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佐世保市スポーツ少年団は市内 17団体、361人の団員・オ旨専若

により結茂 されています。 C卜
～

2年度登鋤

スポーツ活動のほかにポランティア清掃活動や団員相二の親嘘

を深めるえ流会 を4し て、青少年の健全育茂を図つています。

このスポーツ少年団友彰は、活動に特に功績のあった個人、

団体や、本市スポーツ少年国の充実 。発展に貪状 された方に

対 して表彰を行 うものです。

なお、今年度の表彰式は、新型コロナウイルス感染症拡大抑制

のためヤ上とさせていただきました。
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ごあい さつ

このたび、表彰を受賞されました団員の皆さま方に対 しまして、佐世保市スポーツ

少年団を代表 し、心よりお祝いを申し上げます。誠におめでとうございます。

さて、佐世保市スポーツ少年団は「スポーッによる青少年の健全育成」を目的とし

て昭和 40年に創設され、現在は、 17団 361名の団員と指導者を有 した小さな団

体ではありますが、市内で幅広い活動を行っております。

青少年期におけるスポーツ活動は、生涯にわたってたくましく生きるための健康や

体力の基礎を培 うとともに、ルールを守る公正な態度や、困難なことにもチャレンジ

する強い心を養 うなど青少年の健全育成に重要な役割を果たしています。

優秀団員賞を受賞されました皆さんは、まさにスポーツを通 して心と体を鍛え、強

い′らヽを身につけている方々です。今後も、それぞれの団の中だけでなく、学校や地域

の中でも思いやりのある団員としての更なる活躍を期待 します。

ところで、世界中で猛威をふるっている新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、

スポーツ界においても2020年 に開催予定であった「東京オリンピック・パラリンピッ

ク」が 1年延期になっている状況ですが、スポーツ少年団活動の中でも競技別交流大

会や交流活動が中止となるなど影響が広がりました。このような中で、練習や競技大

会をどのように開催 していくか大変難 しい課題でありますが、子どもたちがスポーツ

の楽しさや意義・価値を実感することができる環境をつくるためにスポーッ少年団の

果たす役割は大きいものがあると言えます。

佐世保市スポーツ少年団創設当初からうたわれている「一人でも多くの青少年にス

ポーツの歓びを提供する」、「スポーツを通 じて青少年のこころとからだを育てる」、

「スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献する」という理念を大切にしながら、

今後も引き続き関係者の皆様と一致団結して、佐世保市のスポーツ少年団活動に取 り

組んでいきたいと考えておりますので、今後とも引き続きご支援、ご協力をお願い申

し上げます。

結びに、スポーッを通 じた健全育成とスポーツの振興に貢献をされている関係者の

皆様に深 く敬意を表しますとともに、受賞者の皆さまの今後のますますのご活躍を祈

念しあいさつと致します。

令和 3年 2月 20日

佐世保市スポーツ少年団

本部長 吉 田 秀 雄



祝 書

このたび、令和 2年度佐世保市スポーツ少年団表彰の優秀団員賞を受賞された皆さ

ん、誠におめでとうございます。

皆さんは、それぞれのチームにおいて、チームのリーダーとして、また良き上級生

として、日頃から一生懸命練習に取 り組み、テームの中心 。ムー ドメーカーとして活

動されてきました。皆さんの練習に取 り組む姿勢はもちろんのこと、チームのために

活動されている姿や周 りの友達の良き手本 として素晴らしい影響を与えている姿が、

今回の表彰につながったものと思います。

さて、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で様々な制約を受け、日頃の練習

をはじめスポーツ少年団の大会も中止になるなど、悔 しい思いをされたことと思いま

す。

また、スポーツ少年団の皆さんは、スポーッだけでなくボランティア活動や様々な

交流体験活動なども行われてお りますが、コロナ禍の影響は、そういった全体活動に

も影響を与えました。今後コロナが終息した後には、そのような活動を通 して、より

協調性や創造性を育み、佐世保市のスポーツリーダーとして、益々成長されることを

期待 してお ります。

