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西 典子

第40回NHK杯体操佐世保開催が決定

2003年夏インターハイ情報
2000年夏全中バレーボール大会迫る

市民スポーツ団体ガイド
スポーツライフデータ 1999
夏のスポーツイベントガイド
インフォメーション

“夢は NHK 杯”新体操の萩山瞳さん（上）と椋本啓子さん（下）

んもこのひとことに心が動き、ハンド部に入
部しました。
中学でゴールキーパーしか経験していない
典子さんを、浦監督はアタッカーに起用しま
し た。 当 時、 社 会 人 で も 一 六 八 セ ン チ、
六四・五キロという身体に恵まれた選手は少
なく、すぐ右四五度というエースポジション
を典子さんに与えたのです。
しかし、インターハイを目指した県大会で
は、ハンドの実力校島原農に決勝戦で敗退。
ここでふつうの選手なら落ち込むところを、
西典子さんはむしろ、
〝本気で〟ハンドに打
ち込む契機にしました。
ケガに泣き、部員は補欠もいない五人ギリ

柚木中学校時代は野球に熱中。佐世保北高校に進んでからは陸上、剣道、佐賀大学教育学
部ではバスケットボールとスポーツ万能の青年時代。ハンドボールは教職についていた
27 歳のときから。福石中にハンドボール部創設、同じく大野中では 11 年間指導し九州
大会優勝。県、市スポーツ功労賞 6 回受賞。県体協表彰。現在、県・市ハンドボール協
会参与。日本スポーツ少年団認定員。相浦女子中ハンドコーチ。
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「ちょっとハンドボールもやってみないか」
大野中学校一年生のとき、ソフトボール部
だった西さんに、そう声をかけたのが寺㟢嘉
高先生でした。この〝ひとこと〟が運命となっ
て、パワフルな全日本ハンドボールのエース
が生まれたのです。
ヒーローは、ずば抜けた実力をもって、そ
の時代を象徴する活躍をした人に捧げられる
賞賛の言葉です。でも、そんな名選手の生み
の親、育ての親、そして、競技自体の普及と
発展に大きく貢献した寺㟢さんもまた「ヒー
ロー」の名に値するでしょう。
華麗な技でファンを惹き付けるプレイ
ヤー、その選手の素質を見抜き、磨きをかけ、
世に送り出す監督やコーチ。この陽と陰との
見事なコンビネーションこそは、すべてのス
ポーツに共通する重要な条件なのです。
佐世保市楠木町で昭和三十二年十一月十日
に生まれた西典子さんは兄と弟を持つ三人兄
妹の真ん中として、男の子と同じ遊びをして
成長しました。
ただ一人、女の子で出場した柔道大会で、

ギリのチームというハンディもはね返し、二
年生の秋、九州大会出場権を勝ち取りました。
「逆境にあっても闘志を忘れない」というガッ
ツで、まさに〝ハンドの西典子〟の才能が花
開いたのです。
ハンドの名門・大崎電気へ
高校を卒業するとき、体育教師の夢を捨て
きれない典子さんに、浦監督は社会人チーム
での活躍をと勧めました。左ひざ・じん帯の
故障を抱えて悩んでいた西さんに、下降線を
たどる名門、大崎電気チームの谷口俊郎監督
は「チーム再建の柱になって」と説得しました。
この両監督の言葉で進路を決し、大崎電気
入りした典子さんでしたが、病院のベッドで
筋力トレーニングに励むという痛々しい状況
にも屈せず努力を続けました。昭和五十四年
に全日本チーム入り。五十七年には得点の国
際ランキング五位と、国際舞台でも華々しい
活躍をしました。
しかし、五十八年のロス・オリンピック予
選前、ヨーロッパ遠征のとき、傷口から感染
して敗血症と診断されました。華麗でダイナ
ミックな典子さんのユニフォーム姿は、北海
道函館で開かれたロス・オリンピック予選大
会が最後になりました。
七ヶ月の療養を終えて退院したのが五十九
年六月。負けん気ですぐ練習を再開したもの

当時を振り返る寺㟢 嘉高先生。

高いジャンプからのシュート。在りし日の西典子選手のプレー。

「もし、西典子選手が生きていたら……」今でもハンドボールを愛する人たちの間で語り草になっている西典子さん。
昭和六十一年三月十一日、敗血症から肺梗塞を起こし、二十八歳で急逝した不世出の名選手。今は「西典子杯ハンドボー
ル大会」に名を残す佐世保出身・元全日本チームのエースです。
この西選手を世に出した人が、県ハンドボール協会参与の寺㟢嘉高先生。また、北高校監督時代の昭和四十六年、チー
ムをインターハイ準優勝に導いた藤井寛先生。全国クラブ対抗で二度の優勝を成し遂げた青井正弘先生。こうした人た
ちの手で、佐世保のハンドボールが育ってきました。

しとなりました。九州大会でも二位という抜
群の成績に寺㟢監督も〝自分の目に狂いは無
かった〟と心から喜びました。
「将来は体育の先生に」と希望していた典
子さんは、スポーツに専念できる県立佐世保
商業高校に進学、クラブはソフトボールでと
考えていました。ところが、中学時代ハンド
ボール部の先輩だった人が、典子さんに無断
でハンド部に入部届けを出していたのです。
そこで、すぐハンド部監督の浦力（ちから）
先生に入部を断るため会いに行きました。と
ころが、浦監督は「君は将来体育教師を希望
しているそうだが、ハンドボールをやれば私
が必ず大学へ行かしてやる」と説得。典子さ

寺㟢 嘉高さんプロフィール

並みいる男子選手を投げ飛ばしたエピソード
など、はつらつと身体を動かす事が大好きな、
明るいスポーツ少女でした。
昭和四十四年春。大野中学校に進学した典
子さんは、部活の中でもハードなソフトボー
ル部に入りました。一年生の三学期、早く練
習が終わった典子さんは、ハンドボール部の
友だちを迎えに練習コートにやってきて、見
学しながら終わるのを待っていました。
「君もちょっとやってみないか」
ハンドボール部監督をつとめていた寺㟢先
生は、部員たちの動きと練習ぶりを見つめる
目の輝きを見逃さず、さりげなく声をかけた
のです。以後、典子さんは一時間早く終わる
ソフトボールの練習のあと、友だちがいるハ
ンドボールのコートに立ちました。
すばらしいセンスに恵まれていた典子さん
は、すぐハンドボールのコツを掴み、レギュ
ラーをたちまち追い越す上達ぶり。加えて、
典子さんの素質を見抜いていた寺㟢監督は、
巧みに典子さんの長所を育てる指導に情熱を
注ぎました。
二年生から三年生にかけて小柄な身体も大
きく成長し、身長は一六五センチを越え、技
巧に加えてパワフルな迫力も加わりました。
花開いた佐世保商時代
ソフトボールとのかけ持ちながら、ゴール
キーパーとしてアタックの前に立ちはだかる
西典子さん。大野中チームはもう県内に敵な

