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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公益財団法人日本スポーツ協会公認ス

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・日ロ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公益財団法人日本スポーツ協会の委託事

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

平
成
30
年
度
公
益
財
団
法
人
福
岡
県
体
育
協
会
事
業
計
画

目　標

目標達成のための主要事業

1



平成30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 ～ 31年3月 地域スポーツ振興助成事業 県　内 普　及

　〃 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

5（木）・6（金） 第1回九州地区体育協会連絡協議会 鹿児島県

10（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

13（金） 公益財団法人日本スポーツ協会加盟団体事務局長会議 日本スポーツ協会

18（水）・19（木） 公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者養成事務担当者会 東京都

26（木） 加盟団体・準加盟団体理事長会議 リーセントホテル 普及・競技

5 上旬～ 31年3月 第61回福岡県民体育大会公開競技 県　内 普　及

8（火） 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

中旬 第１回普及開発委員会 〃 普　及

10（木） 第１回スポーツ医・科学委員会 〃 医科学

13（日） 第１回福岡県スポーツ指導者研修会・総会 〃 普　及

24（木） 第１回常務理事会・第１回理事会 〃 常　務

27（日） 国民体育大会第38回九州ブロック大会夏季大会（カヌー） 鹿児島県湧水町 競　技

6 1（金） 福岡県民体育大会説明会 アクシオン福岡 普　及

4（月） 第１回競技力向上委員会 〃 競技力

11（月） 定時評議員会 〃 常　務

下旬 都道府県体育協会連合会第１回総会 東京都

22（金） 公益財団法人日本スポーツ協会定時評議員会 日本スポーツ協会

29（金） 「体協ふくおか」108号発行 普　及

7 3（火） 第１回評議員選定委員会 アクシオン福岡

5（木） 第1回財務委員会 福岡市

上旬 福岡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

12（木） 第2回スポーツ医・科学委員会 〃 医科学

14（土）～ 15（日） 国民体育大会第38回九州ブロック大会夏季大会　テニス他 鹿児島県 競　技

21（土）・22（日） 国民体育大会第38回九州ブロック大会夏季大会　水球他 〃 〃

31（火） 福岡県民体育大会夏季大会郡市代表者会 筑後地区 普　及

8 10（金）～ 12（日） 国民体育大会第38回九州ブロック大会秋季大会　サッカー 鹿児島県 競　技

15（水） 福岡県民体育大会秋季大会プログラム編成会議 筑後地区 普　及

17（金）～ 19（日） 国民体育大会第38回九州ブロック大会秋季大会　総合開会式他 鹿児島県 競　技

19（日） 第61回福岡県民体育大会夏季大会水泳競技 筑後地区 普　及

21（火）～ 22（水） 国民体育大会第38回九州ブロック大会秋季大会　新体操 鹿児島県 競　技

24（金）～ 26（日） 国民体育大会第38回九州ブロック大会秋季大会　ラグビー他 〃 競　技

29（水） 国民体育大会第38回九州ブロック大会秋季大会　体操 〃 競　技
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９ 6（木） 福岡県民体育大会秋季大会郡市代表者会 筑後地区 普　及

