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　本協会は、「財団法人福岡県体育協会の新世紀スポーツ振興ビジョン」中・長期計画の実行に努めると
ともに、関係機関と連携して『県民のスポーツライフの充実と豊かで活力のある生活の実現』に向けた諸
事業を実施する。

１　県民の継続的なスポーツ活動の実践を促進し、豊かなスポーツライフの形成・定着を図るため、「生活・
健康スポーツ」の振興に努める。

２　ジュニア期からの一貫指導体制の確立を総合的に推進し、県民に夢や感動を与えることができる競技
者の育成を図るため、「競技スポーツ」の振興に努める。

３　スポーツの実践を通した青少年の健全育成を図るため、「ジュニアスポーツ」の振興に努める。
４　スポーツ指導者の養成やスポーツ医・科学の活用、情報の提供及び財源の確保に努める。

（１）「生活・健康スポーツ」の振興事業
①郡市体育団体の組織強化への支援
②地域における各種スポーツ活動への支援
③スポーツフェスタ・ふくおか「福岡県民
体育大会」の開催

④総合型地域スポーツクラブの育成

（２）「競技スポーツ」の振興事業
①競技団体の組織強化への支援
②一貫指導体制整備のための支援（ジュニ
アアスリート育成強化費）

　育成強化システム整備事業・世界に伍す
るアスリート育成事業

③国民体育大会に対する強化対策事業の実
施

（３）「ジュニアスポーツ」の振興事業
①スポーツ少年団及びジュニアスポーツク
ラブの活動充実へ向けた支援

②ジュニアスポーツ選手育成のため「福岡
県タレント発掘事業」の実施

③学校体育団体との連携の推進

（４）指導者養成事業
①公益財団法人日本体育協会公認スポーツ
指導者(スポーツ少年団認定員を含む)養
成事業の実施

②スポーツ指導者協議会の組織強化と研修
会の実施

③スポーツドクター協議会の組織強化と研
修会の実施

（５）スポーツ医・科学事業
①スポーツ医・科学委員会による実践的調
査研究の実施

②最新成果を活かしたスポーツ医・科学サ
ポート体制整備の推進

③スポーツ医・科学の研究成果を普及させ
るための研修会の実施

（６）国際スポーツ交流事業
①日韓・日中スポーツ交流事業の実施

（７）情報提供・広報事業
①広報誌「体協ふくおか」の発刊
②ホームページ及びメール配信による情報
提供事業の推進

（８）財政基盤の整備事業
多様な財源確保の推進

（９）表彰事業
スポーツの普及振興並びに競技力向上に功
績顕著な団体・個人の表彰

（10）その他、関連事業の推進に関すること
①県及び県教育委員会と連携した体育・ス
ポーツ振興事業の推進

②公益財団法人日本体育協会の委託事業の
推進

③関係体育・スポーツ団体及び市町村・市
町村教育委員会との協力・連携
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平成29年度  公益財団法人福岡県体育協会事業日程
月 日 事　業　及　び　行　事　名 会　場　地 担当／委員会

4 ～ 30年３月 地域スポーツ振興助成事業 県　内

　〃 総合型地域スポーツクラブ育成・設立推進事業 〃

　〃 指導員・上級指導員養成講習会 〃

　〃 一貫指導システム構築のための活動助成事業（ジュニアアスリート育成強化費） 〃 競　技

　〃 国民体育大会強化対策事業 〃 〃

　〃 タレント発掘事業 〃 〃

　〃 スポーツ医・科学サポート実践事業 〃 医・科学

６（木）・７（金） 第１回九州地区体育協会連絡協議会 長崎県

11（火） 福岡県民体育大会開催地及び競技種目担当者会 アクシオン福岡 普　及

12（水） 公益財団法人日本体育協会加盟団体事務局長会議 日本体育協会

13（木）・14（金） 公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者養成事務担当者会 東京都

20（木） 公益財団法人日本体育協会第１回理事会 日本体育協会

27（木） 加盟団体理事長会議 福岡市 普及・競技

5 上旬～ 29年3月 第60回福岡県民体育大会公開競技 県　内 普　及

上旬 福岡県スポーツ指導者協議会第１回幹事会 アクシオン福岡 普　及

14（日） 第１回福岡県スポーツ指導者研修会・総会 〃 普　及

中旬 第１回財務委員会 福岡市

下旬 第１回常務理事会・第１回理事会 アクシオン福岡 常　務

25（木）・26（金） クラブアドバイザーミーティング 日本体育協会

27（土） スタートアップ会議 日本体育協会

28（日） 国民体育大会第37回九州ブロック大会夏季大会（カヌー） 熊本県人吉市 競　技

6 １（木） 福岡県民体育大会説明会 アクシオン福岡 普　及

上旬 定時評議員会 福岡市 常　務

７（水） 公益財団法人日本体育協会第２回理事会 日本体育協会

下旬 第１回評議員選定委員会 アクシオン福岡

下旬 都道府県体育協会連合会第１回総会 東京都

23（金） 公益財団法人日本体育協会定時評議員会 日本体育協会

7 上旬 県スポーツ指導者協議会第２回幹事会 アクシオン福岡 普　及

上旬 「体協ふくおか」106号発行 　 〃

９（日） 国民体育大会第37回九州ブロック大会夏季大会　水泳（シンクロ） 他１競技 長崎市 競　技

15（土）～ 17（月） 国民体育大会第37回九州ブロック大会夏季大会　ボート 他５競技 長崎県 〃

18（火） 公益財団法人日本体育協会第３回理事会 日本体育協会

22（土）・23（日） 国民体育大会第37回九州ブロック大会夏季大会　山岳 他２競技 長崎県 〃

8 １（火） 福岡県民体育大会夏季大会郡市代表者会 北九州市 普　及

10（木）～ 13（日） 国民体育大会第37回九州ブロック大会秋季大会　サッカー 他１競技 長崎市 競　技

16（水） 福岡県民体育大会秋季大会プログラム編成会議 北九州市 普　及

18（金）～ 20（日） 国民体育大会第37回九州ブロック大会秋季大会　総合開会式 他15競技 長崎県 競　技

20（日） 第60回福岡県民体育大会夏季大会水泳競技 北九州市 普　及

25（金）～ 27（日） 国民体育大会第37回九州ブロック大会秋季大会　バレーボール　他５競技 長崎県他 競　技
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９ ７（木） 福岡県民体育大会秋季大会郡市代表者会 北九州市

９（土）～ 17（日） 第72回国民体育大会会期前競技　水泳　他３競技 愛媛県 競　技

上旬～下旬 日本スポーツマスターズ2017 兵庫県 競　技

中旬 第２回常務理事会 アクシオン福岡 常　務

21（木） 第72回国民体育大会県代表監督会議・結団式 福岡市 競　技

未定 福岡県アシスタントマネジャー養成講習会 アクシオン福岡 普　及

23（土）・24（日） 第60回福岡県民体育大会秋季大会 北九州市他 普　及

30（土） 第72回国民体育大会総合開会式 愛媛県 競　技

30（土）～ 10/10（火） 第72回国民体育大会 愛媛県 〃

10 中旬 福岡県スポーツ指導者協議会第３回幹事会 福岡市 普　及

27（金） 福岡県民体育大会第４回市町村対抗「福岡駅伝」市町村代表者会 筑後市 普　及

11 上旬 第２回福岡県スポーツ指導者研修会 福岡市 普　及

８（水） 公益財団法人日本体育協会第４回理事会 日本体育協会

９（木）・10（金） 第２回九州地区体育協会連絡協議会 鹿児島県

11（土）・12（日） 九州ブロッククラブネットワークアクション2017 沖縄県 普　及

14（火） 第72回国民体育大会解団式 アクシオン福岡 競　技

16（木）・17（金） 西ブロック各県体育協会事務局長研修会 大分県

19（日） 福岡県民体育大会第４回市町村対抗「福岡駅伝」 筑後市 普　及

12 ２（土）・３（日） 国民体育大会第37回九州ブロック大会冬季大会アイスホッケー競技会 福岡市 競　技

６（水）～８（金） 都道府県体育協会事務局職員研修会 福井県

上旬 第３回常務理事会 福岡市 常　務

中旬 全国スポーツ指導者連絡会議 東京都 普　及

中旬 日本体育協会公認スポーツ指導者全国研修会・表彰式 東京都 〃

１ 10（水） 公益財団法人日本体育協会第４回理事会 日本体育協会

11（木） 第73回国民体育大会冬季大会スケート･アイスホッケー競技会結団式 アクシオン福岡 競　技

中旬 第61回福岡県民体育大会冬季大会スキー競技会 鳥取県 普　及

28（日）～ 2/1（木） 第73回国民体育大会冬季大会スケート・アイスホッケー競技会 山梨県・神奈川県 競　技

下旬 第４回常務理事会 アクシオン福岡 常　務

下旬 「体協ふくおか」107号発行 アクシオン福岡 普　及

２ 上旬 第２回理事会 福岡市 常　務

25（日）～ 28日（水） 第73国民体育大会冬季大会スキー競技会 新潟県 競　技

３ ３（土） 公益財団法人福岡県体育協会表彰式 福岡市 常　務

７（水） 公益財団法人日本体育協会第５回理事会 日本体育協会

中旬 第２回財務委員会 〃

中旬 第５回常務理事会 アクシオン福岡 常　務

下旬 都道府県体育協会連合会第３回常任幹事会 東京都

下旬 都道府県体育協会連絡会議 〃

下旬 福岡県スポーツ指導者協議会第４回幹事会 福岡市 普　及

下旬 第３回理事会・臨時評議員会 〃 常　務

23（金） 公益財団法人日本体育協会臨時評議員会 日本体育協会

担当委員会 / 常務：常務理事会  普及：普及開発委員会  競技：競技力向上委員会  医・科学：スポーツ医・科学委員会　

3



平成29年度福岡県スポーツ少年団事業計画
月 日 事　業　及　び　行　事　名 会　場　地
４ ～７月 スポーツ少年団登録受付事務 事務局

～ 30年２月 スポーツリーダー兼スポーツ少年団認定員養成講習会 県 内 ４地 区
～ 30年３月 地域交流促進事業 県内
　〃 モデル少年団育成事業 県内
　〃 各種研修会事業 県内
　〃 福岡県スポーツ少年団専門部会 県内
20（木）・21（金） 九州ブロックスポーツ少年団連絡協議会 宮崎県

５ ３（水）～５（金） 第44回日独スポーツ少年団同時交流事前研修会（指導者） 東京都
４（木）・５（金） 第44回日独スポーツ少年団同時交流事前研修会（団員） 東京都
19（金） 第１回常任委員会・委員総会 アクシオン福岡
24（水） 日本スポーツ少年団都道府県事務担当者会議 東京都

６ ３（土） 日本スポーツ少年団第１回委員総会 東京都
16（金）・17（土） 全国スポーツ少年団指導者協議会 東京都
18（日） 第22回スポーツ少年団指導者全国研究大会 東京都