の二ヶ月後に再発、
入院。軽快退院後また再々
発。それでも最後まで仲間に「体調が良くな
ればそちらに行きます」と手紙に書き綴って
いた典子さんも、身体の深部に潜んでいた病
魔にはついに勝てませんでした。
「典子さんの悲報を聞いたとき、我が子を
失った！と強烈なショックを受けました。葬
儀の間中〝ハンド の道に進ませたのは私だ〟
と悔悟の念にさいなまれ、
涙が止まりませんで
した」と語る大野中時代の監督
・
寺㟢嘉高さん。
「世界の舞台で活躍し、数々の記録を残し
た西選手の名は、永遠に人々の胸に刻まれま
すよ」と、人々は慰める言葉を寺崎さんにか
けますが、
「ご両親にはお詫びの言葉も無い」
と語る寺㟢さんです。
しかし、毎年末に開催される、西典子杯ハ
ンドボール大会も、今年で七回を数えます。
例年、会場には典子さんの遺影が飾られ、タ
カラヅカの花形男役スターを思わせる、明る
く美しい西典子さんの笑顔が見られます。
佐世保市ハンドボール協会参与、同じく県
協会参与もつとめる寺㟢さんは、昭和四十年
福石中学校に在職中、同僚の青井正弘先生か
ら手ほどきを受け、ハンドボールと出逢いま
した。
以後、西典子選手がいた大野中で十一年間
男女ハンド部を指導、さらに清水、柚木、相
浦と、中学校で三十年間ハンドボール一筋に
指導を続けてきました。
この間、大野中女子が九州大会優勝、準優
勝が大野中男子一回、女子二回経験のほか、
数々の好成績を上げました。野球、サッカー、
バレーボールなど、ポピュラーな種目の影に
なりがちなハンドボールを多くの人々に認知
させ続けてきた寺㟢先生もまた、
堂々たる「ス
ポーツ草創期のヒーロー」でしょう。
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西選手がキーパーとして活躍した大野中チーム。前列中央が寺㟢先生。後列の黒いユニフォームが西選手。

成六年、関西出身で大阪体育大学卒の

三人姉妹の二番目で、姉の絵美さんは同じ

めました。
ドリーム体操クラブの先輩。監督の出身校であ
る大阪体育大に進み、現在二年、インターカ
また、妹の歩さんは大野中三年で陸上部に

レッジで活躍する体操選手です。
所属し、短距離選手として活躍しています。
瞳さんがドリーム体操クラブで指導を受け始
トレーニング〟 をモットーにしている椋本先生夫
ろん萩山瞳さんは個人優勝を狙います。 頼み

催されるインターハイでの団体入賞が目標。む

めたのは小学二年生のとき。〝楽しみながらの
妻の指 導のおかげで「 毎日の練 習が楽しくて
の綱の椋本監督は「恐い監督。でも調子を落
とすと自分の身になって真剣に考えてください

たまらなかった」と振り返る瞳さんです。
「高校選抜準優勝で、目標をもう一つ先に置
八月に横浜で開かれる全日本ジュニア予選通過
ばれています。

をしてもらっています」と絶対の信頼関係で結

くことができた」 と語る瞳さんの頭の中には、 ます。そして、一緒に考えながらあれこれ工夫
が当面の目標です。
クラブでは、 監 督の夫・椋 本 政 信 先 生が、

体 操 競 技 選 手 権 大 会 」 の二 次 予 選、 時には大 阪 弁でギャグを 飛ばしながら生 徒の

らに、大学、一般も参加しての「全日本

「五輪で活躍する選手づくり」 そして「 体

心をほぐし、リラックスさせながらの懇切な指

操の底辺を広げる指導者の養成」 も考えての

最 終 予 選で二十四位までに入るとあこがれの

さ
を集中して演技し、いずれも納得のゆく成績

夢の舞台。 今年金沢で開かれた大会は、その

間、「やった！」と喜びがこみ上げてきました。 す。ＮＨＫ体操競技大会は体操選手すべての

導で幅広い成長を支えてくれます。

そして、時間が経つとともに〝これまでくじけ

「ＮＨＫ杯体操競技大会」が視野に入ってきま

夫妻が佐世保の地に根をおろし、「ドリーム体
ドリーム体操クラブは、佐世保におけるスポー

） をあげ、いずれも高得点の掲示を目にした瞬

操クラブ」が産 声をあげました。「オリンピッ
ままシドニーオリンピック代表を選ぶ最終選考
西海高校体操部としては、八月に岐阜で開

本夫妻の愛娘・啓子さん（山澄中三年）
も急成長中。ドリームチームが団体とし

での成果も、世に問う舞台ができました。

世保開催が決定しており、椋本夫妻のこれま

来 年の第 四 十 回ＮＨＫ杯 体 操 競 技 会は佐

昨年の三十位から大きな躍進です。

啓 子さんは個 人で二十 位に食い込みました。

て出 場した全日本ジュニア横 浜 大 会では八位、

椋

ツ隆盛の大きな力になっています。

ずに続けてきた練習々々の苦労が実を結んだ

ら高校までの子供たちを指導しています。
萩 山 瞳さん（ 昭 和五十八年四月 十日生ま
れ、楠木町、西海高校二年）はその中の一人。
椋 本 祟 子さんが西 海 学 園 高 校の体 操 部 監 督
も勤めているので、一番身近で、それだけに熱
「 最高の調子を維持してのぞめた」 という、