9（日）～ 17（月） 第73回国民体育大会会期前競技　水泳他 福井県 競　技

中旬 第2回常務理事会 アクシオン福岡 常　務

13（木） 第73回国民体育大会県代表監督会議・結団式 〃 競　技

未定 福岡県アシスタントマネジャー養成講習会 〃 普　及

22（土）・23（日） 第61回福岡県民体育大会秋季大会 筑後地区 普　及

25（火）～ 10/9（火） 第73回国民体育大会 福井県 競　技

29（土） 第73回国民体育大会総合開会式 〃 競　技

10 中旬 福岡県スポーツ指導者協議会第３回幹事会 アクシオン福岡 普　及

9（火） 第73回国民体育大会総合閉会式 福井県

26（金） 福岡県民体育大会第５回市町村対抗「福岡駅伝」市町村代表者会 筑後市 普　及

11 1（木）・2（金） 第2回九州地区体育協会連絡協議会 佐賀県

上旬 第2回福岡県スポーツ指導者研修会 筑豊地区 普　及

8（木）・9（金） 西ブロック各県体育協会事務局長研修会 広島県

13（火） 第73回国民体育大会解団式 アクシオン福岡 競　技

17（土）・18（日） 九州ブロッククラブネットワークアクション2018 熊本県 普　及

18（日） 福岡県民体育大会第5回市町村対抗「福岡駅伝」 筑後市 普　及

12 1（土）・2（日） 国民体育大会第38回九州ブロック大会冬季大会アイスホッケー競技会 県立総合プール 競　技

5（水）～ 7（金） 都道府県体育協会事務局職員研修会 茨城県

中旬 第3回スポーツ医・科学委員会 福岡市 医科学

中旬 全国スポーツ指導者連絡会議 東京都 普　及

中旬 日本スポーツ協会公認スポーツ指導者全国研修会・表彰式 東京都 〃

１ 10（木） 第74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62回福岡県民体育大会冬季大会スキー競技会 鳥取県 普　及

30（水）～ 2/3（日） 第74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 北海道釧路市 競　技

下旬 第3回常務理事会 アクシオン福岡

下旬 「体協ふくおか」109号発行 普　及

２ 上旬 第2回理事会 アクシオン福岡 常　務

14（木）～ 17日（日） 第74国民体育大会冬季大会スキー競技会 北海道札幌市 競　技

３ 9（土） 公益財団法人福岡県体育協会表彰式 リーセントホテル 常　務

中旬 第2回競技力向上委員会 アクシオン福岡 競技力

中旬 第2回普及開発委員会 〃 普　及

中旬 第4回スポーツ医・科学委員会 〃 医科学

中旬 第2回財務委員会 福岡市

中旬 第4回常務理事会 アクシオン福岡 常　務

20（水） 公益財団法人日本スポーツ協会臨時評議員会 日本スポーツ協会

下旬 第3回理事会 アクシオン福岡

下旬 臨時評議員会 〃

下旬 都道府県体育協会連合会総会 東京都
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
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平成30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 ～８月 スポーツ少年団登録受付事務 事務局

～ 31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
～ 31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
26（木）・27（金） 九州ブロックスポーツ少年団連絡協議会 大分県

５ ３（木）～５（土） 第45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（金）・５（土） 第45回日独スポーツ少年団同時交流事前研修会（団員） 東京都
17（木） 第１回常任委員会・委員総会 アクシオン福岡
18（金）・19（土） 第45回日独スポーツ少年団同時交流九州Ⅰブロック受入ミーティング 佐賀県
25（金） 日本スポーツ少年団都道府県事務担当者会議 東京都

６ ２（土） 日本スポーツ少年団第１回委員総会 東京都
15（金）・16（土） 全国スポーツ少年団指導者協議会 東京都
16（土）・17日（日） 全国スポーツ少年団リーダー連絡会 東京都
17（日） 第１回ジュニアスポーツフォーラム 東京都
30（土）・７月１日（日）・７（土） 第40回福岡県スポーツ少年団軟式野球交流大会 北九州市

７ 下旬 第56回全国スポーツ少年大会ならびに第50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
30（月）～８月３日（金） 第45回日独スポーツ少年団同時交流（受入） 田川市
31（火）～８月17日（金） 第45回日独スポーツ少年団同時交流（派遣） ドイツ

８ ２（木）～５（日） 第56回全国スポーツ少年大会 茨城県
２（木）～５（日） 第50回九州ブロックスポーツ少年大会 大分県
５（日）～ 11（土） 日中青少年スポーツ団員交流（派遣） 中国
９（木）～ 13（月） 日本スポーツ少年団シニア・リーダースクール 静岡県
11（土）・12（日） 第38回九州ブロックスポーツ少年団剣道交流大会 長崎県
10（金）～ 12（日） 第38回九州ブロックスポーツ少年団バレーボール交流大会 鹿児島県
17（金）～ 19（日） 第38回九州ブロックスポーツ少年団ソフトボール交流大会 沖縄県
17（金）～ 19（日） 第38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 宮﨑県
18（土）・19（日） 第38回九州ブロックスポーツ少年団空手道交流大会 福岡県
24（金）～ 26（日） 第38回九州ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 熊本県
24（金）～ 26（日） 第38回九州ブロックスポーツ少年団軟式野球交流大会 佐賀県