７ ８（土）・９（日） 第39回福岡県スポーツ少年団軟式野球交流大会 朝倉市
下旬 第55回全国スポーツ少年大会ならびに第４９回九州ブロックスポーツ少年大会結団式 アクシオン福岡
28（金）～８月１日（火） 第44回日独スポーツ少年団同時交流（受入） 北九州地区
28（金）～ 31（月） 第55回全国スポーツ少年大会 新潟県
31（月）～８月17日（木） 第44回日独スポーツ少年団同時交流（派遣） ドイツ

８ ３（木）～７（月） 日本スポーツ少年団シニア・リーダースクール 静岡県
３（木）～６（日） 第39回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 宮城県
５（土）・６（日） 第37回九州ブロックスポーツ少年団剣道交流大会 佐賀県
６（日） ～８（火） 第49回九州ブロックスポーツ少年大会 宮崎県
12（土）・13（日） 第37回九州ブロックスポーツ少年団空手道交流大会 長崎県
18（金）～ 20（日） 第37回九州ブロックスポーツ少年団軟式野球交流大会 沖縄県
25（金）～ 27（日） 第37回九州ブロックスポーツ少年団ソフトボール交流大会 鹿児島県
25（金）～ 27（日） 第37回九州ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 大分県
25（金）～ 27（日） 第37回九州ブロックスポーツ少年団バレーボール交流大会 熊本県
25（金）～ 27（日） 第37回九州ブロックスポーツ少年団ミニバスケットボール交流大会 福岡県

９ 30（土）・10月１日（日） 全国スポーツ少年団リーダー連絡会 東京都
10 21（土）・22（日） 九州ブロックスポーツ少年団リーダー研究大会 大分県
11 ５（日） 第28回福岡県スポーツ少年団剣道交流大会 筑紫野市

４（土）・５（日） 第10回福岡県スポーツ少年団サッカー交流大会 田川市
中旬 第２回常任委員会 アクシオン福岡
25（土） 日本スポーツ少年団認定育成員研修会（福岡会場） ＴＫＰ博多駅前
25（土）・26（日） 九州ブロックスポーツ少年団連絡協議会並びに指導者研究協議会 宮崎県

12 ９（土）・10（日） 第10回福岡県スポーツ少年団ソフトボール交流大会 大牟田市
10（日） ジュニアスポーツの育成と安全・安心フォーラム 東京都
16（土）・17（日） 福岡県スポーツ少年団リーダー研修会 玄海青年の家
23（土）・24（日） 第11回福岡県スポーツ少年団バレーボール交流大会 北九州市

1 25（木）・26（金） 日本スポーツ少年団九州ブロック会議 宮崎県
２ 17（土）・18（日） 第８回福岡県スポーツ少年団ミニバスケットボール交流大会 大野城市
３ 上旬 日本スポーツ少年団第２回委員総会 東京都

３（土） 日本スポーツ少年団顕彰伝達式 福岡市
中旬 第３回常任委員会・第２回委員総会 アクシオン福岡
24（土）～ 26（月） 福岡県スポーツ少年団ジュニアリーダースクール 玄海青年の家
25（日）～ 27（火） 第40回全国スポーツ少年団剣道交流大会 東京都
25（日）～ 28（水） 第15回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会 群馬県

10月～12月頃開催予定 第１回福岡県スポーツ少年団柔道交流大会 芦屋町
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北九州市立玄海青年の家にて
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　第72回国民体育大会冬季大会は、スケート・アイスホッケー競技会が1月27日から31日まで長野県長野市、岡谷市、軽井
沢町にて開催され、スキー競技会が2月14日から17日まで長野県白馬村でそれぞれ開催され、本県からはスケート・アイスホッ
ケー競技会に75名、スキー競技会に28名の選手団が参加し、熱戦が繰り広げられた。
　スケート競技では、フィギュアスケート競技において、成年男女・少年女子において入賞を果たした。中でも、成年男子の
山田選手・中野選手ペアは会場全体を釘付けにするようなすばらしい演技で観客を魅了した。
　また、ショート・トラックでは、連日入賞者が続出した。少年女子の横山世奈選手は2種目入賞のうち500ｍで見事2年連
続の優勝を収めた。成年女子3000ｍＲは、優勝は果たせなかったものの、2年連続の2位という好成績を収めた。少年男子
の平井瑠哉選手も500ｍ・1000ｍの2種目において入賞を果たした。ショート・トラックの選手達は計34点を獲得し、「チー
ム福岡」の大きな力となった。
　アイスホッケーでは、少年男子は2回戦に優勝した北海道と激突した。北海道に敗れてしまったが、アイスホッケー少年男
子は3年連続8位入賞という好成績を収めた。
　スキー競技会では、ジャイアントスラローム、成年女子Ｂでは、長谷川絵美選手が1位、岡本乃絵選手が3位と輝かしい成
績を収めた。成年女子Ａで荒井美桜選手が昨年の3位から順位を上げ、堂々の2位入賞を果たした。
　今大会を通じての本県の獲得得点は120.0点、男女総合成績は13位であった。また、女子総合成績は、80.0点で昨年より
も順位を上げ4位入賞を果たした。「チーム福岡」の目標である入賞に向け、10月より行われる「愛顔つなぐえひめ国体」に
向けてよいスタートを切った大会となった。

　　競技別順位及び獲得点

競技名 順位 参加点 男子 女子 計成年 少年 成年 少年
スケート 11 （5） 10 16 （26） 9 （19） 19 （34） 20 （25） 74 （114）

アイスホッケー 10 （12） 10 0 （0） 5 （5） ─ ─ 15 （15）
スキー 5 （15） 10 0 （0） 0 （0） 21 （7） 0 （0） 31 （17）

※　（　　　　）内は第71回大会の順位及び獲得点、―は競技なし

　　入賞者一覧
競技名 種別 種別順位 獲得点 氏名（所属）

スケート
（フィギュア）

成年男子 ５位 12点 山田　耕新（（株）三井住友銀行）
中野　紘輔（福岡大学）

成年女子 ５位 12点 竹野　比奈（福岡大学）
藤澤　亮子（法政大学）

少年女子 ７位 ６点 藤　由妃乃（福岡海星女子学院高等学校）
西坂　美柚（福岡雙葉中学校）

スケート
（ショート･トラック）

成年男子 5000mR ５位 ４点 張　旭（福岡大学）　江田　裕信（福岡県立輝翔館中等教育学校（教））
山崎　健人（福岡県スケート連盟）　川久保　圭太（福岡大学）

成年女子 3000mR ２位 ７点 簑原　亜季（国際医療福祉大学）　弥中　美由（神奈川大学）
辰巳　香子（福岡大学）　古賀　あや（筑紫野市立二日市中学校（教））

少年男子 500ｍ ８位 １点 平井　瑠哉（福岡第一高等学校）
1000ｍ ２位 ７点 平井　瑠哉（福岡第一高等学校）

少年女子
500ｍ ８位 １点 井上　瑠太（沖学園高等学校）

1000ｍ １位 ８点 横山　世奈（沖学園高等学校）
３位 ６点 横山　世奈（沖学園高等学校）

　　男女総合・女子総合成績上位８県と本県の成績
【男女総合】

第72回大会 第71回大会
順位 都道府県 獲得点 順位 獲得点

1 長野県 430.0 2 339.0 
2 北海道 420.0 1 411.5 
3 青森県 176.0 8 153.0 
4 岩手県 175.0 4 178.0 
5 秋田県 170.0 9 128.0 
6 神奈川県 156.0 7 158.0 
7 新潟県 146.0 5 166.5 
8 大阪府 143.0 15 101.0 
13 福岡県 120.0 11 146.0 

【女子総合】
第72回大会 第71回大会

順位 都道府県 獲得点 順位 獲得点

1 長野県 171.0 1 171.0 
2 北海道 140.0 2 134.0 
3 岩手県 85.0 8 61.0 
4 福岡県 80.0 5 86.0 
5 山梨県 76.0 4 88.0 
6 兵庫県 69.0 7 56.0 
7 秋田県 69.0 14 52.0 
7 山形県 69.0 6 78.0
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ジャイアントスラローム長谷川選手と岡本選手

ショートトラック横山選手

アイスホッケー少年男子

ジャイアントスラローム荒井選手

フィギュアスケート中野選手

競技名 種別 種別順位 獲得点 氏名（所属）

アイスホッケー 少年男子 ８位 ５点

ウィルソン　嶺（神村学園高等部福岡学習センター）　柴原　瑛司（福岡県立柏陵高等学校）
ウィルソン　海（東福岡高等学校）　　　　　　　吉村　虹野（福岡県立柏陵高等学校）
林田　悠釆（福岡県立福岡工業高等学校）
廣門　蓮太（福岡県立嘉穂高等学校）
進藤　瞬哉（自由ヶ丘高等学校）
武富　颯（純真高等学校）
吉村　風野（福岡県立柏陵高等学校）
高崎　祥（福岡県立柏陵高等学校）

スキー
成年女子

ジャイアント
スラローム

２位 ７点 荒井　美桜（（株)イデア）
成年女子 １位 ８点 長谷川　絵美（（株）サンミリオン）
成年女子 ３位 ６点 岡本　乃絵（（株）おりなす）
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　平成28年度(公財)福岡県体育協会表彰は、平成29年３月11日（土）、福岡リーセントホテルで行われ、本県スポー
ツの振興普及に寄与した個人14名と３団体、スポーツにおいて抜群の成績を挙げた個人32名と11団体、計46個人と
14団体にそれぞれ表彰状並びに記念品が贈られた。受賞者は次のとおり。（敬称略）

個　　　人
○礒山　誠二　（65歳）
平成４年度より福岡県スケート連盟競技委員長と
して指導的立場を発揮され、現在では福岡県スケー
ト連盟会長として、組織の活性化を図り、選手の
育成や競技の発展に努めている。2014ＩＳＵグ
ランプリファイナル国際フィギュアスケート競技
大会の福岡県開催などに尽力された。その結果、
福岡県から多くの全日本選手権出場選手や国際大
会派遣選手が輩出されている。また、県内スケー
ト競技会では責任者として積極的に大会運営に関
わるなど、福岡県スケート連盟の運営・発展に寄
与し、青少年の健全育成に果たした功績は顕著で
ある。
●福岡県スケート連盟会長等（24年間）

○中村　忠紀　（76歳）
福岡陸上競技協会の代表委員、理事を永年にわた
り務め、同協会の運営に寄与している。また、現
在も福岡マスターズ陸上競技連盟理事長、筑豊陸
上競技協会・嘉麻市陸上競技協会会長としても、
県あるいは地区の普及活動にも寄与し、その活動
は多大である。これまで福岡陸上競技協会主催大
会をはじめ、福岡国際マラソンやユニバーシアー
ド等の各国際大会の審判員として大会の運営に参
加し、その経験を生かし従事する大会の審判長、
部署の主任として、後進の審判員育成にも今もな
お積極的に努めている。
●福岡マスターズ陸上競技連盟理事長等（37年間）