意あふれる指導を受けています。
今 年三月の全 国 高 等 学 校 体 育 大 会で見 事 準
優勝の好成績をあげました。床運動、段ちが

E 難度の技を指導する椋本夫妻

回】

します。

に就任してもらい、他に参与、常任委員、委
員などの役員を置いて活動することになりま
した。
四十回大会は、平成十三年六月、体
育文化館で開催予定です。佐世保で

盛り上がった第 回金沢大会

保市長、崎山同市議会議長など十四人を顧問

また、金子知事、林県議会議長、光武佐世

■

との整合性をはかる○その他、の事業を展開

上○平成十四年の佐世保市制施行百周年事業

得点をマークするなど、女子第一人者の実力

ていました。山脇選手も段違い平行棒で最高

したものの、第一人者らしい貫禄を見せつけ

＝今秋のシドニーオリンピック代表も＝
ピック競技大会日本代表決定競技会が、五月

斉藤良宏、岩井則賢、原田睦巳
【女子】山脇佳奈、竹中美穂
金沢大会の競技運営に目を向けると、石川
県体操協会の役員をはじめ、地元の高校生百

も熱気にあふれていました。

社の数も例年の倍以上あり、メディアの取材

を兼ねていることもあって、テレビ局・新聞

また、シドニーオリンピックの代表者選考

した。

人が補助員として参加し、大会を支えていま

向上しています。

績があり、中、高校での競技レベルが着実に

プ国際体操競技佐世保演技大会を開催した実

選手権大会が、八年前の平成四年に中日カッ

は十三年前の昭和六十三年に全日本体操競技

ＮＨＫ杯体操、
来年に佐世保開催決まる

い平 行 棒、 平 均 台、 跳 馬の各 種 目で気 持ち

【第

ねて県、市と関係者を挙げて誘致運

動を進めてきた第四十回ＮＨＫ杯体

操競技会が本決まりしました。これを受けて
佐世保実行委員会が結成され、五月十八日光
月町体育文化館に関係者が集まって設立会を
開きました。
市制百周年のプレイベントとして位置づけ
られたＮＨＫ杯体操は、すべての体操選手が
出場を夢見る国内最高レベルの大会です。例
年、世界選手権に出場する日本代表選手選考

二十七・二十八の両日、 石川県金沢市総合体

第三 十 九 回ＮＨＫ杯 兼 第二十 七 回 オリン

十八日の実行委員会設立会では、会長に宮

塚原・笠松・山脇の三選手は親子二代のオ

城憲彰、副会長に池原泉、渡久地弘子、鮎川

リンピック出場という話題性もあり、〝体操

ぶりを発揮しました。

次 回四十 回 大 会の開 催が決 定した佐 世 保

ニッポン〟を支えた父親同様、その活躍が期

しょう。

次に、オリンピック出場選手を紹介しま

メダル獲得が期待されています。

おり、男子はバルセロナオリンピック以来の

の原田と、それぞれ得意種目をもった選手が

さらに、跳馬の藤田、つり輪の斉藤、鉄棒

待される選手です。

市からは、体操協会の宮城会長以下、八人が

ました。

佳奈選手。笠松選手は得意のあん馬でミスは

次に注目を集めたのが笠松明宏選手と山脇

が会場中に響きわたっていました。

まるとまばゆいくらいのフラッシュがたかれ、
拍手

に鉄棒の演技は大技の連続で、
フィニッシュが決 【男子】塚原直也、藤田健一、笠松昭宏、

観客のお目当ては、
やはり塚原直也選手。特

めかけ、選手の技に拍手を送っていました。

生からお年寄りまで約二千三百人の観客が詰

会場には、一流選手を一目観ようと、小学

＊

状況、運営、準備状況などをつぶさに見てき

視察に行き、実際の競技の状況や会場設営の

育館で開催されました。

会も兼ねて盛大に開催されています。

第

39

■

から敬意と感謝、そして何よりも信頼感を深

ク選手を育てよう」との夢を掲げ、小学生か

）
、妻崇子さん（

瞳さん（ 西海高校 2 年）

萩山
会でした。

椋本政信さん（

全国選抜高体で準優勝

のだ〟と実感し、椋本監督の適切な指導に心

平

My Climax
4

3

潤次郎、事務局長に香月周二の各氏ほかの役
員を選任しました。
採択された規約では○大会開催に必要な総
1

合計画を立てる○準備も含めた必要経費の計
2

4
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次期オリンピック「アテネ大会」強化コーチ
にも選ばれている“椋本監督”
大会に備え、準備がなされた金沢市の会場

38
今年度優勝選手の表彰式
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か

平 成 1 5 年 全 国 総 合 体 育 大 会

これまでの取り組み

全

国高等学校総合体育大会（以下イ
ンターハイ）は、それまで種目ご

とバラバラに行われていたものを統一

VOLLEY BALL
バレーボールは 1923 年国内に紹介され、終戦
後競技人口が急速に増え、
東京オリンピックでは「東
洋の魔女」
の金メダルの大活躍で一気にバレーボー
ル人気に火が付きました。とりわけ、佐世保市での
バレーボールは盛んで、一般では、佐世保重工を中
心とした好選手を多数世に送りだしました。高校女
子では、九州文化学園が三大大会を制するなど、高
いレベルを誇っています。

し、ＮＨＫの全面協力で、高校最大のビッ
グイベントとして、全国各県で言わば
ジュニア国体として開催してきました。
昭和 34 年からのことです。夏季大会は、
甲子園大会に象徴される硬式野球と軟
式野球を除く 25 種目で、夏休みを利用
して盛大に開催されます。当初はブロッ

VOLLEY BALL
（インターハイ）

HAND BALL

HAND BALL

VOLLEY BALL

ク地区大会型式で、第 1 回が北信越で新
潟ほか 13 県での開催。九州では 48 年

VOLLEY BALL

度鹿児島県、平成 4 年度宮崎県で開催さ

HOCKEY

こ

のあと、平成 13 年度の熊本に続い

て平成 15 年に待望の長崎大会と

なるわけです。県では、雲仙普賢岳の噴火
災害復旧記念事業との意味もあって誘致
に乗り出し、平成 10 年に内定を得、平成

11 年 6 月、日本国全国高校総合体育大
会実行委員会で正式に決定しました。
同年 9 月 1 日、長崎県準備委員会が
設立されました。県副知事を会長とし、県、
長崎県体育協会、長崎県高等学校体育
連盟、長崎県市長町長会など関係者によ
る委員会の船出です。今後、県レベルで
の大会スローガンの募集、基本計画の策
定などがすすめられます。

