公共施設の周辺で犬などの散歩をさせている方をよく見かけますが、
ペットの糞をそのまま放置される方がいらっしゃいます。
みんなが気持ちよく利用できるようペットの糞は飼い主が責任を持って処分してください。

スポーツサークルインフォメーション

記入事項

主に佐世保市内を活動拠点にしているサークル
活動内容がスポーツレクリエーションであり、営利を目的としない
有志の団体が対象となります。
●団体名 ●競技種目
●募集内容（メンバー募集、対戦チーム募集など）
●メンバー構成（男女数・主な年代層を記入してください）
●練習日時（曜日・時間帯・活動場所）
●入会条件・会費など（対戦チーム募集などの場合は無記入）
●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
佐世保市椎木町無番地

TEL 47-3125

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。
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◆広く投稿を募集します◆

ぷます。各種スポーツ活動を行っているサーク

12

2

3

9:00〜11:00

あて先●佐世保市八幡町１—10

佐世保体育協会『ぷれい！』係

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

財団法人佐世保市体育振興会

TEL 47-3125 / FAX 47-7010

12

3

3

9

6

12

4

3

9

6

12

5

3

9

6

6

3

6

11:00〜13:00 13:00〜15:00 15:00〜17:00 17:30〜19:30 17:30〜19:30

※１〜５までは 1 日より翌月分を電話、または窓口にて予約受付いたします。
※ 5 に関しては中学生以下の使用は引率者の同行がある場合のみ利用できます。
※ 6 に関してのお申し込みは、1 日から 15 日までに翌月分を直接窓口にて予約申込書に記入してください。
決定は 20 日以降にわかりますのでご確認ください。決定以降、空き時間を随時受付いたします。
※なお、館内では体育館シューズを使用してください。ボール・ラケット等の貸し出しはしておりませんので、使用者の方でご用意ください。

練習使用料（1 単位）
種 目
バスケットボール・バレーボール
ハンドボールコート
（1面）
バドミントン・インディアカコート
（1面）

卓 球（1面）
体 操（1種目）

一

般

1,720円
680円
450円
570円
340円

照明使用料（30 分単位）
学

コート

バスケットコート

860円
340円
220円
280円
170円

バレーボールコート
バドミントンコート

大体育室（1時間） 小体育室（1時間）

1,000円
660円
200円

時間帯

9:00〜13:00

13:00〜17:00

17:00〜21:00

大
体
育
室

ス
ポ 入場料なし
ー
ツ
利 入場料あり
用

6,890円

6,890円

6,890円

小
体
育
室

スポーツ利用
の場合

3,440円

3,440円

3,440円

スポーツ以外
の場合

6,890円

6,890円

6,890円

生

専用使用料

れいでは、みなさまからのお便りを募集してい

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）

9

6

その他（1人）

公共施設を利用される皆様へ

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。

3

6

佐世保市温水プール

5 月 8 日から 5 月 31 日の予定

利用資格
掲載条件

1

9

佐世保市水泳教室のお知らせ

12

840円
420円
210円

20,690円 20,690円 20,690円

※受付は、使用予定年度の前年度の 2 月中旬に合同調整会を行い決定
とします。その決定以降転記期間を設け指定日より空き日を随時受付い
たします。詳しくは同事務所までお尋ねください。

佐世保市体育文化館
TEL 22-1522 857-0825 佐世保市光月町 6 番 17 号

市民サークル紹介

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

主婦業の合間に楽しい汗

未来のイチロー、城島いでよ

めざすサセボ・
ドリームチーム

バドミントンコスモスレディース
20 〜 40 代の主婦 10 人で月、水、金曜日の
午前 10 時〜正午まで相浦町振興会体育館で
練習。会費：1ヶ月2000円。ゲスト：1回300円。
転勤族が中心で、家族第一に主婦業の合間に
楽 しくが モ ッ
トー。男女を問わ
ず他チームから
の参加もあり、
指導者に恵まれ
ています。

少年野球相浦西少年野球クラブ
小学生の野球クラブで、将来のプロ選手を夢
見る25 人が毎日午後 4 時から2 時間、 相浦西
小学校校庭で練習に励んでいます。昨年 12月
5日、郵便局・ふれあい野球教室が開かれたとき
は佐 世 保出身の
ダイエー捕手、城
島選手の直接指
導とあって、100
人の定員に多くの
希望者が殺到しま
した。

女子バスケットボール WINS
女性バスケットボールチームで現在のメンバー
は10 人。 毎週水曜日相浦振興会体育館で午
後7時30分から2時間練習しています。県北リー
グに登録、年 6 回隔月第 3日曜日を目安に試合
をしています。他に男性チームの「るーず」、
「バッ
カス」と合同
練習も。 興
味 がある人
は遊び のつ
もりで一度ご
参加を。

連絡先：藺牟田
（いむた）登志子さん
TEL47-4286 大潟町 678-5-303

連絡先：西浦 照行さん
TEL48-2668 川下町 633

連絡先：石見屋（いわみや）香繊さん
TEL28-3289 日野町 862-55

“ぷれい！”第 5 号［2000 年春］
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佐世保市沖新町5-10（高専前）TEL0956-32-2500

ふれあって 未来へ−。

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

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スポーツ振興課

佐世保市八幡町1-10 TEL 0956-24-1111（内線3131）FAX 0956-25-9682
編集後記◎ 1 月 16 日、
全国都道府県女子駅伝大会都大路を快走した
「長
崎女子チーム」が見事優勝の栄冠を勝ち取り、県民が歓喜に沸きました。
こ
の中には、佐世保市立崎辺中学校出身の 2 名が含まれており、市民の声
援はひときわ大きなものがありました。
チャンピオンスポーツは、筋書きのないドラマであり、観客である私たちの心
も熱くたぎらせてくれます。
「ぷれい！」は、市民のみなさんの身近なスポーツ
参加の手助けのため努力してまいります。
4 月 1 日、一部スタッフが異動になりました。
「お疲れさま」で送ります。

佐世保市民スポーツ情報誌

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

財団法人佐世保市体育振興会

平成 12 年 4 月 1 日発行

〒858-0925 佐世保市椎木町無番地
佐世保市総合グラウンド内 TEL 47-3125  FAX 47-7010
●平成 11 年 4 月 1 日創刊（通刊第 5 号）