○木部　正俊　（71歳）
平成７年、福岡市バスケットボール協会理事長に
就任後、福岡市総合バスケットボール選手権大会
を創設し、中学校・高校・社会人（シニア）の参
加チームが200を超える大会に成長させるなど、
バスケットボールの底辺拡大に尽力した。また、
平成10年11月には、社会人を中心とした全国で
も珍しい「ナイトリーグ」の創設に加え、平成17
年２月には、生涯スポーツの実践を掲げて、35歳
以上のシニア部門の大会を創設するなど、福岡市
におけるバスケットボールの普及・発展と競技人
口の拡大に卓越した企画力と実行力を発揮してい
る。
●公益財団法人福岡市スポーツ協会副会長等（21年間）

○飯山　正昭　（75歳）
昭和40年から平成８年まで、地域の小学生の指導
普及に貢献してきた。昭和46年に北九州市バレー
ボール協会理事、平成10年には常任理事と歴任し、
現在は理事長として活躍している。また、平成16
年には北九州市ソフトバレーボール連盟を立ち上
げ、全国ソフトファミリーフェスティバルを開催
し、現在も副会長として、競技力向上・普及に貢
献している。さらに、昭和51年に日本バレーボー

ル協会公認Ｂ級審判員を取得してから、地域はも
とより全国大会で活躍する一方、地区の審判員育
成にも尽力している。
●北九州市バレーボール協会理事長等（51年間）

○古園井　重臣　（73歳）
昭和48年４月より福岡県クラブバスケットボール
連盟設立に尽力され、昭和53年４月より現在に至
るまで同連盟会長として、バスケットボールの普
及・発展に寄与している。また、福岡県バスケッ
トボール協会においては、昭和48年から平成28
年３月まで常任理事、現在は参与としてバスケッ
トボールの普及振興に尽力している。
さらに、平成13 ～ 18、20、24年度には本県
バスケットボール成年女子国体チーム監督として、
平成19年度には成年男子国体チーム監督として本
県競技力向上に尽力した。
●一般社団法人福岡県バスケットボール協会参与等

（43年間）
○香月　泰比古　（68歳）
永きにわたり、ソフトテニス競技を中心に田川市
のスポーツの発展に尽力している。田川市ソフト
テニス協会の役員、会長に就任した際は、田川市
内及び郡内でのソフトテニスの普及活動を行い、
世代交流などの新たなる活動をされてきたことで
市内では根強くソフトテニスが普及されている。
また、昭和60年より田川市体育協会の常任理事と
して、田川市のスポーツ振興に寄与している。さ
らに、平成３年より副理事長、平成27年より会長
に就任し、同体育協会の発展に努めている。
●ＮＰＯ法人田川市体育協会会長等（45年間）

○奥田　義人　（76歳）
実業団選手として活躍し、現役引退後はソフトテ
ニスを地元に普及させたいと昭和49年にソフトテ
ニスクラブを創設し、週末にソフトテニス教室を
開催している。現在も築上町体育協会主催のソフ
トテニス教室の指導者として活動している。また、
昭和53年から平成16年まで築上郡体育協会のソ
フトテニス部長に就任し、県民体育大会で築上郡
を上位入賞させるなど地域におけるソフトテニス
の普及・振興に寄与してきた。併せて、築上町体
育協会の幹事として、ソフトテニス部長に就任し、
現在は築上町体育協会副会長を務め、各種スポー
ツ大会の企画・運営に尽力している。
●築上町体育協会副会長等（42年間）

○松田　靖孝　（73歳）
昭和50年、北九州市ソフトテニス連盟理事に就任
し、ソフトテニスの発展に尽力され、昭和61年に
常任理事、平成12年に副理事長、平成19年に理
事長と歴任してきた。平成22年には全日本シニ
アソフトテニス選手権を北九州市で開催するため、
誘致活動から大会成功まで多大な貢献をした。

本県スポーツの普及振興に寄与し、その功績が顕著な団体並びに個人
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現在は北九州市ソフトテニス連盟顧問、日本シニアソフ
トテニス協議会九州地区理事として、ソフトテニスの底
辺拡大、競技力向上、普及に貢献している。
●北九州市ソフトテニス連盟顧問等（41年間）

○伊藤　繁治　（69歳）
昭和50年から全日本軟式野球福岡県連盟糟屋支部に審
判員として在籍し、軟式野球の最高峰である天皇賜杯
の全国大会が平成14年に開催された際は審判員として
携わり、大会成功に貢献した。また、昭和53年に宗像
支部が発足した際には理事長と事務局長を兼任するとと
もに全日本軟式野球福岡県連盟評議員に就任した。平成
27年には全日本軟式野球福岡県連盟常任理事並びに東
福岡ブロック長に就任し、宗像支部では現在も理事長と
して活躍し、連盟の発展及び野球の普及振興に寄与し、
県大会、九州大会等の企画運営に貢献している。
●全日本軟式野球福岡県連盟常任理事等（41年間）

○中嶋　邦生　（77歳）
昭和57年から宇美町体育協会弓道部理事に就任し、副
部長、部長と歴任してきた。宇美町弓道場で毎年実施し
ている初心者教室は弓道部長として受講者を指導し、教
室終了後も受講生のフォローアップを行うとともに宇美
町や近隣の弓道部員を指導して、弓道の普及振興に貢献
している。
また、福岡地区弓道連盟理事などの役員として、同連盟
の業務執行に携わるとともに講習会の講師として会員を
指導するなど地域の弓道の発展・普及に尽力している。
●糟屋郡弓道連盟副会長等（34年間）

○坂口　髙精　（85歳）
国民体育大会、全日本選手権出場など福岡県を代表する
選手として活躍を続け、福岡県弓道振興の牽引者として
活動された。昭和56年からは大牟田弓道連盟副会長、
平成３年からは同連盟会長として地域弓道の発展に尽力
され、平成18年から９年間にわたり、筑後地区長、福
岡県弓道連盟副会長として、会員指導に絶大なる貢献を
果たした。
また、昭和58年、地域における初心者教室を企画立案・
指導し、現在に至るまで継続した活動として続けられ、
教室修了者の中から多くの県内称号者を生み出すなど後
進の育成にも貢献されている。
●福岡県弓道連盟副会長等（35年間）

○神　民也　（75歳）
昭和54年から現在に至るまで北九州市八幡西剣道少年
団を指導するとともに、剣道界の最高位である「範士八
段」として県内はもとより全国各地で、剣理・剣技の実
践指導に当たられている。また、当人は昭和35年八幡
製鉄所に入社以来、全日本クラスの各種大会で活躍、「実
業団剣道界のエース」と呼ばれていた人材である。競技
面での輝かしい実績等から実業団剣士としては数少ない
「範士八段」のひとりである一方、福岡県剣道界では「専
務理事」や「副会長」としての要職を務め、県下の剣道
の普及促進に多大な尽力をしている。
●公益社団法人福岡県剣道連盟副会長等（37年間）

○白水　喜義　（71歳）
昭和47年７月から福岡市空手道連盟事務局長、昭和52
年４月からは福岡市空手道連盟常任理事として、組織の
運営・発展に大きく寄与している。また、昭和48年４
月から勇武館道場の師範として、空手道を通じ、青少年
の健全育成を図るとともに、生徒の技術力の向上及び指
導者育成にも尽力している。さらに、福岡市体育協会（現

　福岡市スポーツ協会）では、昭和48年から昭和51年
まで評議員を務めるなど、福岡市におけるスポーツの普
及振興にも多大なる貢献をしている。
●福岡市空手道連盟常任理事等（44年間）

○楠　和明　（70歳）
所属していた少林寺拳法「有明」の解散にともない、大
牟田市内拳士の修行継続を目的として、平成４年に大牟
田市内の所属長らとともに練習場所の確保に奔走するな
ど「大牟田西」の設立に尽力し、その所属長に就任した。
少林寺拳法の普及振興においては、技術的な指導に留ま
らず、「絶対に人を傷つけるな」をモットーに、筑後南
地区において青少年の心身育成について、精励を続け、
少林寺拳法福岡県連盟においても事務局長を任ぜられる
等、同地区および県下においてその功績は大きい。
●少林寺拳法大牟田西所属長等（24年間）

団　　　体
○春日市バレーボール協会
春日市体育協会発足の２年前（昭和47年）に設立され、
同体育協会設立の中心的役割を果たした。昭和51年か
ら春日市の地区対抗バレーボール大会を運営し組織の強
化と普及に努め、登録チーム、会員数を大幅に増やし、
スポーツ振興に大いに貢献した。現在でも各チームが日
常的に活動しており、その結果として、全国大会、九州
大会において優秀な成績をあげており、過去には実業団
の選手を輩出し、将来有望な選手を多く育成している。
また、毎年初心者教室を開催し、バレーボールの普及に
も努めている。� （活動年数：44年）

○筑紫野市卓球協会
昭和４３年７月設立以来、４８年間にわたり組織を拡充
し、卓球を通じて地域住民と交流し、高齢化が進む中、
生涯スポーツとして参加を勧めるとともに健康促進に寄
与している。
また、競技会及び技術指導では、中高生のスポーツへの
参加を積極的に促し、競技の普及・発展に努めている。
会員等の練習成果を発揮する場として、毎年市民大会、
中学生大会、近郊親善ラージボール大会の３大会を開催
し、競技レベルの向上に、積極的に取り組んでいる。
� （活動年数：48年）

○一般財団法人少林寺拳法連盟　福岡若獅子
昭和４９年に創設された福岡若獅子は、福岡県下におい
て古い歴史を有し、本拠である北九州市戸畑区に留まら
ず、同市若松区、八幡区でも練習場所を借りてより多く
の拳士に門戸を開くなど、北九州地区または福岡県下に
おいて、少林寺拳法の普及と発展に大きく貢献している。
創設から現在に至るまで献身的かつ精力的に活動してお
り、福岡県下におけるその功績は顕著である。
� （活動年数：42年）
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個　　　人
○横山　世奈　（17歳）　沖学園高等学校
第71回国民体育大会冬季大会スケート競技会　
ショートトラック競技　少年女子500ｍ　優勝

○黒川　輝衣　（16歳）　元糸島市立前原西中学校
第63回全日本都道府県対抗ショートトラックスピードスケート
競技会　少年女子500ｍ　優勝
第63回全日本都道府県対抗ショートトラックスピードスケート
競技会　少年女子1000ｍ　優勝

○南里　塔子　（20歳）　阪南大学
第63回全日本都道府県対抗ショートトラックスピードスケート
競技会　成年女子1000ｍ　優勝

○坂井　聖人　（21歳）　早稲田大学
第31回オリンピック競技大会　水泳競技　競泳男子200ｍ�
バタフライ　２位
第71回国民体育大会水泳競技会　競泳　成年男子100ｍ�
バタフライ　優勝