佐

世保市で行われる 5 競技の開催に
むけた動きとしては、開催地準備委

ン、シンボルマークの決定、実行委員会
設立、県民推進大会などを日程に上げて
いきます。これと並行して、中体連を中

HAND BALL

です。
ヨーロッパではサッカーにつぐメジャーなス
ポーツ種目で多くの競技人口を有しています。
かつて、全日本のエースとして活躍した故西
典子さん（県立商業）、8 年連続イターハイ出
場の聖和女子学院をはじめ佐世保市の各高校で
はハンドボールの土壌が十分にできています。

KARATE

KARATE

HOCKEY
HAND BALL

空手は、動と静の組合せの競技として見るも
HOCKEY
のの心を熱くさせ、それ以上に選手は一挙一等
足の気合いが入る種目です。
体育文化館を会場に繰り広げられる空手競技
は、長崎県では有望種目であり、毎年インター
ハイでの県選手団は上位入賞を行っています。
佐世保市のジュニア層の選手の目は常に平成
15 年を見据えており、地元での活躍を恰好の
目標に毎日の練習を頑張っているところです。

TRACK RACE

TRACK RACE

KARATE
HOCKEY

員会を平成 12 年度中に設立することに

込まれます。平成 13 年度以降はスローガ

HOCKEY

HAND BALL
球技の格闘技というほどハードな競技で、ス
VOLLEY
BALL
ピードはどの競技にも劣ることのないスポーツ

KARATE

ホッケー競技は、県内では佐世保工業、川棚
高校の 2 校が活躍をしており、さらにもう 1 校
が創部、女子の部も創部の予定で、地元開催に
参戦するため、指導者、選手が一丸となり平成
15 年をめざしています。
ヨーロッパ生まれのこの競技は日本ではさほ
どメジャーではありませんが、芝の上での駆け
引きは一度見たファンは虜になることうけあい
です。

なります。佐世保市を訪れる人は、選手役
員応援者まで含めると、約 30,000 人が見

TRACK RACE
KARATE

心に選手強化に着手し、中・高合同練習

TRACK RACE

会、強化合宿、県外遠征などを進めるこ
とにしています。

●平成 11 年度（岩手県）
愛称：’99 岩手総体
スローガン：飛びたとう
岩手の空に 夢はせて

“PLAY!” Vol.6 SUMMER.2000

13

●平成 年度（茨城県）
愛称：２００２年茨城総体
スローガン：競え友よ 熱き力を
茨城で

12

●平成 年度（熊本県）
愛称：ひのくに新世紀岐阜総体
スローガン：このとき 君が輝き
風になる

●平成 年度（岐阜県）
愛称：２０００年岐阜総体
スローガン：切り開け 岐阜から
未来の１ページ

TRACK RACE

7

通称インターハイの 5 種目が佐世保で開催されます。

本誌では今後、関係する情報を毎号お届けしていきます。ご期待ください。

の西九州大会で福岡県を中心に、57 年
れました。

西暦 2003 年、長崎県で開催される全国高校総合体育大会、

14

県内で唯一競輪場のある本市は「豊岡弘選手」
をはじめとして、多くの全日本クラスの選手を
輩出しています。
バンクを疾風のごとく走り抜ける二つの輪
は、風の音を残し迫力にみちた競技として多く
の選手、ファンをとりこにしています。
全国の高校生が佐世保競輪場のバンクで持て
る力をにかけ、火花ちる戦いに、今から胸が踊
ります。

【応募資格】
長崎県在住の中学校・高等学校（全日制）
、高等専門
学校（1 〜 3 年）
、盲・ろう・養護学校（中・高等部）に
在籍する生徒が対象です。
【作品の基準】
●愛称及びスローガン
県外から訪れる選手・監督等はもとより、広く県民に親
しまれる愛称及びスローガンとします。
●シンボルマーク
1. 長崎県を象徴するものとします。
2.「作品には高体連マーク」
（色は真紅）及び開催年
度の「15」または「2003」を必ず入れるものとします。
3. コンピュータによる作品（カラーコピー）
も可とします。
4. 色数は、高体連マークの赤を含め 5 色以内。
5. 色彩材料は、ポスターカラー又は水彩絵の具です。
6. 作品について、作者の意図を簡単に添えてください。
【締切期日】

平成 12 年 7 月 31 日（月）必着

【応募方法】
1. 応募点数は、一人各 2 点以内とします。
2. 愛称及びスローガンは所定の応募用紙に記入して
ください。
3. シンボルマークは、A4 判サイズの白兼とケント紙を
使用し、裏面に必要事項を明記してください。
4. 応募作品は未発表のものに限ります。
5. 作品は学校名、学年及び氏名（ふりがな）
を明記し、
下記あてに送付してください。
【問い合わせ・応募先】

長崎県教育庁体育保健課
全国高総体準備室

〒 850-8570 長崎市江戸町 2-13

TEL 095-824-1618
FAX 095-824-1847

高体連マーク

“ぷれい！”第 6 号［2000 年夏］
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SCHEDULE
スケジュール
8/18

▲至平戸

佐々町

（金曜日）

16：00 ■開会式（男女合同）

204

佐世保市体育文化館

至平戸

8/19

西海学園

佐世保市体育文化館（男子）
佐世保工業高校（男子）
佐世保実業高校（女子）
西海学園高校（女子）
佐世保市体育文化館（男女）

10：30
11：30
12：30
各会場にて試合
13：30
14：30
17：30 ■決勝トーナメント戦
組合せ抽選会（予定）

大学駅

204

1
◆西海学園高等学校
体育館（2 面使用）
交通機関 西肥・市バス堺木バス停下車。徒歩 0
分。MR 山の田駅下車。徒歩 10 分。

至相浦

3

佐世保市体育文化館

母ヶ浦町 888-1 TEL48-8881

佐世保市体育文化館

■閉会式

佐世保市体育文化館

“PLAY!” Vol.6 SUMMER.2000

満雄

14：00 ■男子決勝戦

西肥バス
大野営業所
●

204

至
市
役
所

35

佐世保みなとI.C.