11 ３（土）・４（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 大分県
３（土）・４（日） 第11回福岡県スポーツ少年団サッカー交流大会 田川市
４（日） 第29回福岡県スポーツ少年団剣道交流大会 太宰府市
10（土）・11（日） 九州ブロックスポーツ少年団リーダー研究大会 熊本県
中旬 第２回常任委員会 アクシオン福岡
23（金） 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

12 １（土） 幼児期からのACP普及講習会 アクシオン福岡
８（土）・９（日） 第11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
15（土）・16（日） 福岡県スポーツ少年団リーダー研修会 玄海の家
22（土）・23（日） 第12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 31（木）・２月１日（金） 日本スポーツ少年団九州ブロック会議 大分県
２ 16（土）・17（日） 第９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

９（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
23（土）～ 25（月） 福岡県スポーツ少年団ジュニアリーダースクール 玄海の家
27（水）～ 29（金） 第41回全国スポーツ少年団剣道交流大会 山口県
28（木）～ 31（日） 第16回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会 大分県

※第１回福岡県スポーツ少年団柔道交流大会は調整中
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　第73回国民体育大会冬季大会は、スケート競技会が1月27日～ 2月1日まで山梨県にて、アイスホッケー競技会が1月27日
～ 2月1日神奈川県にて開催され、本県からはスケート・アイスホッケー競技会に74名、スキー競技会に32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、2年ぶりに全種別入賞という快挙を成し遂げた。中でも、成年男子
の川原選手・山田選手ペアは圧倒的な演技で会場の観客を魅了した。
また、ショート・トラックでは、個人種目においては、井上選手が500m・1000mの2種目において3位入賞を果たした。また、
成年女子3000ｍＲでは、3位という堂々の成績を収めた。
　アイスホッケーでは、成年男子は大阪府、沖縄県を倒し、強豪の北海道に善戦するも敗れ、平成2年とびうめ国体（福岡開催）
以来となる8位入賞を果たした。少年男子は1回戦に岡山県に快勝するも2回戦で青森に敗れた。アイスホッケー少年男子は
4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Ａで荒井美桜選手が圧倒的な力を見せ見事1位に輝いた。成年女子
Ｂでは、長谷川絵美選手が僅差で1位に届かなかったが、華麗な滑りで、会場の注目を集めた。また、岡本選手も堂々の4
位と好成績を収めた。
　今大会を通じての本県の獲得得点は123.0点、男女総合成績は昨年から1つ順位を下げたものの得点では昨年を上回る結
果となった。また、女子総合成績は、64.0点で8位入賞を果たした。「チーム福岡」の目標である天皇杯入賞に向け、来たる「福
井しあわせ元気国体」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 12位 （11） 10 18 （16） 21 （9） 21 （19） 3 （20） 73 （74）

アイスホッケー 10位 （10） 10 5 （0） 5 （5） ─ ─ 20 （15）
スキー 9位 （11） 10 0 （0） 0 （0） 20 （21） 0 （0） 30 （31）

※　（　　　　）内は第72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 3位 18点 川原　星（福岡大学）
山田　耕新（（株）三井住友銀行）

成年女子 4位 15点 竹野　比奈（福岡大学）
上地　悠理花（福岡大学）

少年男子 6位 9点 古家　龍磨（九州国際大学付属高等学校）
長池　潤（東福岡高等学校）

少年女子 8位 3点 藤　由妃乃（福岡海星女子学院高等学校）
竹野　仁奈（沖学園高等学校）

スケート
（ショート･トラック）

成年女子 3000ｍＲ 3位 6点
古賀　あや（筑紫野市立二日市中学校（教））
弥中　美由（神奈川大学）　南里　塔子（福岡県スケート連盟）
渡邉　史織（福岡県スケート連盟）　

少年男子 500ｍ 3位 6点 井上　瑠太（沖学園高等学校）
1000ｍ 3位 6点 井上　瑠太（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73回大会 第72回大会
順位 都道府県 獲得点 順位 獲得点

1 長野県 437.5 1 430.0 
2 北海道 432.0 2 420.0 
3 新潟県 165.0 7 146.0 
4 東京都 161.0 9 138.0 
5 青森県 156.0 3 176.0 
6 福井県 145.0 23 58.0 
7 愛知県 143.0 15 101.0 
8 秋田県 140.0 5 170.0 