○田中　香奈　（21歳）　鹿屋体育大学
2016年度第52回全日本学生カヌースプリント選手権大会　
ＷＫ－１　200ｍ　優勝

○桐明　輝子　（20歳）　福岡県カヌー協会
平成28年度日本カヌースプリント選手権大会　ＷＣ－２　
500ｍ　優勝
平成28年度日本カヌースプリント選手権大会　ＷＣ－２　
200ｍ　優勝

○八橋　　巧　（16歳）　福岡県立三潴高等学校
平成28年度日本カヌースプリントジュニア選手権大会　Ｋ－１　
200ｍ　優勝

○北島　寿典　（32歳）　株式会社安川電機
第31回オリンピック競技大会�陸上競技　男子マラソン　出場

○渡邊　　茜　（25歳）　株式会社丸和運輸機関
第100回日本陸上競技選手権大会　女子ハンマー投　優勝

○太田　亜矢　（21歳）　福岡大学
第100回日本陸上競技選手権大会　女子砲丸投　優勝
第85回日本学生陸上競技対校選手権大会　女子砲丸投　優勝

○藤内　誠也　（21歳）　福岡大学
2016日本学生陸上競技個人選手権大会　男子三段跳　優勝

○藤井　菜々子　（17歳）　北九州市立高等学校
平成28年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会　
秩父宮賜杯　第69回全国高等学校陸上競技対校選手権大会　
女子5000ｍＷ　優勝
第４回全国高等学校陸上競技選抜大会　女子3000ｍＷ　優勝

○沖島　　輝　（21歳）　駒澤大学
第71回国民体育大会ボクシング競技会　成年男子ライトウェ
ルター級　優勝

○井手口　孝　（53歳）　福岡第一高等学校(教頭)
国民体育大会15回以上出場（平成10年～27年）

○前田　　魁　（17歳）　福岡県立八幡中央高等学校
平成28年度全国高等学校総合体育大会　
高松宮賜旗　第63回全国高等学校ウエイトリフティング競技
選手権大会　男子56kg級　トータル　優勝
平成28年度全国高等学校総合体育大会　
高松宮賜旗　第63回全国高等学校ウエイトリフティング競技
選手権大会　男子56kg級　クリーン＆ジャーク　優勝
第71回国民体育大会ウエイトリフティング競技会　
少年男子56kg級　クリーン＆ジャーク　優勝

○戸田　妃乃子　（18歳）　九州国際大学付属高等学校
平成28年度第18回全国高等学校女子ウエイトリフティング�
選手権大会　69kg級トータル　優勝

○太田　和臣　（30歳）　福岡県立八幡中央高等学校(教)
第76回全日本ウエイトリフティング選手権大会　
男子＋105kg級　トータル　優勝

○児玉　碧衣　（22歳）　日本競輪選手会福岡支部
第71回国民体育大会自転車競技会　女子ケイリン　優勝

○藤田　翔太郎　（15歳）　北九州市立企救中学校
2016年ＪＯＣジュニアオリンピックカップ自転車競技大会
Ｕ15男子３㎞個人パーシュート　優勝

○早田　ひな　（16歳）　希望が丘高等学校
2016年世界ジュニア選手権大会　女子団体　優勝
平成28年度全国高等学校総合体育大会卓球競技大会　
第85回全国高等学校卓球選手権大会　女子シングルス　優勝

○仁田原　知毅　（18歳）　東海大学付属福岡高等学校
第71回国民体育大会馬術競技会　少年トップスコア競技　優勝

○児玉　ひかる　（18歳）　敬愛高等学校
平成28年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　
第65回全国高等学校柔道大会　女子78kg超級　優勝

○森　　健心　（15歳）　大牟田市立松原中学校
平成28年度全国中学校体育大会　
第47回全国中学校柔道大会　男子90kg級　優勝

○松山　奈未　（18歳）　九州国際大学付属高等学校
世界ジュニアバドミントン選手権大会2016　女子ダブルス　
優勝

○松岡　玲奈　（18歳）　祐誠高等学校
平成28年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会　
第61回全国高等学校弓道大会　女子個人　優勝

○柿元　冴月　（15歳）　那珂川町立那珂川北中学校
平成28年度全国中学校体育大会
第46回全国中学校剣道大会　女子個人　優勝

○桑水流　裕策　（31歳）　コカ･コーラウエスト株式会社
第31回オリンピック競技大会　ラグビーフットボール競技　
出場

○宮原　美穂　（20歳）　帝京大学
第23回世界空手道選手権大会　女子組手－50kg　２位
ＦＩＳＵ第10回世界学生空手道選手権大会　女子組手－
50kg　２位

○北代　涼馬　（14歳）　北九州市立飛幡中学校
はまなす杯　第10回全国中学生空手道選抜大会　１年男子組手　
優勝

スポーツにおいて抜群の成績をあげた団体並びに個人
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○中野　勝仁　（21歳）　日本経済大学
第14回世界ユースボウリング選手権大会2016　男子４人
チーム戦　２位

○髙木　遼介　（18歳）　自由ケ丘高等学校
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第40回全日本高校ボウリング選手権大会　男子　優勝

○岡本　美月　（21歳）　日本経済大学
内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯
第45回全国都道府県対抗ボウリング選手権大会　女子選手権
者決定戦　優勝

団　　体
○第71回国民体育大会冬季大会スケート競技会
　成年男子フィギュアスケート競技福岡県選手団
第71回国民体育大会冬季大会スケート競技会
成年男子フィギュアスケート競技　優勝

○中村学園三陽高等学校　ヨット部
平成28年度全国高等学校総合体育大会ヨット競技大会
第57回全国高等学校ヨット選手権大会　男子ＦＪ級　優勝

○福岡県立三潴高等学校　男子カヌー部
文部科学大臣杯
平成28年度日本カヌースプリントジュニア選手権大会　
Ｋ－４　200ｍ　優勝

○福岡第一高等学校　男子バスケットボール部
平成28年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会
第69回全国高等学校バスケットボール選手権大会　優勝
ＪＸ－ＥＮＥＯＳ　ＷＩＮＴＥＲＣＵＰ2016
平成28年度第47回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会　
優勝

○第71回国民体育大会自転車競技会
　福岡県選手団
第71回国民体育大会自転車競技会　天皇杯　優勝
第71回国民体育大会自転車競技会　皇后杯　優勝

○第７１回国民体育大会自転車競技会
　女子チームスプリント福岡県選手団
第71回国民体育大会自転車競技会　女子チームスプリント　優勝

○中村学園女子高等学校　剣道部
平成28年度全国高等学校総合体育大会剣道大会
第63回全国高等学校剣道大会　女子団体　優勝

○福岡市立玄洋中学校　男子剣道部
平成28年度全国中学校体育大会
第46回全国中学校剣道大会　男子団体　優勝

○東福岡高等学校　ラグビーフットボール部
平成28年度全国高等学校総合体育大会　
第96回全国高等学校ラグビーフットボール大会　優勝

○内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯
　第45回全国都道府県対抗ボウリング選手権大会
　福岡県チーム
内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯
第45回全国都道府県対抗ボウリング選手権大会　
混合４人チーム戦　優勝

○文部科学大臣杯　
　第54回全日本ボウリング選手権大会　
　福岡県チーム
文部科学大臣杯
第54回全日本ボウリング選手権大会　女子２人チーム戦　優勝

平成28年度公益財団法人福岡県体育協会　感謝状贈呈者

平成28年度公益財団法人日本体育協会　日本スポーツ少年団被表彰者

○道下　美里
リオデジャネイロパラリンピック競技大会　視覚障害者マラソ
ン　出場（銀メダル）

○浦田　理恵
リオデジャネイロパラリンピック競技大会　ゴールボール　出場

○小宮　正江
リオデジャネイロパラリンピック競技大会　ゴールボール　出場

○山本　浩之
リオデジャネイロパラリンピック競技大会　車いすマラソン。
　出場

○洞ノ上　浩太
リオデジャネイロパラリンピック競技大会　車いすマラソン　
出場

○川野　将太
リオデジャネイロパラリンピック競技大会　車いすテニス　出場

○寺島　雄三郎　久留米市スポーツ少年団　　
空手道正空会スポーツ少年団を設立し、指導にあたるとともに
和道会の全国大会で優勝する選手も数多く育成され、空手道を
通してスポーツの普及振興と青少年の健全育成に貢献された。
　また、久留米・筑後地区、福岡県等の空手道連盟の役員とし
ての功績も顕著である。

○近藤　正孝　太宰府市スポーツ少年団　　
昭和55年以降、単位団において36年の永きにわたり第一線で
子どもたちの指導・育成に尽力された。太宰府市において「市
民スポーツ賞」、太宰府徳正会として全日本剣道連盟から「少
年剣道教育奨励賞」を受賞するなど、その功績は他の認めると
ころであり、単位団指導のかたわら、太宰府市剣道連盟におい
ても中心的な役割を担っており、氏の功績は特に顕著である。

○今村　邦男　太宰府市スポーツ少年団　　
平成３年に太宰府市へ転入して以降、27年の永きにわたり第
一線で指導・育成に貢献された。特に、剣道とバドミントンの
２種目で指導をすることは太宰府市においては他に例がなく、
現在では単位団指導者の中でも中心的な役割を担っており、氏
の功績は特に顕著である。
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真のチャンピオンを目指して
～福岡県タレント発掘事業でのアスリートライフスタイルという考え方～

はじめに

　アスリートとして活動する期間は、長い人生の一部です。競技力の向上と人生をより良く歩むことを
同時に考えていくことが、安心して競技を続けていく上でも重要になります。福岡県タレント発掘事業
では、アスリートライフスタイルという考え方をもとに、受講生一人一人がアスリートライフを送る上で重
要となるキャリア形成についてのプログラムを行っています。今回は、その実際の一部を紹介します。

アスリートライフスタイルとは

　一般的に、ライフスタイルとは、「生活の様式・営み方。また、人生観・価値観・習慣等を含めた個
人の生き方」（デジタル大辞典）を意味します。つまり、私たちの日常生活のありかたや習慣は、その
人の人生観や価値観がベースにあり、行動に影響していると言えます。
　このような考え方に基づいて、このアスリートライフスタイルを「パフォーマンスを最大限に高めるため
の考え方や習慣」と定義し、さらには「アスリートとしてのココロエ」「アスレティック」「ライフ」「ソーシャ
ル」の４つから構成されており、これらを経験することにより、夢や目標の実現と自立したアスリートに
なることを目指すものです。

アスリートとしてのココロエ

　スポーツには、人間の可能性を追求するという側面がありますが、自らの能力や技術の限界に挑む
活動のなかで大切にしたことが、アスリートのココロエです。子どものスポーツに対する有能感や価値、
内発的動機付けには、保護者や指導者による行動や認知が影響すると言われています。