日宇駅

体育文化館

牽市
牛バ
崎ス
バ
ス
停

4
◆佐世保市体育文化館

長崎短大●

共立自動車学校
●

（主会場・3 面使用）
光月町 6-17 TEL22-1522
交通機関 西肥・市バス京町バス停下車。徒歩 5
分。MR 中佐世保駅下車。徒歩 3 分。

至
星
和
台

●ウェルマート

至佐世保市街

翔べ！若人たちの
夢と情熱 今九州の空に

12：30 ■女子決勝戦

交通機関 西肥・市バス工業高校前バス停下車。 至
平
徒歩 0 分。または MR 泉福寺駅下車。徒歩 3 分。 戸

佐世保市体育文化館

佐世保実業

宮崎県日向市立財光寺中学校

佐世保市体育文化館

4

瀬戸越町 3-3-30 TEL49-5684

至母ヶ浦

田中祐哉君作のスローガン

11：00 ■男子準決勝戦

9

2
◆佐世保実業高等学校
体育館（2 面使用）

親
和
銀
行
日
野
支
店
●

佐世保市を舞台に、全国九ブロック七十二
チーム、総勢八百六十四人の選手がコートに舞
う全中バレー大会が近づきました。大会準備も
最終チェック段階を迎え、関係者も張りきって
います。
地元日宇・大野・広田
（男子）
、聖和・大野・広田
（女
子）
は、全中バレーを目標に県大会制覇へ練習
を重ねています。自然美のあふれる佐世保の舞
台でどんな熱戦が展開されるか ——
生徒も先生も、そして一般市民も、八月十八
日の開幕を待ち望んでいます。

佐世保市体育文化館

MR松浦鉄道

烏帽子岳

泉福寺駅

左
石
駅

佐世保
●郵便局
天
津
包 京町
子 バス停
舘
至
至
●
市
35
佐
役
世
所
保
四ヶ町アーケード
駅

1

全中佐世保市実行委員会会長吉 住

9：30 ■女子準決勝戦

北佐世保駅

佐世保実業高等学校

3
◆佐世保工業高等学校
体育館（2 面使用）

佐世保駅

至佐世保市街

交通機関 市バス椎木バス停下車。徒歩 5 分。ま
たは牽牛崎バス停下車。徒歩 15 分。

（日曜日）

2

●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

山の田駅

9：30 ■決勝トーナメント
1 回戦〜準々決勝

8/21

佐世保工業高等学校

204

中佐世保駅

春日神社
●

春日町 29-22 TEL23-6161

各会場にて試合

3

泉福寺駅

佐世保中央駅

（日曜日）

10：30
11：30
12：30
13：30
14：30

1

至矢峰
労災病院● バ 工
ス業
工業高校 停 高
校
前

498

山の田駅
上相浦駅

弓張岳

8/20
佐世保市体育文化館（男子）
佐世保工業高校（男子）
佐世保市体育文化館（女子）
佐世保実業高校（女子）
西海学園高校（女子）

西海学園高等学校

愛宕山
相浦駅

堺木バス停

9：30 ■予選グループ戦

左石駅

真申駅
棚方駅

（土曜日）

皆瀬駅 野中駅
本山駅 中里駅

いよいよ中学校スポーツの祭典、通称「全中」のバレーボール競技が
8 月 18 日〜 21 日の 4 日間、佐世保市体育文化館を中心とした市内
4 会場で開催されます。夏のまっただ中で展開される白熱したゲー
ムに、全国から訪れる選手や応援団の最高潮の盛り上がりが予想さ
れます。わたしたち佐世保市民もこの熱気に負けない応援をしてい
くために、皆様のご協力をよろしくお願いします。
“ぷれい！”第 6 号［2000 年夏］
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スポーツドクター
からのアドバイス○
advice 4

子供の発育や発達に合わせて、どのような運動を、どのくらい、どの

子供たちを、健やかにたくましく育てる。これは大人の責任です。

うだとしたらどうしたらいいのでしょうか。

こんな話がよく聞かれます。この話、本当なんでしょうか。もしそ

りもきかない……。

近の子供たちは、
からだは大きくなったが体力は弱いし、頑張

●成長期のからだとスポーツ障害

佐世保市沖新町 5-1 TEL 0956-32-2101

ようにさせればいいか。こう考えてみると、この問題は意外にわから

MASUDA
ORTHOPAEDIC

●整形外科●リハビリテーション科

（有）
古賀広告美術社

各種イベント、会議や職域のお弁当に
60

60

60

40

40

40

佐世保市天神町 3-2691-3
20

20

20

高等学校16歳

1994

う現実。このことを直視すると、発育期の体力トレーニングはいかに

過熱気味の少年スポーツだけに、
いろいろな障害が起きているとい

ツの中で一人一人が健康で明るく、一生生き抜く力を身につける」

涯スポーツの重要性を理解し、
その実践方法を身に付け、
生涯スポー

を流すことの喜びを知ること」と述べ、中・高等教育については「生

としています。
一緒に仕事をする心、一生生き抜く力とは、そのまま社会人とし

の重要性が、改めて問い直されてきます。
一人の人間の将来にわたるクオリティ・オブ・ライフを確立する条

て成長して行くための必要条件にほかなりません。従って、クラブ活

主性・協調性こそは社会人に不可欠の要素で、これを養うク

とあります。

間としての生き方について自覚を深め、自己を生かす能力を養う」

生活を築こうとする、自主的・実践的な態度を育てるとともに、人

和のとれた発達と個性の伸長をはかり、集団の一員としてよりよい

動を規定した学習指導要項にも「望ましい集団を通して、心身の調

件としても、大切な成長期のからだとスポーツについて、これから述
べてみましょう。
スポーツの意義と目的
日本体育協会スポーツ憲章
スポーツは人 々が楽しみ、よりよく生きるために、自ら行う自