8 山形県 140.0 11 127.0 
14 福岡県 123.0 13 120.0 

【女子総合】
第73回大会 第72回大会

順位 都道府県 獲得点 順位 獲得点
1 長野県 185.0 1 171.0 
2 北海道 122.0 2 140.0 
3 東京都 96.0 11 64.0 
4 愛知県 86.0 9 65.0 
5 山形県 74.0 7 69.0 
5 山梨県 74.0 5 76.0 
7 大阪府 67.0 9 65.0 
8 福岡県 64.0 4 80.0 
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競技名 種別 種別順位 獲得点 氏名（所属）

アイスホッケー

成年男子 8位 5点

クイン　翔士（（株）ジャパンメディカルコミュニケーション）
弥永　晃宏（福岡市役所）　橋田　勝太（福岡都心娯楽産業（有））
阿部　一貴（ヤナセオートモーティブ（株））　古屋　拓人（福岡大学病院）
当房　直毅（（株）ダイショー）　内野　悠平（神奈川大学）
ウィルソン　海（青山学院大学）　　高田　高虎 （（有）銀河）
山本　裕太（山本商店）　秋丸　聖也（コカ・コーラボトラーズジャパン（株））
阿部　祐大（東建コーポレーション（株））　矢野　健志朗（福岡市立下山門中学校（教））
高橋　宗太（福岡大学）　白水　寛太（福岡県アイスホッケー連盟）
矢野　倫太朗（中央大学）

少年男子 8位 5点

ウィルソン　嶺（KTC中央高等学院）　吉村　虹野（福岡県立柏陵高等学校）
廣門　蓮太（福岡県立嘉穂高等学校）　高崎　祥（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）　柴原　瑛司（福岡県立柏陵高等学校）
酒井　泰自（福岡県立北筑高等学校）　吉次　俊（中村学園三陽高等学校）
廣重　勇也（博多高等学校）

スキー
成年女子

ジャイアント
スラローム

1位 8点 荒井　美桜（（株）イデア）
成年女子 2位 7点 長谷川　絵美（（株）サンミリオン）
成年女子 4位 5点 岡本 乃絵（（株）サンミリオンマーケティング）

アイスホッケー少年男子 フィギュア成年女子４位の竹野・上地ペア

アイスホッケー成年男子 フィギュア成年女子竹野選手

福岡県スキー競技選手団

スキージャイアントスラローム
成年女子Aにおいて優勝した荒井選手

ショートトラック少年男子２種目において
３位入賞を果たした井上選手

ショートトラック成年女子3000mR３位の
南里・渡邉・弥中・古賀選手
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　平成29年度（公財）福岡県体育協会表彰は、平成30年３月３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16名と３団体、スポーツにおいて抜群の成績を挙げた個人35名と14団体、計41個人と
17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
○江口　祐一　（81歳）

●北九州市スケート連盟会長等（32年間）
昭和60年にスピードスケート１種審判員資格を取
得され、昭和62年に北九州市スケート連盟スピー
ド副部長として、特に西日本ショートトラック選
手権大会の運営に貢献された。その後、同連盟会長、
福岡県スケート連盟副会長・顧問に就任され、平成
28年日本スケート連盟より、スピードスケート名
誉審判員を委嘱されている。
また、永年ジュニア選手の育成に係わり、全日本
選手権、世界ジュニア、ユニバーシアード等に多
くの選手を輩出するなど、日本国内や福岡県内の
スケート競技の普及振興に大いに貢献されている。

○丸山　信幸　（68歳）
●糟屋郡陸上競技協会会長等（38年間）
昭和54年より一般財団法人福岡陸上競技協会の
代表委員として３期６年間、理事として14期28
年間、現在、評議員として同協会の運営に寄与し
ている。また、同協会下部組織の糟屋郡陸上競技
協会でも長く理事を務め、現在の糟屋陸協の基礎
を作り上げた一人であり、現在会長として組織運
営の中心となり、協会主催の大会運営、組織役員、
選手、審判員の育成に尽力されている。これまで
同協会主催の大会をはじめ、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
大会の運営に貢献し、後進の審判員育成にも積極
的に努めている功績は大きい。