【中央強化拠点視察研修】【SAQトレーニング】

■競争心
人よりも優れていたい、勝ちたいという気持や
競い合いを楽しむこと、自分の目標のために競
争を志向することです。

■チャレンジ
新しいことや困難なことにも、自分の意志や判
断に基づいて行動したり、挑戦しようとするこ
とです。自分のベストを尽くすことです。

■創造性

自分の考えや知識、経験を組み合わせて独自の
ものや新しいものをつくりだすことです。より
良い状態にするために、変えようとすることで
す。

■立ち直る力
ストレスや逆境に遭遇しても、自分やまわりの
状況を受け入れ、課題を解決したり、乗り越え
ようとすることです。

■リスペクト

自分や相手、スポーツを尊重することです。家
族やチームメイト、コーチや審判、応援してく
れる人を大切にしたり、スポーツの公正や公平、
ルールを守ったりすることです。

アスリートライフスタイル
意志決定、課題解決、自立

アスリートとしてのココロエ
（大切にしたいこと）

競争心、チャレンジ、創造性
立ち直る力、リスペクト

アスリートライフスタイルのフレームワーク

ソーシャル
（社会性に関わること）
人とのつき合い方、社会的な責任
お金の管理や使い方など

アスレティック
（スポーツに関わること）
トレーニング、試合、リカバリー
アンチドーピングなど

ライフ
（生活や人生に関わること）
目標設定、タイムマネジメント
キャリアプランニングなど

アスリート
としての
ココロエ

ソーシャル アスレティック

ライフ
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アスレティック

　競技力を高めるために欠かせないのが、スポーツに関するアスレティックの要素です。身体的な能力を高める
ために必要となる、トレーニングや試合、リカバリーに関する知識やスキル、経験などが含まれます。また、スポー
ツ活動をするにあたって、守るべきアンチ･ドーピングがあり、アスリートは責任を持って関わっていくことが重要
となります。

ライフ

　ライフとは、アスリートとしての生活や人生に関することを指します。学校での環境変化、プライベートでのイ
ベント等が関係しており、スポーツとライフを組み合わせた将来設計や時間の使い方を学んでいくことが大切に
なります。

ソーシャル

　アスリートはスポーツを介して、様々な人たちと関わり、支えられています。アスリートが競技生活を継続して
いく上で、社会との関わりが必ず求められてくるものです。社会性とは、人が成長していくなかで試行錯誤して
身に付けていくものになりますが、アスリートは社会に対して影響力を持つからこそ、社会に対してできることを
考えていくことが重要になります。

おわりに

　アスリートライフスタイルを実践するためには、その価値や意義を理解し、その価値観が行動を起こす基準と
して位置づけられるようになることが必要です。本事業でも、長期的な視点に立ち、発育発達とパフォーマンス
の段階、環境に合わせて、上記の各要素を取り入れながらプログラムを実践しているところです。
　単にスポーツにおける勝者というだけでなく、他のアスリートの目標となるような「真のチャンピオン」を一人で
も多く本事業の中から輩出することを期待しています。

※参考資料（独行）日本スポーツ振興センター「アスリートライフスタイルブック」

【アンチ･ドーピング講話】

【プレゼンテーションスキル】

【オープンマインド】

【リカバリー実習】

【目標設定プログラム】

【コミュニケーションスキル】

■トレーニング

心身に負荷を与える活動のことです。パフォーマンス
を高めるには、トレーニングの原則に基づいて、運動
の種類等、様々な側面から負荷（量、強度、頻度）が設
定されます。トレーニングには、技術、戦術、体力、
心理、特別な環境下で行う高地や低酸素トレーニング
等も含まれます。

■試合

試合でパフォーマンスを発揮するために必要なことで
す。競技ルールや対戦相手、ライバル等の情報だけで
なく、代表選考方法や種目特有の休養やウエイトコン
トロール、自然環境要因（気温や湿度、風や日照時間、
降水量、降雪量等）の解釈技能等も含まれます。

■リカバリー
アスリートの身体的・心理的な疲労回復に関することで
す。睡眠や休養、栄養に加え、心理的なスキルや身体
施術、セルフケアや水治療法等が含まれます。

■アンチ・ドーピング

ドーピングについての知識や手続きに関することです。
スポーツの透明性や公平性・公正性等の価値を守るため
に必要不可欠な要素です。禁止薬物やドーピング検査
方法、TUEやADAMS等が含まれます。

■目標設定
自分が達成したい目標、そのために必要な方法を明確
にすることです。計画的な取り組みをする上でのベー
スになります。

■タイムマネジメント
目標を達成するために、時間を有効に使うことです。
それぞれの活動に要する時間を計画し、優先順位に応
じて効率的に時間を使っていくことです。

■キャリアプランニング
将来における理想の自分について考え、キャリア形成
をしていくことです。スポーツやその他分野、競技引
退後も社会で活躍していくための準備につながります。

■人とのつき合い方 コミュニケーションや対人関係、人脈づくり、メディ
ア等とのつき合い方に関することです。

■社会的な責任 アスリートの社会的な影響力を理解し、地域や日本代
表として活動することや、社会貢献していくことです。

■お金の管理や使い方 アスリート特有の金銭の取り扱いに関することです。
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　平成18年に田川市で、４番目の総合型クラブと
して設立しました。目指すクラブ像としては、「い
つでも・誰でも・気軽に参加できる総合型地域ス
ポーツクラブ」です。

　設立初年度は、①健康体操[大人]（７名）／②
弓道[子ども・大人]（１名）／③サッカー [子ども]（34
名）／④バスケットボール[子ども]（12名）／⑤軟
式野球[子ども]（０名）／⑥バドミントン[子ども]（０
名）の会員数47名[大人７名／子ども47名]と苦し
い状態からクラブ運営が始まりました。

　転機は３年目にありました。スポーツ振興くじ
助成事業の「総合型地域スポーツクラブ活動支援
事業」です。
　いくつかの教室には、指導助手を付けることが
でき、参加者のレベルに応じて指導ができ、活
動内容の質を上げることができました。また、用
具を購入することができ、会員を招きやすい環境
となりました。事務局としては、会員募集チラシ
などを大量に作成し、積極的に会員募集に努め
ることができました。

　平成21年には、教室の変更はありましたが、
会員数は190名[大人72名／子ども118名]までとな
りました。

　現在では、助成を受けずに会費のみでクラブ
運営ができるようになり、また、「ＮＰＯ法人田川
市体育協会」の支援を受け、クラブ事務所を田
川市総合体育館内に置くことができ、活動拠点
が田川市体育施設になりました。

　現在の定期活動教室は、①健康体操[大人]（13
名）／②テニス[大人・子ども]（26名）／③サッカー
[子ども]（34名）／④バスケットボール[子ども]（30
名）／⑤ヨガ[大人]（53名）の会員数156名[大人
84名／子ども72名]となり、日々がんばっています。

　一昨年から、障がい者スポーツにも積極的に取
り組んできました。きっかけは、日頃利用させて
いただいている田川市総合体育館へ、運動に来
られていた障がい者の方たちとの出会いでした。
　毎週、この場所へ来られても限られたスポーツ
しかできていない現状のなか、この方たちに対し
てスポーツを通して、クラブは何かできないかと
思っていたところ、県から地域へ「障がい者と健
常者によるスポーツ交流促進事業」の依頼があ
りました。
　我がクラブは、この事業を積極的に活用させ
てもらい、指導員資格も取得させていただき、ま
た、用具の購入などもでき、障がい者の方も運動
できる環境が整ってきています。現在、３～４施
設の方が「Ｌ＆Ｓたがわ」へ団体会員加盟をして
もらっています。

　これからも、クラブ像である「いつでも・誰でも・
気軽に参加できる総合型地域スポーツクラブ」を
大切に、クラブ運営に取り組んでいきます。
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筑
豊
地
区 　添田町では6クラブが設立され、添田町総合型地域スポーツクラブを組織しています。添田町ではジュ

ニアスポーツ教室や親子で楽しめるバドミントン教室を行っています。体を動かすきっかけや仲間づくり
にいかがですか？興味のある方はお気軽にご連絡ください。

☆添田フリーズ（少年野球教室）　　　
開催期間：毎週火・木　17時15分～　
　　　　　土・日　9時～
開催場所：そえだサン・スポーツランド野球場
対　　象：小学1～6年生

☆添田ストライカーズ（少年サッカー教室）
開催期間：毎週水・金・土　17時30分～
開催場所：そえだサン・スポーツランド多目的グラウンド
対　　象：小学1～6年生

☆添田ストライカーズ（少年ドッジボール教室）
開催期間：毎週火・木　18時～
開催場所：そえだドーム体育館
対　　象：小学1～6年生

☆少年バレーボール教室　　　　　　
開催期間：毎週火・金　17時30分～　
　　　　　土　14時～
開催場所：添田小学校体育館
対　　象：小学1～6年生

☆硬式テニス教室　　　　　　　　　
開催期間：毎週木　低学年　17時～18時　
　　　　　　　　　高学年　18時～19時
開催場所：そえだドームテニスコート
対　　象：年長～中学1年

☆バドミントン教室　　　　　　　　
開催期間：毎週水　18時30分～20時　
開催場所：添田町体育館
対　　象：小学生～成人
備　　考：年間保険料と参加費1回200円が必要

【
会
員
募
集
】《
香
春
町
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
》
〒
８
２
２
ー
１
４
９
２　

田
川
郡
香
春
町
大
字
高
野
９
８
７
ー
１
香
春
町
教
育
課
内　
（
電
話
）
０
９
４
７
ー
３
２
ー
８
４
１
０
（
担
当
：
ク
ラ
ブ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー　

金
光　

理
）

私
た
ち
の
ク
ラ
ブ
は
、
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
を
主
に
行
う
「
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
」と
小
学
生
女
子
を
対
象
に
し
た
「
ジ
ュ
ニ
ア
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ
」の
２
ク
ラ
ブ
で
主
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

事
前
の
見
学
も
可
能
で
す
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
ク
ラ
ブ
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　田川市では、４つの総合型地域スポーツクラブが活動しています。同種目が多いですが、各クラブに
特色があります。これからもスポーツによる地域発展を目指し、運動・健康づくりの【きっかけ】を提
供いたします。

☆後藤寺スポーツクラブ（平成12年11月設立）【担当：近藤】
所在地：田川市本町14－２（近藤商店内）／ＴＥＬ：0947－44－2200
種　目：ソフトボール（子ども）

☆ＥＡＳＴクラブ（平成14年６月設立）【担当：肥吉】
所在地：田川市伊田4395／ＴＥＬ：090－4770－8909
種　目：サッカー（子ども）、陸上（子ども）、バレーボール（子ども）、バドミントン（大人・子ども）

☆Ｌ＆Ｓたがわ（平成18年３月設立）【担当：田川】
所在地：田川市伊田2550－１（田川市総合体育館内）／ＴＥＬ：0947－44－7370
種　目：サッカー（子ども）、バスケットボール（子ども）、テニス（大人・子ども）、
　　　　健康体操（大人）、ヨガ（大人）