由な身体活動である。さわやかな環境の中で行われるスポーツは、

ラブ活動が、まさに教育目的にかなっていることがおわかりで

ての情操も豊かなものになって行きます。

的・集 団 的な喜び、活 動 地 域での社 会 奉 仕 活 動といった、人 間とし

しょう。クラブ活動にはげむことで、自発的な真剣さと厳しさ、個人

自

美しいスポーツマンシップが生まれることを求め、健康なからだを
育むことを目的としている。

言わば、青少年を含むアマチュアスポーツの目指すべき指針と言え
るものです。さらに臨時教育審議会の第三次答申の義務教育の項

加入に関するお問い合せ先

NCモデル百貨・DCカード加盟店

佐世保市瀬戸越町428番地の1 TEL 0956-49-2943

佐世保レクリエーション協会

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・3121）

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

ぜ

世 保 市レクリエーション協 会は平 成７
年２月、佐 世 保 市 内で活 動していたレ

年 で６年 目 を 迎 え、組 織 替 えを 行い、
広く市 民の自 主 的な余 暇 活 動に支 援

動の輪の中に参加しませんか。

ひ、ゲーム・ダンス等レクリエーション活

や事業を展開しています。

今

ドゴルフ協会の６団体が加盟しています。

ション指導者研究会、
佐世保市ターゲットバー

操協会、長崎県幼児・学校・高齢者レクリエー

プ、佐世保フォークダンス協会、長崎県３Ｂ体

在、
加盟団体は県北レク友会、
健康体操グルー

立された地 域レクリエーション協 会です。現

に、長崎県下市町村レベルとしては最初に設

な人づくりと住みよい郷土づくり」を合言葉

レクリエーション活動をとおして「こころ豊か

クリエーション関 係 団 体が一 堂に会し、共に

佐

市民スポーツ団体紹介

30年の実績、930万人の保険

佐世保市常盤町6番13号 TEL 23-7878
佐世保市常盤町6番13号 TEL 23-2790

35

GS●

には「スポーツ活動を通じて、仲間と一緒に仕事をする心を養い、汗

80

会長 東 光雄

あるべきか、また発育期のスポーツ活動はどうあるべきかということ

ないことが多いようです。

80

至
佐
●NTT 世
保
駅
●中央公民館
●
市
役
所

至
大

増田良孝
院長

10
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〒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

甲斐芳行さん

佐世保市川下町 144-1 TEL 0956-48-8195
フリーダイヤル 0120-255-153

80

佐世保市高砂町4-12 TEL 0956-24-0056

増田良孝先生

社団法人
佐世保市卸本町 39-10 TEL 0956-31-8224

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。

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

野
診療 平日AM9:00〜PM12:30／PM2:00〜PM6:00
時間 水曜・土曜日午後／第2・第4土曜日・日・祝日休診
（入院可）

佐世保市大和町 111-3
TEL 0956-31-7433 FAX 0956-31-7434
増田整形外科病院院長

佐世保市白南風町 1-3

TEL.FAX 0956-22-7910

佐世保自動車協会
DESIGN AND DEVELOPMENT

4

【ホームページアドレス】

TEL23-9616 FAX23-9617
長崎県立佐世保青少年の天地内
連絡先

しない

1990
1980
1970
0
1994
1990
1980
1970
0
1994
1990
1980
1970
0

ときどき
ときたま

おいしいお弁当なら
ほとんど毎日

運動・スポーツの
実施状況の推移
（男子）

%
100

中学校13歳
%
100

小学校10歳
%
100

最
SPORTS DOCTOR ADVICE
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夏のスポーツイベントガイド
7月30日（日）
第 31 回県シニアボウリング選手権大会
（会場●シルバーボール）

July

7月1日（土）
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）
7月2日（日）〜 9月9日（土）
第 50 回県下軟式野球選手権一般佐世保地区
予選（会場●佐世保野球場）
7月2日（日）
第 20 回全日本小学生バレーボール大会県予
選会（第 1日）
（会場●佐世保市体育文化館）
7月8日（土）〜 9日（日）
第 27 回長崎県少年ソフトボール大会
（会場●東部スポーツ広場）
（中学女子）
7月9日（日）
佐世保総合団体卓球選手権大会
（会場●振興会体育館）
ホッケー国体最終選考会
（会場●佐世保工業高校グラウンド）
タグラグビー夏期大会
（会場●東部スポーツ広場 他）

August

8月2日（水）〜 5日（土）
第 19 回佐世保市中学校軟式野球新人戦
（会場●佐世保野球場）
8月5日（土）〜 6日（日）
九十九島卓球大会
（会場●佐世保市体育文化館）
8月10日（木）〜 13日（日）
長崎新聞社杯バスケットボール大会
（会場●佐世保市体育文化館 他）
8月12日（土）
市内中学楠瀬大会（ソフトテニス）
（会場●総合グラウンド庭球場）
8月18日（金）〜 21日（月）
第 30 回全日本中学校バレーボール選手権大会
（会場●佐世保市体育文化館 他）
8月19日（土）〜 20日（日）
県ジュニア水泳夏季大会
（会場●総合グラウンドプール）

7月15日（土）〜 16日（日）
第 9 回実年ソフトボール県大会
（会場●東部スポーツ広場 他）
7月16日（日）
第 30 回佐世保市民体育祭（自転車競技）
（会場●佐世保競輪場）
全国 JOC 杯夏季県予選
（会場●温水プール）
平成 12 年度バドミントン県北年齢別選手権
大会（会場●振興会体育館）

8月19日（土）〜 9月9日（土）
平成 12 年度秋季少年二部選手権軟式野球大
会（会場●佐世保野球場）
8月19日（土）〜 20日（日）
佐世保地区陸上競技高校新人大会
（会場●総合グラウンド陸上競技場）
8月23日（水）〜 24日（木）
佐世保地区高校新人卓球選手権大会
（会場●振興会体育館）
8月26日（土）〜 27日（日）
第 27 回長崎県少年ソフトボール大会（小学生）
（会場●東部スポーツ広場 他）

7月22日（土）〜 24日（月）
佐世保市少年ソフトボール大会
（会場●総合グラウンド運動広場 他）
佐世保市小学生バスケットボール大会
（会場●佐世保市体育文化館 他）
7月23日（日）
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25日（火）
チャレンジカッターレース（会場●佐世保公園）
7月26日（水）
第 9 回地区高校柔道新人体重別大会
（会場●県立武道館）