○小幡　忠夫　（67歳）
●九州テニス協会理事等（35年間）
昭和57年よりジュニアからベテランまで、初心者
から上級者、選手レベルまでの広範囲を対象にテ
ニス技術、戦術、ルール、マナーを30年以上にわ
たり指導し続けており、テニス協会主催の国際大
会会場などで開催されるテニス教室の講師として
も毎年活躍し、地域のテニス愛好者の底辺拡大に
大いに貢献してる。
また、平成21年より九州テニス協会理事、九州テ
ニス協会ベテラン委員長を務め、事業の企画立案、
計画、運営を行うと同時に後進の育成にも献身的
に取組み、九州、福岡県地域テニス界の発展、テ
ニス協会の運営に尽力し貢献している。

○仁田原　元　（72歳）
●福岡県バスケットボール協会副会長等（24年間）
平成５年に福岡県バスケットボール協会常務理事
に就任し、現在は副会長として長きにわたり、本
県バスケットボール界のリーダーとして競技力向
上、普及発展に大きく貢献している。また、全国
高等専門学校バスケットボール専門委員としても
活躍し、本県高等専門学校バスケットボール競技
の普及、競技力向上に尽力した。
昭和51年には九州地区で最初の日本バスケット
ボール協会公認審判Ａ級となり、全国トップレベ
ルの審判として活躍し、現在も審判員の指導、育
成に情熱を傾けており、本県審判員のレベルアッ
プに大きく寄与している。

○大庭　広行　（66歳）
●福岡県ウエイトリフティング協会理事（29年間）
昭和63年４月より福岡県ウエイトリフティング協
会理事に就任し、長きにわたって理事として、ウ
エイトリフティング競技の普及発展に寄与した。
同協会のみならず、福岡県高等学校体育連盟ウエ
イトリフティング専門委員として、高校競技者の
育成に尽力し、平成２年とびうめ国体を成功に導
くと共に、多くの優秀な選手を育てた。
また、昭和61年に３級公認審判の資格を取得して
以来、高校生の大会など各種大会へ審判としても
活躍し、運営面においても同協会の発展に力を尽
くした。

○和佐野　健吾　（70歳）
●福岡県ハンドボール協会理事等（47年間）
昭和45年に、西南学院高等学校に赴任後、専門外
種目であるハンドボール指導に携わり、県内決勝
へ３度の進出、九州大会への３度の出場を成し遂
げ、指導者としての手腕を発揮された。また、指
導者として継続しながら、昭和55年福岡県ハンド
ボール協会事務局長、平成３年同協会理事長、平
成13年同協会副会長、平成25年同協会会長と九
州協会会長を４年間務められ、県内外のハンドボー
ルの諸事業をリードし、多大な貢献をされた。また、
現在も、同協会顧問として様々なバックアップで
大きな貢献をしている。

○横溝　安伸　（70歳）
●福岡県バドミントン協会副会長等（37年間）
昭和55年４月より福岡県バドミントン協会理事に
就任され、平成２年度「とびうめ国体」までは、選
手強化を担当し総合２位の成績に大きく貢献され
た。平成３年４月に第８代理事長として就任され、
16年の長きに渡り組織体制の再整備、選手強化及
び競技役員の育成に努められ、常時全国大会を開
催できる体制を整えられた。以後、現在まで副会
長を務めている。
また、福岡県体育協会理事、スポーツ医・科学委員、
九州バドミントン連盟理事長、日本バドミントン
協会理事としても尽力された功績は誠に顕著であ
る。

○矢野　義行　（88歳）
●福岡県銃剣道連盟理事長等（62年間）
昭和30年10月より陸上自衛隊大村駐屯地にて本
格的に銃剣道を始め、各地区での奉納大会等に積
極的に参加するとともに、現在に至るまで長きに
わたり、本県銃剣道競技の充実発展のため、幅広
く競技者の指導に努めている。
また、平成２年とびうめ国体に審判員として国体
の成功に寄与し、平成10年より福岡県銃剣道連盟
理事長及び福岡県体育協会評議委員に就任し、本
県銃剣道競技の普及、発展に貢献した。
現在も同連盟顧問及び筑後地区銃剣道連盟副会長
として、会員、後輩の指導を行っている。