☆ＴＡＧＡＷＡ　ＷＩＮＧＳ（平成24年２月設立）【担当：羽田】
所在地：田川市丸山町11－23／ＴＥＬ：080－3181－6877
種　目：サッカー（子ども）、ソフトテニス（大人・子ども）

田川市総合型地域スポーツクラブ（各クラブ申込み、問い合わせ先）

添田町総合型地域スポーツクラブ（各クラブ申込み、問い合わせ先）
問合せ先：添田町総合型地域スポーツクラブ事務局（オークホール）
住　　所：〒824-0601　福岡県田川郡添田町大字庄952番地
Ｔ Ｅ Ｌ：0947-82-2559
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　ボウリング競技に於けるジュニア強化を考え
る時、学校体育や部活動として導入している学
校が無いに等しく、民間施設であるボウリング
場を利用しなければならない点があり、強化の
課題以前に競技人口増加が最大の課題だと考
える。
　そうした中、当連盟は県内の各ボウリング場
との関係を密にし、長期休暇を利用してのボウ
リング場のジュニア教室の開催、ジュニアクラ
ブの設立をお願いし、また近年盛んに行ってい
る健康ボウリング教室のターゲットであるシニア
層や主婦のお孫さんやお子さんへ競技ボウリン
グへの興味を持っていただくよう活動を続けて
いる。
　興味を示してくれたジュニアを当連盟に入会
させていただき、初めて強化と言われる活動へ
と移行しているのが現状である。ボウリングの
強化だけでなく、実生活にも必要となるマナー
の習得や人間形成にも力を入れていくこととな
る。また、ボウリング場もジュニア料金を設定
して下さる等の負担軽減にご協力いただき、業
界一丸となってジュニア強化を行っている。
　県内各地のジュニア選手が、所属のボウリン
グ場で自主練習、リーグ戦や月例会へ参加し、
レベルアップに努めてくれている。国民体育大
会はもちろんのこと、中央競技団体が全日本小
学生競技大会、全日本中学選手権大会、全日
本高校選手権大会、全国高等学校対抗選手権
大会、更には全日本ジュニア強化選手認定会や
全日本ユースナショナルチーム選考会も行って
おり、目標の設定は容易で本県のジュニア強化
を進める上で非常に有り難いことである。上記

大会の予選会や連盟主催
の福岡県ジュニア選手権大
会、九州連合会主催の全九
州小中学・高校選手権大会
なども開催され、段階的な
目標設定も可能となってい
る。
　さて、そのジュニア選手
の強化方法は、日頃習って
いる方が先輩のボウラー、
インストラクター、日体協の
公認指導員、同公認コーチ、
プロボウラーと様々である
為、投球フォームを変える
と言ったような直接の技術

指導は行わず、「こういったやり方もあるよ。」「も
う少し、こう出来たらいいね。」というようなレ
ベルアップの提案をし、選手個人がそれぞれの
コーチと相談し、技術を身につけて貰っている。
もちろん、連盟とコーチが直接意見交換をし、
レベルアップへ向けた共通認識を持つことも大
事である。また、近年ジュニア選手の中で両手
投げの選手が増えており、両手投げのチャンピ
オンが誕生するなど、選手、指導者とも知識の
向上を強いられている。両手投げは、体への
負担も大きく基礎体力の向上や体のケアも非常
に重要視されて来ている。
　その他の取り組みとしては、成年種別のボウ
ラーとの合同で行う練習会や、成年少年合同
でチーム編成し大会へ参加する等、より高度な
技術や知識を身につけてレベルアップと実績を
残していく。そしてその経験が自信となり強い
選手が誕生していくこととなる。
　私自身、ジュニア選手を数名育成した経験が
あるが、ジュニア期は身体的、技術的にはもち
ろん精神的にも無限に成長する可能性を秘めて
いる反面、無理をさせると一生付きまとう故障
へも繋がる恐れもあり、非常に慎重になった記
憶がある。更には、コーチングがティーチング
にならないよう、選手に自発的に発言させるこ
とも非常に大事な事だと考える。
　将来有望なジュニア選手を預かり、育ててい
く上で、強化方法は確立されつつある。
　今後は、高体連への加盟、高校総体の種目
参加を目標に、学校関係者やご父兄にスポーツ
ボウリングを理解していただく事が、ジュニア
強化の最大の課題ではなかろうか。
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　市の概況
　飯塚市は、面積214.07キロ平方メートル（平成26年
10月1日現在）、人口131,492人(平成22年国勢調査)で、
福岡県のほぼ中央に位置し、東は田川圏域、西は福
岡都市圏、南は嘉麻市、北は直方・鞍手圏域にそれ
ぞれ接しています。生態系を保護する自然が残され、
周囲の山脈に源を発する河川は、多くの支流を集めて
遠賀川となり、北流しています。
　国道200号、201号、211号があり、JRは、篠栗線、
筑豊本線、後藤寺線が走っており、両政令都市への
通勤・通学圏内になり、長崎街道の宿場町、筑豊炭
田時代の中心地などの歴史的な変遷を背景に、福岡
県央地域の中心都市であるとともに、3つの大学を有
する文化性・創造性を備えた情報産業都市、学園都
市として位置づけられています。
　平成18年3月26日に飯塚市、穂波町、筑穂町、庄

内町、頴田町が合併
し、新しく誕生した
飯塚市は、平成28年
3月26日に合併10周年
を迎え、「人が輝きま
ちが飛躍する住みた
いまち住みつづけたい
まち」を都市目標像
に、市民との協働に
よるまちづくりに取り
組んでいます。

五輪ポスター

地
域
レ
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ト	

飯
塚
市
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選手：コーチ、スポーツ中に頭を打つとどんなことが起こりますか？
コーチ：スポーツでは、いろいろなシーンで頭をぶつけることがあ
ります。
体操で高いところから転落したり、ラグビーや柔道で頭に衝撃を受
けたりします。バスケットボールや野球のプレー中に勢いよく衝突
することなども起こります。このようにして生じる頭部へのケガを
まとめて頭部外傷といいます。
　頭をぶつければ、頭の皮膚が切れて出血しますが、もっとひどけ
れば、皮膚の下の頭蓋骨にもひびが入ったり（骨折）、頭蓋骨がへこ
んだり（陥没）することもあります。ただ幸いなことに、頭蓋骨の
中に入っている大切な脳に傷がつかなければ、これらは大きな問題
にはなりません。しかし骨折や出血には至らない場合でも、衝撃に
よって脳が大きく揺さぶられると、脳の組織や血管が傷ついたり（脳
損傷）、脳の活動に障害が出たりする（脳振盪）など、大きなトラブ
ルが起こり得ます。

選手：脳振盪とはどんなものですか？
コーチ：脳振盪では、頭部への衝撃により脳にひずみが生じ、意識
を失ったり、頭を打った前後のことを覚えていなかったり（健忘）、
フラフラと体のバランスが悪くなったり（失調）します。これらの
症状は一時的なことが多いのですが、ときに頭痛などが何日も続く
こともあります。一般に脳振盪はすぐ回復すると思われがちですが、
症状が続いている間は脳振盪が治っていないと考えるべきです。
　また脳振盪を繰り返していると、軽い衝撃だけでまた症状が再発
したり、頭痛を起こしやすくなったりすることが知られています。
現在、そのような状況をかえりみずに脳振盪を繰り返した、かつて
のアスリート達が問題を提起しています。彼らは歳を経てから記憶
力や判断力が悪くなったり、怒りやすくなるなどの性格の変化や、
認知症のような症状を呈したりしやすい、というのです。スポーツ
は心身ともに健全に発達・成長するために重要と考えられています
が、その過程で脳に傷を負えば、のちに後遺症を残したり、最悪の
場合は命に関わったりもします。

選手：頭を強く打っていなければ大丈夫ですか？
コーチ：脳は皮膚と頭蓋骨、髄膜（硬膜・くも膜・軟膜）に囲まれ
ており、くも膜と軟膜の間は髄液という液体で満たされています。
脳は髄液に浮かんでいて、頭部への衝撃が脳に直接伝わりにくいよ
うになっています。しかしスポーツ中に生じるさまざまな衝撃によっ
て、首を支点として頭が大きく移動することがあります。このとき
脳が頭蓋骨にぶつかったり、脳の内部にひずみが発生したりするこ
とで、脳の組織や血管が傷つくのです（脳損傷）。
　頭に衝撃が加わったとき、脳は必ずしも一定の方向の力を受ける
わけではありません。スポーツ中にはさまざまな角度から衝撃が加
わるうえ、頭の重心だけに力がかかるのではないので、何らかの回
転運動が伴います。不均一な動きによって脳の内部にひずみが生じ、
脳損傷につながるのです。
　頭部に直接の衝撃がない場合でも、脳を強く揺さぶられることに
より同様のことが起こり得ます。頭部外傷の多くは、頭に大きな衝
撃が加わって起きるものですが、頭を直接打っていなくても脳損傷
をきたす可能性はあるのです。

選手：競技中に脳損傷が起きていても、本人が気づかない場合があ
りますか？
コーチ：プレーに集中するあまり頭を打ったことを認識していなかっ
たり、また頭部を直接打たなくても、接触プレーによって体が激し

くぶつかり合ったり、跳ね飛ばされたり投げられたりすることで、
脳が強く揺さぶられる可能性もあるのです。脳が大きく揺さぶられ
ることで、頭痛以外にめまいや吐き気、体調不良などが生じること
がありますが、こうした症状が実は脳に大きな力が加わった結果な
のだ、と理解されていないことも多くあります。
　脳振盪は、選手がプレー中に意識を失ったり、明らかにおかしな
行動をとったりしない限り、第三者から気づかれることはあまりあ
りません。また、たとえば急性硬膜下血腫などの重大な脳損傷が生
じた場合でも、意識消失や麻痺などの症状がない限り、頭蓋内の出
血に気づかない可能性が高いのです。
　近年の研究では、脳振盪が多く生じるスポーツに重症頭部外傷に
よる死亡事故が多いことが指摘されており、脳損傷や脳振盪を予防
することが重大事故の減少につながるものと考えられています。脳
損傷や脳振盪は、競技中のさまざまな状況のもとで発生する可能性
があると理解し、いかにもそれらしい症状が見られなかったとして
も、まず疑ってみようという姿勢が大切です。

選手：意識消失がない場合も脳振盪ですか？
コーチ：脳の損傷の度合いを示す重い症状のひとつに「意識障害」
があります。呼びかけても応答がないような「意識消失」は、意識
障害の中でも重症の部類に入りますが、もっと軽い意識障害でも、
また意識障害がなくても注意が必要な場合があります。スポーツに
限らず頭部外傷では、程度や持続時間に差はあれ、意識が障害され
ることが少なくありません。意識はあっても話し方や動作、表情が
普段と違ったり、住所や年齢、今の自分のおかれている状況などを
間違えたりする場合は、軽い意識障害であり、脳振盪を起こしてい
ると考えられます。