8

8月26日（土）
市中学生学年別新人卓球大会
（会場●振興会体育館）
8月27日（日）
ハンドボール高校 1 年生大会
（会場●佐世保商業高等学校）

9
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ミックス・ダブルス卓球大会
（会場●振興会体育館）
第 17 回佐世保少年少女テニス大会
（会場●総合グラウンド庭球場）
全日本シニアボウリング予選会
（会場●サセボボール）
9月3日（日）〜 10日（日）
第 43 回郡市対抗ソフトボール大会
（会場●東部スポーツ広場）
9月9日（土）〜 10日（日）
県北高校ソフトテニス新人大会
（会場●総合グラウンド庭球場）
九十九島杯西九州中学男子バレーボール大会
（会場●佐世保市体育文化館 他）
9月10日（日）〜 17日（日）
第 11 回小学生選抜ソフトボール大会
（会場●東部スポーツ広場 他）
9月15日（金）〜 17日（日）
アーチェリー初心者講習会
（会場●アーチェリー競技場）
9月15日（金）
第 1 回卓球ダブルス選手権（一般・中学）
（会場●振興会体育館）
平成 12 年度中学校バドミントン選手権大会
（選抜）
（会場●佐世保市体育文化館）
9月17日（日）
第 21 回佐世保市空手道選手権大会
（会場●県立武道館）
市内中学校ソフトテニス学年別大会
（会場●総合グラウンド庭球場）
第 11 回中学女子ソフトボール新人戦
（会場●中央公園スポーツ広場）
9月23日（土）
西海武道大会（会場●振興会体育館）
第 37 回西海武道大会（会場●相浦西小学校）
平成 12 年度県北高等学校バドミントン選手権
大会（選抜）
（会場●佐世保市体育文化館）
9月30日（土）〜 11月23日（木）
第 25 回佐世保軟式野球連盟杯争奪
（会場●佐世保野球場）
9月上旬
県北高校ラグビーリーグ戦
（会場●各高校グラウンド）

September

9月3日（日）
県北地区秋季水泳大会
（会場●総合グラウンドプール）

7月29日（土）〜 31日（月）
長崎県中学校総合体育大会
（会場●総合グラウンド 他）
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●バレーボール（佐世保市バレーボール協会） TEL0956-28-3753（中村）

●陸上（佐世保市陸上競技協会）

TEL0956-33-2398（末長）

●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）

●水泳（佐世保水泳協会）

TEL0956-40-8389（小宗）

●ハンドボール（佐世保市ハンドボール協会） TEL0956-33-4427（加藤）

●体操（佐世保体操協会）

TEL0956-24-5189（小川）

●ソフトボール（佐世保市ソフトボール協会） TEL0956-22-7641（筒江）

●山岳（佐世保市山岳連盟）

TEL0956-22-5257（松村）

●バドミントン（佐世保バドミントン協会）

●アーチェリー（佐世保市アーチェリー協会） TEL0956-22-4847（野中）

●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）

●自転車（佐世保自転車競技連盟）

TEL0956-39-2685（小森）

●軟式野球（佐世保軟式野球連盟）

TEL0956-31-4387（井元）

●ホッケー（佐世保ホッケー協会）

TEL0956-22-9806（沖田）

●ソフトテニス（佐世保市ソフトテニス協会）

TEL0956-24-6276（丸山）

●空手道（佐世保市空手道連盟）

TEL0956-33-0440（中島）

●テニス（佐世保市テニス協会）

TEL0956-24-6677（山本）

●クレー射撃（佐世保市クレー射撃協会）

TEL0956-23-1689（花野）

●サッカー（佐世保市サッカー協会）

TEL0956-23-6285（小林）

●ボウリング（佐世保市ボウリング協会）

TEL0956-30-8823（富永）

●卓球（佐世保卓球協会）

TEL0956-28-4155（長島）

●ゲートボール（佐世保市ゲートボール協会） TEL0956-31-4894（佐々野）

●柔道（佐世保柔道協会）

TEL0956-33-4784（安部）

●スキー（佐世保市スキー連盟）

TEL0956-40-5454（平田）

●弓道（佐世保弓道連盟）

TEL0956-31-1954（白浜）

●少林寺拳法佐世保市少林寺拳法協会）

TEL0956-48-3500（下川）

●剣道（佐世保剣道協会）

TEL0956-32-2994（坪田）

●海洋スポーツ（佐世保海洋スポーツ協会） TEL0956-32-6398（松本）

●銃剣道（佐世保銃剣道協会）

TEL0956-47-2166（富永）

●スケート
（佐世保市スケート連盟）

TEL0956-39-1119（野元）

●相撲（佐世保相撲協会）

TEL0956-32-3017（吉田）

●馬術連盟（佐世保馬術連盟）

TEL0956-22-7420（白浜）

“PLAY!” Vol.6 SUMMER.2000

調査の目的

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。

3. スポーツクラブ・同好会活動状況
■スポーツクラブ・同好会加入状況（単位／％）

■加入しているクラブの種類（単位／％）
市内の人が加入している
クラブや同好会
民間会員制クラブ

現在加入している
29％
加入したことはない
51％

学校のクラブや同好会
小中学校区のクラブや同好会

過去に加入・
現在非加入
20％

職場のクラブや同好会
0

5

10

15

20

25

■世代別スポーツクラブ・同好会加入率（単位／％）
■スポーツクラブ・同好会加入希望状況

19歳まで
男

20歳代

女

加入したい
21％

思わない
72％

できない 7％

30歳代

加入したいが
できない理由

40歳代

1.多忙
（57％）
2.クラブの存在が

50歳代

不明
（20％）
3.加入しなくても

60歳以上

不自由なく運動
できる
（23％）

全体
0%

（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

TEL0956-24-4346（黒瀬）

佐世保市民スポーツライフデータ1999

●ほぼ３人にひとりがクラブや同好会活動を行って
います。
（クラブ加入は重複あり）
クラブの種類では
「一
般市民が加入しているクラブや同好会」
「民間会員
制クラブ」が各々 25％ずつを占めています。
また、加
入希望の有無では 21％の人がクラブ加入を望んで
いる状況です。
●スポーツクラブ・同好会加入者を世代別に見ると、
成人では 20 〜 30 歳代に比べ 40 〜 50 歳代のシ
ニア層の活動が活発です。
また、
スポーツクラブ・同好
会の年会費では 20 歳代男性と 30 歳代女性が、年
会費を多く使用し、特徴的なのは男性が 60 歳代に
なると加入率、年会費ともに極端に減少するものの、
一人当たりの会費は極端に増加することです。これ
から、高齢者のスポーツは女性の方が活発であること
が見て取れます。

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

■スポーツクラブ・同好会の年会費（単位／％）
男

19歳まで

女
20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳以上

全体
0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000
（円）
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インフォメーション

インフォメーション

INFORMATION

INFORMATION

佐世保市総合グラウンド“たこちゃんプール”オープン！
！

佐世保市体育文化館の使用案内

ォータースライダーのスリルを楽しむもよし、
たこちゃんプールで水遊び、競
技の練習など、幅広い用途に合わせ、有効にご利用ください。プール管
理棟・更衣室がリニューアルし、快適で利用しやすい室内となりました。
お子さん連れ、
ご家族みなさんでご来場ください。お待ち致しております。