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
平
成
29
年
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○西原　良輝　（70歳）
●少林寺拳法所属長（48年間）
昭和44年に福岡県久留米市に「少林寺拳法久留米」道場
を設立し、多くの門下生を育ててこられた。
また、同道場は、県・地域の大会への積極的な参加や、小・
中学生を対象にした行事等を実施し、拳士間の交流を深
めてきた。その結果、西原氏のもとを巣立った弟子たち
が久留米市内及びその周辺に平成29年現在では５つの
道場を設立し、久留米市内での少林寺拳法の発展に多大
な貢献をされており、今後も更なる活躍が期待される。

○服部　秀喜　（74歳）
●北九州市バトミントン協会理事等（42年間）
昭和50年より北九州市バドミントン協会理事に就任さ
れ、平成６年から同協会の事務局長に就任し現在に至る。
また、昭和53年４月から現在までの長きにわたり福岡
県バドミントン協会の理事としても活躍しており、北九
州市内で開催される各種大会をはじめ、日本バドミント
ン協会主催の第一種大会の日本リーグ開幕戦、全日本社
会人選手権大会など大会誘致と運営に尽力された功績な
ど、本県バドミントン競技の普及振興に多大な貢献をさ
れている。

○山本　一行　（71歳）
●福岡市バレーボール協会副会長等（43年間）
昭和49年より永年バレーボールに関わり、活動に努力
を惜しまず、実直に人材の育成に努め、指導者としてジュ
ニアクラブから一般社会人クラブまで組織の責任者とし
てバレーボール競技の陣頭に立っている。また、ビーチ
バレーボールの普及活動にも尽力している。
さらに、（財）福岡市体育協会（現（公財）福岡市スポーツ
協会）では、平成13年から平成16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多大な
る貢献をしている。

○安武　壽子　（72歳）
●福岡市レディースバドミントン連盟会長等（30年間）
昭和62年より福岡市家庭婦人バドミントン連盟理事長
を務められ、平成９年から福岡市レディースバドミント
ン連盟会長として、初心者教室の開催をはじめ、ジュニ
ア教室の立ち上げや指導を行うなど、福岡市におけるレ
ディースバドミントン競技及び女性スポーツの普及・振
興に永年尽力されている。
また、（財）福岡市体育協会（現（公財）福岡市スポーツ協
会）では、平成９年から理事、平成21年からは参与を務
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。

○和佐野　一文　（66歳）
●全日本軟式野球福岡県連盟常務理事等（39年間）
昭和53年１月より甘木支部審判員として在籍して以来、
永年にわたり数々の大会に貢献され、久留米支部並びに
全日本軟式野球福岡県連盟の審判長として、久留米市並
びに福岡県の審判育成、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、全国大会の企画、運営に
貢献された。
また、平成10年１月より久留米市野球連盟理事、平成
25年より全日本軟式野球福岡県連盟常務理事に就任し、
久留米市のみならず福岡県の軟式野球の普及発展と、青
少年の健全育成に尽力され、地域スポーツの振興に貢献
している。

○浅谷　芳江　（65歳）
●筑紫野市体育協会副会長等（33年間）
昭和59年より、筑紫野市ソフトボール協会所属チーム
において、現在まで監督兼選手として活動され、同協会
副理事長として、大会運営役員等として関わり、筑紫野
市のみならず広い範囲でソフトボールの普及に尽力して

いる。また、小学校でのクラブ活動など、ボランティア
でソフトボールの支援活動を行い、青少年の健全育成に
も積極的に取り組んでいる。
さらに、筑紫野市事業の天拝山ロードレース大会では参
画団体としてパイプ役を担われ、筑紫野市体育協会にお
いては、平成10年より評議員として、平成23年からは
副会長として筑紫野市体育協会の事業推進、発展に寄与
している。

○重松　年春　（78歳）
●宗像市テニス協会会長等（41年間）
昭和51年宗像テニス同好会を立ち上げ、昭和55年宗像
硬式テニス協会の発足に向けて尽力され、テニスを通し
て体力及び技術の向上とスポーツ精神を養い、宗像市民
の融和と青少年の健全育成、宗像市体育協会の事業に寄
与された。
また、同協会の会長職を15年間、理事職を21年間務め
られ、現在も、同協会の名誉会長として、テニスの普及
や各クラブの発展に尽力され、同協会の活発な活動に対
する貢献度は高い。