選手：意識障害はどうやって評価するのですか？
コーチ：意識の覚醒度は「意識清明」「傾眠」「混迷」「半昏睡」「昏
睡」などと表現されますが、定義がはっきりせず、主観に大きく左
右されます。そこで客観的に調べられる症状をもとに、誰が見ても
同じように評価できる尺度が必要となります。現在、わが国の医
療現場で広く使われている意識障害の尺度は「日本昏睡スケール
（JapanComaScale；JCS）」で、「３- ３- ９度方式」ともいいます。
これを使えば、誰でも同じ評価点をつけることができ、時間的にど
れくらい悪化または改善したかも表現しやすくなります。

日本昏睡スケール（JapanComaScale;JCS）
　ⅠからⅢの３群に大きく分類し、さらにそれを３段階に細分化し
ます。「Ⅰ- ２」「Ⅲ-100」などと表し、数字が大きいほど重症です。
おおまかに言って、「意識消失」はⅡ-30以上の意識障害が秒単位で
見られる状態です。

Ⅰ：刺激しなくても覚醒している状態
　１：だいたい清明だが今ひとつ・はっきりしない
　２：見当識＊障害がある
　３：自分の名前や生年月日が言・えない
Ⅱ：刺激すると覚醒する状態
　10：普通の呼びかけで開眼する
　20：大きな声または体を揺さぶることで開眼する
　30：痛み刺激を加えつつ呼び・かけを加えるとかろうじて開眼す
る
Ⅲ：覚醒しない
　100：痛み刺激に対して払いのける・ような動作をする
　200：痛み刺激で少し手足を動かしたり、顔をしかめたりする
　300：痛み刺激にも反応しない

　意識障害は時間とともに変化することがあり、繰り返しチェック
する必要があります。１桁の意識障害でも最低15分間は観察し、さ
らに完全に正常になるまでは５分おきくらいに質問を繰り返すこと
が必要です。時間とともに悪化する場合には出血などの重大な障害
が起きていることが懸念され、ただちに専門施設に転送し、精密検
査を行う必要があります。２桁、３桁の意識状態は明らかに危険な
状況で、すぐに救急車を要請すべきでしょう。

参考文献：「頭部外傷10か条の提言（第２版）」一般社団法人日
本臨床スポーツ医学会　学術委員会脳神経外科部会　(https://
concussionjapan.jimdo.com/)

スポーツ
医・科学
スポーツ
医・科学

スポーツ現場で
頭を打った時は
どうすればよいですか？
（その1） スポーツ医・科学委員会
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選手：健忘（物忘れ）とはどういった状態ですか？
コーチ：脳振盪の症状のひとつに「健忘」があります。頭部打撲後
ただちに、
あるいは短時間の意識障害から回復後に競技を再開して、後になっ
てそのことをまったく記憶していないという事例がしばしばありま
す。
　スポーツ現場での経験によると、外傷後（あるいは意識回復後）
数分以内には健忘は認められず、競技内容、事故状況などを聞いて
も応答します。ところが、さらに４、５分ぐらいすると記憶が判然
としなくなり、直前のことを何回も繰り返し聞いたり、「なぜここに
いるのか」などの質問を発したりすることがあります。記憶には近
時記憶（少し前の記憶）と遠隔記憶（以前からの記憶）があります
が、外傷性の健忘では近時記憶のみが障害され、遠隔記憶は侵され
ないことが普通です。つまり古い記憶は保たれる一方、外傷後に「記
憶する機能」が障害され、新しい経験が記憶として保存できません。

選手：外傷性健忘は、どうやって確かめるのですか？
コーチ：近時記憶に関する質問を行って外傷性健忘を確かめる質問
の例です。
質問の例
（1）見当織（＝指南力：場所、時間、人）のテスト

「ここはどこですか？」「今いるグランドの名前は？」
「今日の日付は？　何曜日？　今は何時頃ですか？」
「この人は誰ですか？」

（2）数字の逆唱
「３桁の数字を言うからそれを逆に言いなさい。３８５」→
５８３が正解。
正解したら４桁の問題を出します。「９５２８は？」→両者とも
正解以外は「異常」と判断します。

（3）打撲前後の競技内容
「対戦相手のチーム名は？」「これまでの得点経過は？」

（4）今日の試合の作戦、被検者の役割など
「あなたのポジションは？」

選手：どのようなときに脳神経外科を受診するのですか？
コーチ：頭を打っても症状がすぐに回復した場合には、病院に行か
ずに経過を見ることもあります。一方で競技に復帰した結果、重篤
な脳損傷を負った例も
あります。持続する、あるいは急激に悪化する意識障害、手足の麻痺、
言語障害、けいれん（ひきつけ）、何度も繰り返す嘔吐、瞳孔不同（瞳
の大きさが左右で違う）、呼吸障害などの症状は、誰が見てもすぐに
重篤な状態だとわかります。受傷直後は症状がなくても、しばらく
してから悪化することもあるので、経過観察中にこのような症状が
現れたら、ただちに救急搬送する必要があります。
　脳振盪では脳の出血や損傷はなく、大部分は症状も一過性で、し
ばらくすると回復します。ところが、症状から脳振盪と診断される
中に、まれに軽い「急性硬膜下血腫」が紛れ込んでいるようです。
出血がごく少量なので症状が軽く、脳振盪と見分けがつきません。
このような選手が競技に復帰し、再び頭部を打撲すると、致命的な
事態につながりかねないのです。
　これをはっきりさせるためには、病院を受診してCT検査やMRI検
査を受けるしかありません。受傷時の状況や受傷後の症状から、頭
部への衝撃が強かったことが推測される場合は、症状が軽くても専
門医の診察を受けたほうがよいでしょう。

選手：頭を打った時の注目すべき症状を教えて下さい？
コーチ：病院を受診すべきときの症状は以下です。
①意識消失
　１分以上続く意識消失は、重度の衝撃を受けたことを意味します。
意識が戻り、一見普通に見えても、脳の機能は次の衝撃に耐えられ
るほどじゅうぶんには回復していないことがあります。明らかな意
識消失があった場合は、専門医の診察を受けましょう。
②健忘・記憶障害
　外傷前後の記憶がはっきりしない（健忘）、同じ質問を繰り返すな
どの記憶障害は、脳振盪でよく見られる症状ですが、受傷以前の記
憶がない（逆向性健忘）場合や、受傷後の記憶障害が1時間以上続
く長い外傷後健忘がある場合は、脳への衝撃が強かったことを意味
するので、診察を受けたほうがよいでしょう。
③頭痛
　頭痛は、頭部打撲の後によく見られる症状です。多くはぶつけた
ところの頭皮や皮下組織の局所的な痛みですが、頭蓋内に出血した
場合も頭痛を起こします。両者の鑑別は容易ではありませんが、打
撲した部位とは無関係に広がる、これまでに経験したことがないよ
うな頭痛が数日にわたって続くときは、頭蓋内出血の可能性があり
ます。軽症の急性硬膜下血腫では、頭痛が唯一の症状のことがあり、
軽視してはいけません。頭痛が長びく場合には医療機関を受診し、
専門医による評価を受けるべきです。
④めまいやふらつき
　めまいやふらつきもよく見られる症状のひとつで、吐き気や嘔吐
を伴うことも多くあります。症状が強い場合や長引く場合は医療機
関を受診しましょう。目がかすむ、物が二重に見える、耳が聞こえ
にくい、耳鳴りがする、においがしない、などの症状が続くときは、
脳神経外科だけでなく眼科や耳鼻科への受診もお勧めします。
⑤麻痺（手足に力が入りにくい）、しびれ
　麻痺の原因の多くは、血腫（血のかたまり）による脳の圧迫や、脊髄・
末梢神経の損傷です。症状が「しびれ」だけのときは、脳よりも背髄・
末梢神経の障害による場合が多いです。首のみや腰痛を伴う場合に
は背骨（頸椎・胸腰椎）の外傷も考える必要があります。
⑥性格の変化、認知障害
　行動がいつもと違う、いらいらしがちである、興奮しやすい、混
乱しているように見える、なども脳振盪の症状です。また、外傷後
１～３か月かけてゆっくりと頭蓋内に血腫が形成されることがあり、
これを「慢性硬膜下血腫」とよびます。高齢者に多い病気ですが、
若い人にも起こることがあります。血腫は少しずつ溜まるので、症
状が急に進むことはあまりありません。手足の麻痺、歩行障害、が
んこな頭痛、性格変化、認知障害などが現れ、少しずつ悪化する場
合には慢性硬膜下血腫の可能性を考慮します。

選手：脳振盪を繰り返すとどのようになりますか？
コーチ：一度だけの脳振盪は症状を残さず回復することが普通です
が、何度も繰り返すと、認知機能や平衡機能の障害が出現し、回復
しなくなります。「パンチ・ドランク」などとよばれるこの病態は、
比較的短い期間に複数回の脳振盪を起こした場合に多く見られます。
一度脳振盪を起こすと、その後数週間は２度目の脳振盪が起こりや
すい状態になっており、競技への復帰は充分な休養期間をおいて段
階的に行う必要があります。短い間に脳振盪を繰り返してしまった
場合は、専門医を受診することが望ましいのです。症状だけから脳
の損傷の程度を推測することは難しいので、症状が①強い、②いつ
もと違う、③長引くときには医療機関を受診しましょう。

参考文献：「頭部外傷10か条の提言（第２版）」一般社団法人日
本臨床スポーツ医学会　学術委員会脳神経外科部会　(https://
concussionjapan.jimdo.com/)
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スポーツ現場で
頭を打った時は
どうすればよいですか？
（その2） スポーツ医・科学委員会
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（公財）福岡県体育協会賛助会員のご紹介
≪団体会員のみ掲載≫　（敬称略、順不同）　平成29年６月現在

（株）アーチ電工
（株）ＲＫＢ毎日ホールディングス
相光石油（株）
アイズ・トータルボディステーション
アオヤギ（株）
赤穂印刷（株）
（株）浅羽製作所福岡営業所
（株）朝日新聞社　
（株）アスカ
（株）礎建設
（株）石村萬盛堂
（有）井手時計店
稲員興産（株）
岩坂電気工事（有）
岩崎建設（株）
（株）岩田屋三越
（株）宇治川商店
エア・ウォーター・マテリアル株式会社
（株）エコア
ＮＨＫ福岡放送局
（株）エフ・ジェイ　ホテルズ　
（株）エルテックス・ヨシダ
（株）オー・エー企画
大塚製薬（株）
（株）オンワード樫山福岡支店
（株）キャナルエンターテイメントワークス
（株）九建
九州朝日放送（株）
九州高圧ｺﾝｸﾘｰﾄ工業（株）
九州自動車リース（株）
九州電氣産業（株）
九州電工ホーム（株）
九州電力（株）
九州ビル管理（株）
九州木材工業（株）
九州旅客鉄道（株）
九築工業（株）
九鉄工業（株）
（株）九電工
九電産業（株）
（株）クオテック
黒崎播磨（株）
京王観光（株）福岡支店
弘和輸送（株）
コカ・コーラウエストサービス（株）
コカ・コーラウエスト（株）
コカ・コーラウエスト販売機器サービス（株）
コゲツ産業（株）
五常物産（株）
西部瓦斯（株）
西部ガス興商（株）
（株）ザザホラヤ
佐藤産業（株）
三栄ビルサービス（株）
三光（株）
（株）サンミリオン
ＪＲ九州商事（株）
清水建設（株）九州支店
（株）昭電社