結びになりますが、指導者並びに関係者、ご家族の皆さまにおかれましては、今後

とも本市のスポーツの振興 。発展のために変わらぬご支援を賜 りますようお願いいた

しますとともに、皆さまの今後益々のご活躍 とご健勝を心から祈念いたしまして、お

祝いの言葉といたします。

令和 3年 2月 20日

佐世保市教育委員会 教育長 西本 員也

，
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え賞オ代表の言葉

このたびは、数ある団員の中から優秀団員賞という素晴らしい賞をいただき、

ありがとうごぎいます。

私は 1年生の終わり頃から2つ下の弟とソフトボール部に入部しました。

最初は弟のためにと両親にすすめられて入部しましたが、ボールさえ投げた事

がなかったので、最初はキャッチボールができるまでかなり時間がかかりまし

た。日々の練習の中で、少しずつ出来ることが増えソフトボールが楽しくなり、

もっと上手になりたいと思うようになりました。初めて試合に出た時は、私が

入部してからチームとしての初勝利をした日だったのでとても嬉しかったです。

暑い夏は真っ黒になって、汗びつしよりになって練習して、寒い冬はかじか

む手で、真っ暗になるまでボールを追いかけました。時にはしかられることも

あり、たくさん泣きましたが、それ以上に優勝した時の喜びと、たくさんの仲

間との出会いがあったので、 6年生になるまでソフトボールを続けられました。

スポーツ少年団活動では、今年は新型コロナウイルスの影響で交流試合がで

きませんでしたが、秋の清掃ボランテイアでは、地元の自然を大切にすること

や、まわりの人のために自分で考えて行動する気持ちを学ぶ貴重な体験ができ

ました。また、スポーツ体験を通してチームの仲間たちとの楽しい思い出がで

きました。

最後に、スポーツ少年団に所属している私達に、スポーツの楽しさはもちろ

ん、チームワークの大切さ、礼儀や挨拶などこれから先に必要なことを教えて

くださった、監督・コーチをはじめ、学校、地域のみなさん、本当にありがと

うございました。

そして、いつも汚れたユニフォームの洗濯、試合や練習の送迎、誰よりも大

きな声で応援してくれたお父さん、お母さん、近くで支えてくださったチーム

の保護者のみなさんへ感謝の気持ちを忘れずに、中学生になってもスポーツを

続けていきたいと思います。

春日小ジュニアスポーッ少年団

松永 未南
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今
～

2年度佐せ保市スポーツタ年団友彰 え賞者一覧

【優秀団員賞 】

(単位団番号順 )

No. 氏名

所属スポーツ少年団

功績内容活動競技・種 目

学校・学年

1 大島 咲乃

佐世保尚武館 本部道場の女子部キャプテンとして大会のみ

ならずボラとァ ィア活動にも積極的に参加 し

後輩の良き模範 となった。又、県の リーダー会

の役員 としても佐世保市で開催 された全国ス

ポーツ少年大会でも仲間と共に実力を発揮 し

その人望を高く評価 された。

空手道

崎辺中学校 3年

2 山口 舞子

佐世保尚武館 「文武両道」とい う言葉がぴった りあてはま

る人物である。早岐道場の副キャプテンとし

てキャプテンを支え、チームをいつも冷静に

見守 り練習も熱心に取 り組み礼儀正 しく何事

にも最後沐であきらめない姿は全ての人に何
よりの模範 となった。

空手道

早岐中学校 3年

3 山口 瑛太郎

佐世保市空手道協会 平成 27年 6月 に入団 した。小学 4年生から

の入団で先に入団している同級生が多くいる

中、コツコツと練習に励み、形・組手共に手を

抜 く事なく、真剣に向き合 う姿は中学校 3年
生になつても変わらず後輩達の面倒も見るこ

とができる団員として成長 している。その他、

リーダーとして準備体操等声出しも率先 して

努めてくれる団員である。

空手道

崎辺中学校 3年

4 藪田 裕之

佐世保市空手道協会 平成 28年 2月 に入団 した。入団時は 1年生

であったが、指導員であるお父さんと一緒に

毎週道場に足を運び根気強く練習に打ち込ん

できた。高学年になるにつれ、向上心が芽生え

形に興味を持ち、練習に対する姿勢はすばら

しく、自ら進んで行動 し、後輩の良き手本 とな

っていた。その他、試合等の準備も率先 して努

めてくれる団員である。

空手道

佐々町立口石小学校 6年
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(単位団番号順 )