市民のみなさんが、市体育施設の一般利用ができること
はご存じでしょうか。
市民のみなさんが利用したい時、例えば雨天で何もでき
ない時、ご家族や職場の親睦交流を深めたいときなど、区
分帯での利用や専用での利用をいたしております。
くわしくは同管理事務局までお尋ねください。

ウ

6月18日（日）から9月3日（日）
時 間 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
施設料 ウォータースライダー
（3 回）
…100 円
【お問い合わせ先】総合グラウンド管理事務所 TEL 47-3125
期

間

12

総合グラウンドに陸上競技場
写真判定装置が登場
みなさま大変お待たせしました。昨年 11 月から新設工事をし
ていましたが、4 月から使用できるようになりました。
今までは人が目で見て判定していましたが、コンピュータを作
り替え、判定画面を取り込みリアルタイムに保存する機能と、写
真判定専用の作業を独立して出来るようになりました。専用装置
として大会運営に大きく役立つ機能を実現しています。※ただし、
利用できるのは大会のみです。
写真上部の建物が写真判定装置です。

公共施設を利用される皆様へ

体育文化館リニューアルオープン

●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。

床面改修工事が完了し、6 月から通常利用をしています。
詳しくは体育文化館までお問い合せください。

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
掲載条件
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

佐世保市総合グラウンド内

TEL 47-3125
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。

15

“PLAY!” Vol.6 SUMMER.2000

対象佐世保市民

9

3

9

9月27日（水）〜 29日（金）／10月4日（水）〜 6日（金）
18：30 〜 20：30（2 時間）
【申込期間】

9月4日（月）から9月20日（水）まで
※先着順です。

3

6

6

11:00〜13:00

13:00〜15:00

12

12

12

9

4

3

9

5

3

6

6

17:30〜19:30

19:30〜21:30

※１〜５までは毎月 1 日から翌月分を電話、または窓口で予約受付します。
※ 5 は中学生以下の場合は引率者が必要です。
※ 6 のお申し込みは、1 日から 15 日までに翌月分を直接窓口で予約申込書に
記入してください。決定は 20 日以降ですからご確認してください。決定以降、
空き時間は随時受付いたします。
※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、使用者の方がご用意ください。

練習使用料（1 単位）
一

その他（1人）

学

般

生

860円
340円
220円
280円
170円

1,720円
680円
450円
570円
340円

専用使用料

◆広く投稿を募集します◆

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

20,690円 20,690円 20,690円

照明使用料（30 分単位）
コート

バスケットコート
バレーボールコート

佐世保体育協会『ぷれい！』係

3

6

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）

バドミントンコート

大体育室（1時間） 小体育室（1時間）

1,000円
660円
200円

840円
420円
210円

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

※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。

財団法人佐世保市体育振興会

佐世保市体育文化館 TEL 22-1522

TEL 47-3125 / FAX 47-7010

857-0805 佐世保市光月町 6 番 17 号

佐

世保市民のみなさんに、水泳を楽しむとともに健康で明るい生活のお
手伝いを趣旨に教室を開いております。第 1 期水泳教室では、男女
を問わず幅広い年齢層の方々のご参加をいただきました。第 2 期教室は夕
方からの教室実施となり、
お勤め帰りに全身運動となる水泳で汗を流されて
みてはいかがでしょうか。
人と一緒のご参加や、
お友達作り等のきっかけにもなり、
水に慣れ親し
む生涯スポーツとして今後考えられてみてはどうでしょう。この機会を
きっかけとしていただければ幸いです。
たくさんのご参加をお待ちしております。

友

6

9

15:00〜17:00

体 操（1種目）

あて先●佐世保市八幡町１—10

3

6

卓 球（1面）

ぷ

3

9

9:00〜11:00

バドミントン・インディアカコート
（1面）

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）

佐世保市温水プール
12

2

2,000 円（保険料含む）

【開催場所】

12

1

参加料

【開催期日】

練習区分帯（時間）

今年もたこちゃんプールが大活躍！夏の暑さもこれで解消です

スポーツサークルインフォメーション

第 2 期市民水泳教室のご案内

主催

財団法人佐世保市体育振興会

【お問い合わせ先】

財団法人佐世保市体育振興会 .  .  .  .  .  . TEL 0956-47-3125
佐世保市温水プール  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . TEL 0956-23-5455
佐世保市体育文化館  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . TEL 0956-22-1522

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 15 Ｐのインフォメーションをご覧ください。
メンバー募集中です。

百ちゃんとそのゆかいな仲間たち（バドミントン）
構成／社会人：男性 10 人・女性 15 人
活動／土曜日（19：30 〜 20：30）
場所／体育文化館 or 医師会体育館
入会条件／特になし（元気がある人）
連絡先／平田 美智子さん

TEL59-3310 長畑町 2-1

メンバー募集中、いっしょに汗を流しましょう。

ピエロクラブ
（バドミントン）

構成／社会人：男性 10人・女性 15人
活動／月・木曜日
（19：30 〜 20：30）
場所／体育文化館
入会条件／だれでも OK!! 初心者歓迎
連絡先／大串 浩さん

TEL 24-9129 保立町 20-20

生涯スポーツとして楽しくやっています。 メンバー募集中。

ひまわり（卓球）

構成／社会人（高齢者）
：男性3人・女性7人
活動／水曜日（11：00 〜 13：00）
場所／体育文化館
入会条件／入会費無・会費月1000 円
連絡先／加茂 スミエさん
TEL32-3199 天神 4 丁目2305-5

“ぷれい！”第 6 号［2000 年夏］
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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◎ 3 月 26 日国立代々木体育館は「九州文化学園の春高バレー優勝」に
わき、体操では萩山薫選手が選抜大会で個人総合 2 位、「駅伝都大路」での長崎
県優勝に貢献した佐世保選手とミレニアムの年、例年にない活躍で佐世保市はス
ポーツで活気だっています。また、熱い熱い夏、8 月は全中バレーで全国各地か
ら一千名の選手で佐世保はさらに活気がみなぎる夏になります。
さて、「ぷれい！」でもはや 6 号目、スポーツの情報誌を読んで下さる方が増
えました。本当に有り難いことです。さらに皆さんに情報を提供するためホーム
ページを開設しようかとスタッフ一同活気だっているところです。

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 7 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 6 号）