（株）新出光
新出光不動産（株）
シンコー（株）
新日鐵住金（株）八幡製鐵所　
スポーツ安全協会福岡県支部
NPO法人スポルトジャパン日本競技スポーツ支援機構
（株）正興電機製作所
成和商事（株）
（株）セクト坂口
（株）設備保守センター
（株）ゼンリン
第一交通産業（株）
大一梱包（株）
大一産業（株）
ダイヤモンド秀巧社印刷（株）　
大和証券（株）福岡支店
（株）高田工業所九州支店
（株）竹中工務店　九州支店
（株）ダンロップスポーツマーケティング西日本支社
（株）筑後電設
医療法人（社）筑水会
（株）筑邦銀行
（株）地工
（株）ＴＶＱ九州放送
（株）電気ビル
ＴＯＴＯ（株）
（株）ドミックスコーポレーション
トヨタ自動車九州（株）
（株）にしけい
（株）西広
西鉄興業（株）
（株）西鉄シティホテル
西鉄ビルマネージメント（株）
西鉄旅行（株）
西日本技術開発（株）
西日本空輸（株）
（株）西日本高速印刷
（株）西日本シティ銀行
（株）西日本新聞印刷
（株）西日本新聞社
西日本鉄道（株）
西日本プラント工業（株）
ニシム電子工業（株）
日九興産（株）
（株）ＮＩＰＰＯ福岡統括事業所
二和興産（株）
（株）博多大丸
（株）博運社
半田建設（株）
（株）ヒガシ印刷
久野印刷（株）
日之出水道機器（株）
（株）ヒライ
（株）ファビルス
（株）福岡銀行
福岡空港ビルディング（株）
（公財）福岡県学校給食会
福岡地所（株）
福岡スポーツマンクラブ

福岡大学
（株）福岡中央銀行
（株）福岡放送
福岡リーセントホテル
福三商工（株）
（株）福設　
福高観光開発（株）
（株）福東電設
（株）ふくや
富士ゼロックス福岡（株）
（株）ポータル
（株）毎日新聞西部本社　
松永建設
（株）松本組
丸三工業（株）
（株）丸ふじ
三島光産（株）
ミズノ（株）九州支社
溝江建設（株）
三井住友海上火災保険（株）
（株）三森屋
名鉄観光サービス（株）福岡支店
安川エンジニアリング（株）
安川コントロール（株）
（株）安川電機
（株）安川ロジステック
柳原機鋼（株）
（株）山本工作所
吉川工業（株）
吉武産業（株）
（株）読売新聞西部本社
リコージャパン（株）九州事業本部
リコーリース（株）九州支社
若築建設（株）九州支店
（株）渡辺青写真
（公財）北九州市体育協会
（公財）福岡市スポーツ協会
大牟田市体育協会
（公財）久留米市体育協会
直方市体育協会
飯塚市体育協会
NPO法人田川市体育協会
柳川市体育協会
八女市体育協会
筑後市体育協会
大川市体育協会
行橋市体育協会
豊前市体育協会
中間市体育協会
小郡市体育協会
一般社団法人筑紫野市体育協会
一般社団法人春日市体育協会
（公財）大野城市体育協会
一般社団法人宗像市体育協会
太宰府市体育協会
古賀市体育協会
福津市体育協会
うきは市体育協会
宮若市体育協会

嘉麻市体育協会
朝倉市体育協会
みやま市体育協会
糸島市体育協会
筑紫郡体育協会
糟屋郡体育協会
遠賀郡体育協会
小竹町体育協会
鞍手町体育協会
嘉穂郡体育協会
筑前町体育協会
三井郡体育協会
三潴郡体育協会
八女郡体育協会
田川郡社会体育振興協会
京都郡体育協会
築上郡体育協会
福岡県スケート連盟
福岡県アイスホッケー連盟
福岡県スキー連盟
福岡県水泳連盟
福岡県ボート協会
福岡県セーリング連盟
福岡陸上競技協会
（社）福岡県サッカー協会
福岡県テニス協会
福岡県ホッケー協会
福岡県ボクシング連盟
一般財団法人福岡県バレーボール協会
久留米市バレーボール協会
北九州市バレーボール協会
福岡県中部地区バレーボール協会
福岡県体操協会
福岡県バスケットボール協会
福岡県レスリング協会
福岡県ウエイトリフティング協会
福岡県ハンドボール協会
福岡県自転車競技連盟
福岡県ソフトテニス連盟
福岡県卓球協会
全日本軟式野球福岡県連盟
福岡県相撲連盟
福岡県馬術連盟
福岡県フェンシング協会
福岡県柔道協会
福岡県ソフトボール協会
福岡県バドミントン協会
福岡県弓道連盟
福岡県ライフル射撃協会
（社）福岡県剣道連盟
福岡県ラグビーフットボール協会
福岡県アーチェリー協会
福岡県空手道連盟
福岡県銃剣道連盟
福岡県クレー射撃協会
福岡県なぎなた連盟
福岡県ボウリング連盟
福岡県ゲートボール連合
福岡県ゴルフ協会

福岡県綱引連盟
福岡県トライアスロン連合
NPO法人福岡県武術太極拳連盟
福岡県少林寺拳法連盟
福岡カンツリー倶楽部
古賀ゴルフ・クラブ
芥屋ゴルフ倶楽部
久山カントリー倶楽部
西戸崎シーサイドカントリークラブ
大博多カントリー倶楽部
セブンミリオンカントリークラブ
二丈カントリークラブ
伊都ゴルフ倶楽部
志摩シーサイドカンツリークラブ
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ
福岡雷山ゴルフ倶楽部
門司ゴルフ倶楽部
若松ゴルフ倶楽部
小倉カンツリー倶楽部
玄海ゴルフクラブ
福岡国際カントリークラブ
周防灘カントリークラブ
京都カントリー倶楽部
チサンカントリークラブ遠賀
勝山御所カントリークラブ
チェリーゴルフクラブ　小倉南コース
九州ゴルフ倶楽部　八幡コース
小郡カンツリー倶楽部
太宰府ゴルフ倶楽部
夜須高原カントリークラブ
有明カントリークラブ
筑紫野カントリークラブ
セントラル福岡ゴルフ倶楽部
皐月ゴルフ倶楽部　天拝コース
福岡センチュリーゴルフ倶楽部
八女上陽ゴルフ倶楽部
浮羽カントリークラブ
福岡サンレイクゴルフ倶楽部
久留米カントリークラブ
北九州カントリー倶楽部
麻生飯塚ゴルフ倶楽部
鷹羽ロイヤルカントリークラブ
嘉穂カントリー倶楽部
西日本カントリークラブ
福岡フェザントカントリークラブ
若宮ゴルフクラブ
茜ゴルフクラブ
福岡レイクサイドカントリークラブ
ザ・クラシックゴルフ倶楽部
ＪＲ内野カントリークラブ
ミッションバレーゴルフクラブ
皐月ゴルフ倶楽部竜王コース
福岡県高等学校ゴルフ連盟
九州ゴルフ練習場連盟

＜＜　賛助会員募集のお願い　＞＞
　公益財団法人福岡県体育協会は、「県民のスポーツライフの充実と豊かで活力のある生活の実現」に向けて、加盟団体（現在　５０競技団
体、４０郡市体育協会、２学校体育団体）とともに関係機関団体のご指導と県民各層のご協力を賜りながら、本県競技力の向上と県民スポー
ツの振興発展のため、主に次のような活動を展開いたしております。

　　　1.　競技スポーツ振興のための各競技団体における一貫指導体制構築の推進。
　　　2.　トップアスリート育成のためのタレント発掘事業の推進。
　　　3.　ジュニアスポーツ振興のためのスポーツ少年団活動等の推進。
　　　4.　生活・健康スポーツ振興のための総合型スポーツクラブの育成。
　　　5.　県民のスポーツ活動振興のためのスポーツ指導者の養成及びスポーツ医・科学によるサポート事業の推進。
　　　6.　県民へのスポーツ情報の提供。
　　　7.　国際理解と友好促進のための国際スポーツ交流の推進。 

　これらの事業の実施にあたっては各方面のご協力と多くの財源が必要となりますが、近年、本会の財源は大きく縮小しており、現状では
事業推進のための財源確保が困難な状況にあります。 
　つきましては、本協会の事業趣旨をご理解、ご賛同のうえ、たくさんの皆様に賛助会員のお申込みをいただきますようお願いいたします。

（団 体 会 員 ） 　　１口　１０, ０００円 　か ら

（個 人 会 員 ） 　　１口　　２, ０００円 　か ら

《賛　助　会　費》 《お申し込み・お問い合わせ先》 

公益財団法人福岡県体育協会 
〒812-0852　福岡市博多区東平尾公園２丁目１番４号

TEL：092-629-3535　　FAX：092-629-3536
E-mail：fukuokaken@japan-sports.or.jp
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【編集後記】 ３人のメンバーが変わり、29年度がスタートしました。みんなでがんばります。

　本年度より、総合型地域スポーツクラブ設立推進
事業を担当いたします、橋本と申します。
　そのほか、福岡県体育協会表彰事業や地域スポー
ツ振興に関わること等を担当しております。みなさ
まのお力になれるよう精進してまいりますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。

　今年度より、国民体育大会担当になりまし
た。８位入賞を達成するために全力でサポー
トさせて頂きます。常に明るく、元気に、爽
やかに頑張っていきたいと思いますのでよろ
しくお願いいたします！！

総合型地域スポーツクラブ設立推進事業担当

橋本　健司（はしもと　たけし）

国民体育大会担当

重野　泰輔（しげの　たいすけ）

　昨年度に引き続き、スポーツ少年団担当の大西
です。3年目になります。
　福岡県スポーツ少年団では昨年同様、県内競技
別交流大会の実施、スポーツ少年大会（全国・九
州ブロック）への参加や各種講習会の実施等、様々
な事業を計画しています。
　また、今年度は九州ブロックスポーツ少年団ミ
ニバスケットボール交流大会が福岡県にて開催さ
れるため、成功に向けて頑張りたいと思います。
よろしくお願いいたします。

スポーツ少年団担当

大西　祥史（おおにし　よしふみ）

　本年度より、福岡県県民体育大会、指導者育成
事業担当の松下と申します。様々な年代の方々が
スポーツを楽しんでいただけるように、全力で業
務に努めたいと思います。また、新社会人として、
とにかくまじめに頑張っていきますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

福岡県県民体育大会、指導者育成事業担当

松下　幸広（まつした　ゆきひろ）
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