5 福田 直流

戸尾 ファイ ターズ 福田君は、小学 1年から団員となり、学童野球

を頑張つてやってきた。4年生の時、全国大会

に出場 した。 5年生では、九州大会にも行き、

6年生に混ざリピッチャー としても出場 し

た。今年はコロナの影響があり、学童野球最後
の年に全国大会へのリヒ戦はできなかつたが、
いつか夢を叶えてくれる団員であると期待 し

ている。

軟式野球

大久保小学校 6年

6 土井 朝陽

戸尾ファイターズ 土井君は、本年度の戸尾ファイターズのキャ

プテンとして、本当に頑張つていた。今年は団

員が 30人 と多い年であつたが、もち前の真

面目さと優 しさで、皆をまとめる事ができて

いた。野球の技術も日に日に上達が見られ、更

に野球の楽 しさも理解できていた様子がみら

れた。今後も文武両道で活躍を期待 している。

軟式野球

小佐世保小学校 6年

7 江頭 遼馬

相浦西少年野球クラブ 今年度は、キャプテンとして 2年生から6年
生までの団員をよくまとめていた。ボランテ

ィア活動なども率先 して行い、一生懸命練習

に取 り組む姿勢は他の団員の模範 となつてい

た。また、本人の努力により、精神的にも技術

的にも大きく成長 し、試合では、チームを盛 り

上げるとともに、攻守の要として活躍するま

での大躍進を遂げた。

軟式野球

相浦小学校 6年

8 吉村 悠月

相浦西少年野球クラブ 今年度は、副キャプテンとして 2年生から6

年生までの団員をよくまとめていた。ボラン

ティア活動なども率先 して行い、一生懸命練

墓[避あ諧 霜 窮 Lttξ

=β

E17敷
の努力により、精神的にも技術的にも大きく

成長 し、シーズン中は投打の要として活躍す

るまでの大躍進を遂げた。

軟式野球

相浦西小学校 6年

9 吉田 充

春日小ジュニア 普段は、普通の小学生だけれ ども人が見てい

ない所で努力をし、小さなことにもよく気が

付いていた。今年唯一のボランティア活動で

も、皆と仲良く協力、助け合いながら楽しく活

動 していた。今後中学生になつたら、先頭にた

つて皆のリーダーになつてくれると確信 して

いる。

ソフ トボール

春日小学校 6年

0



(単位団番号順)

10 松永 未南

春 日小ジュニア 男の子の団員が多い中、だれ とでも仲良く下

級生には優 しく接 し、今年のスポーツ少年団

活動はボランティア清掃 しか出来なかったけ

れど、皆の先頭にたって頑張つていた。
ソフ トボールでは、チームを良くまとめ女の

子のチーム「佐世保ひまわり」の代表として頑

張つて来たが、大会が中止 となり、残念がつて
いた。中学校での活躍を期待 している。

ソフ トボール

皆瀬小学校 6年

１
■

１
■ 中村 碧海

ブラックダイヤモンズ

少年野球

チームのキャプテンとして、技術的にも、精神

的にも柱 となつてメンバーをまとめ、 6年生

中心に、年間を通 じてよく頑張つた。今年度

は、チームメンバーが少なく、他チームとの合

同での活動が多くあったが、協力 して予選を

勝ち抜き、県大会でも活躍 した。地方大会でも

好成績を収めた。攻守の中心として、鋭い打撃
と好守備で勝利へ貢献した。

練習に対 しても熱心に取 り組み、メンバーの

模範 となつた。その他、あいさつを進んで行
い、片付けや掃除も先頭になつて実施 し、メン
バーに信頼されたすばらしいキャプテンであ

る。

軟式野球

吉井南小学校 6年

12 山下 剛

ブラックダイヤモンズ

少年野球

副キャプテンとして、キャプテンを支え、柱 と

なってチームを支え、年間を通 して頑張った。

今年度はメンバーが少なく他チームとの合同
の活動 となつたが、地区予選を勝ち抜き、県大

会でも活躍 した。また、地方大会でも好成績を

収めた。

また練習に対 しても、熱心に取 り組み、率先 し

てメンバーをリー ドして練習に励んだ。

その他、あいさつを進んで行い、片付けや清掃

も先頭になって実施 し、メンバーにたいへん

信頼されている。

軟式野球

吉井南小学校 6年

13 福田 一生

佐世保維新館 平成 24年入団以来、中学校での部活動で活

躍する傍 ら、空手道の練習に真摯に取 り組ん

だ。特に、今年度は団のキャプテンとして下級

生の世話を献身的に行い、団の中で相談役 と

して団員から9信頼は厚い。
これは、他の模範 となる功績であり、今後の成

長が十分に期待できる人物 と認め、優秀団員

として表彰する。

空手道

相浦中学校 3年
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(単位団番号順 )

14 早田 智祐

少林寺拳法佐世保北 性格は素直で何事 も真剣に取 り組んでい

た。道場では、年下の拳士にも優 しく指導

をする姿がみられた。明るい性格でリーダ

ー的存在であった。

今年はコロナの影響で全大会が中止にな

つているが、 4年生の時には県大会単演お

よび市民体育祭で最優秀賞、 5年生の時に

は同大会で優秀賞を獲得 し、優秀な成績を

収めている。

少林寺拳法

春 日小学校 6年

15 池田 璃久

少林寺拳法佐世保西

小学 1年生から6年間真剣に少林寺拳法の

修行に励み初段位を取得 した。各種大会に

書ビ百掌:管雷裏濤努轟塁客8:与原暴筆

拳法の理念を理解 し「自己確立」「自他共楽」

の実践に勤しんでいる。

学業においては少林寺拳法で学んだ「漸々

修学」(ぜんぜんじゅうがく)を実践 し日々

精進 して人格の向上に努めている。

稽古においては、熱心に修練に取 り組んで

お り、また、道場内においても自分の技術

の耕畿だけにとどまらず、下級生に対 して

も積極的に指導をしてお り、下級生からも

慕われている。

少林寺拳法

日野小学校 6年

16 藤永 慶治

少林寺拳法佐世保西

小学 1年生から6年間真剣に少林寺拳法の

修行に励み初段位を取得した。

3菅奄倉|:書ビ百写:管言裏雅偏象曇客急

らず少林寺拳法の理念を理解 し「自己確立」
「自他共楽」の実践に勤しんでいる。

学業においては、少林寺拳法で学んだ 「率

先垂範」(そ っせんすいはん)を実践 し何事

にも率先 して取 り組み周囲からの信頼も厚

い。       1,`,3
少林寺拳法の稽古においても、熱心に取 り

組んでお り、また性格も真面日で明るく温

厚で向上心に優れている。また、技術の探

求に余念がなく日々の成長は目を見張るも

のがある。

少林寺拳法

日野小学校 6年
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(単位団番号順)

17 宮下 翔真

オールグローズ
兄の影響を受けて、本格的にバ ドミン トン

を始めたいとオールグローズヘ入団。

普段の練習はもとより、スポーツ少年団活

動では市民体育祭総合開会式での堂々
ち,

プラカー ド係やボランティア活動での真摯

な取 り組みなど、まさに団員のお手本 とな

つて活動することができた。

最上級生 となつた今年度は、心身共に大き

く成長 し、団員からの信頼もさらに厚 くな

つたと同時に、様々な活動の場で常に中心

人物 となつてチームを引つ張つてくれた。

これまでの活躍は称賛に値する。

バ ドミン トン

春 日小学校 6年

18 竹川 紗弥

オールグローズ
小学校 2年生の時にオール グローズヘ入

団。

どんな時も笑顔を絶やすことなく明るく振

舞い、チームのムー ドメーカーとして頑張

つていた。 4年間のスポーツ少年団活動で

は全ての行事に参加 し、一 日も体むこと無

く、暑い日も寒い日も一生懸命取 り組み、

下級生のお世話の面でも、 しつかりと役割

を理解 して活躍 してくれた。 これまで積み

上げて来た功績は、まさに「団員の鑑」 と

いえるものであり、また同時に今後の本人

の成長においても、大いに期待が持てるも

のである。

バ ドミン トン

春 日小学校 6年

史賞おめでとうございます

今後ますますのご活理をお祈 り申し上げま
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日本スポーツ少年団団員綱領

1.わ たくしたちは、スポーツをとおして健康なか

らだと心を養います。

1.わ たくしたちは、ルールを守り、他人に迷惑を
かけない、りつばな人間になります。

1.わ たくしたちは、スポーツによつて、自分の力
を伸ばす努力をします。

1.わ たくしたちは、スポーツのよろこびを学び、

友情と協力を大切にします。

1.わ たくしたちは、スポーツをとおして世界中の

友だちと力をあわせ、平和な世界をつくりま

す。

日本スポー ツ少年団指導者綱領

1.わ たくしたちは、次の時代を担 う子どもたちの

健全育成のために努力します。

1.わ たくしたちは、スポーツのもつ教育的役割を

果たすために努力します。

1.わ たくしたちは、子どもたちのもつ無限の可能

性を開発するために努力します。

1.わ たくしたちは、つねに愛情と英知をもつて子
どもたちと行動するよう努力します。

1.わ たくしたちは、スポーツを愛する仲間ととも
に世界の平和を築くために努力します。



佐世保市スポーツ少年団 事務局

〒858-091想

基りξずり[警蓬:I霧詐詣

TEL:0956-47-3125
FAX:0956-47-7010