○中嶋　淑恵　（70歳）
●福岡県ソフトバレーボール連盟理事等（24年間）
平成５年よりソフトバレーボール愛好者及び初心者など
に呼びかけを行いながらチームの結成や、ソフトバレー
ボールの組織化に尽力し、ソフトバレーボール大会の企
画、運営、人員の確保、審判研修などに著しく貢献した。
また、平成８年度より嘉穂郡体育振興会専門部の桂川町
ソフトバレーボール代表者として嘉穂郡旧八町での普及
振興に寄与し、現在も福岡県ソフトバレーボール連盟の
理事として、全国大会等の競技運営に携わり、嘉穂郡桂
川町ソフトバレーボール協会の審判役員の資質向上に努
めている。

団　　　体
○一般財団法人少林寺拳法連盟 北九州八幡
昭和51年に発足し、福岡県下において長い歴史を有し
ており、北九州市八幡東区で最初に設立され、リーダー
的道場として発展し、福岡県の少林寺拳法の普及発展に
寄与している。
また、毎年開催されている全国少林寺拳法大会に福岡県
代表として、「壮年の部」の出場を果たし、優秀な成
績を収めている。� （活動年数：41年）

○筑紫野市バスケットボール ウイングス
昭和54年に発足し、昭和57年に筑紫野市体育協会に加
盟している。
発足後は、バスケットボールの競技人口を増やすために、
筑紫野市の小・中・高校生への指導や、筑紫野市の事業で
あるスポレクフェスタで３on３の大会運営にかかわっ
てきた。また、競技力向上のために、クラブ選手権、県
民体育大会、ママさんバスケットボール大会など多くの
大会に参加している。
また、筑紫野市体育協会の事業推進に積極的に協力して
おり、同協会へ多大な貢献をしている。（活動年数：38年）

○春日市卓球協会
昭和49年に発足して以来、地域の発展とともに協会も
拡大発展しており、現在は15団体、278人を抱える規
模となっている。定期的な大規模大会の運営とともに、
初心者卓球教室、一日卓球教室、技術講習会、市民ふれ
あい卓球大会などの市民参加型、体験型の要素も取り入
れた各種の幅広い取組みを継続して行っている。
また、県や県卓球協会等と連携し、障がい者スポーツ（卓
球）の実施などにも積極的に協力している。
（活動年数：43年）
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個　　　人
○横山　世奈　（18歳）　元沖学園高等学校
第72回国民体育大会冬季大会スケート競技会
少年女子ショートトラック500ｍ　優勝

○長谷川　絵美　（31歳）　（株）サンミリオン
第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会
成年女子Ｂジャイアントスラローム　優勝

○藤井　菜々子　（18歳）　北九州市立高等学校
第72回国民体育大会陸上競技会　成年女子5000ｍＷ
U20日本新記録　日本高校新記録
平成29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70回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
女子5000ｍＷ　大会新記録　優勝

○石田　洸介　（15歳）　北九州市立浅川中学校
第48回ジュニアオリンピック陸上競技大会　3000ｍ
日本中学新記録
平成29年度全国中学校体育大会
第44回全日本中学校陸上競技選手権大会　1500ｍ
大会新記録　優勝
平成29年度全国中学校体育大会
第44回全日本中学校陸上競技選手権大会　3000ｍ
優勝

○中本　健太郎　（35歳）　（株）安川電機
第16回世界陸上競技選手権大会　マラソン　出場

○陣内　綾子　（30歳）　（株）九電工
第101回日本陸上競技選手権大会　1500ｍ　優勝

○太田　亜矢　（22歳）　福岡大学
2017日本学生陸上競技個人選手権大会　砲丸投　優勝

○古賀　友太　（18歳）　大牟田高等学校
平成29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70回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
男子5000ｍＷ　優勝

○木村　友香　（23歳）　（株）ユニバーサル エンターテインメント
第72回国民体育大会陸上競技会　成年女子5000ｍ　優勝

○仲野　春花　（21歳）　早稲田大学
第72回国民体育大会陸上競技会　成年女子走高跳　優勝

○川谷　剛史　（18歳）　豊国学園高等学校
平成29年度全国高等学校総合体育大会ボクシング競技大会
第71回全国高等学校ボクシング選手権大会
ライトフライ級　優勝
第72回国民体育大会ボクシング競技会　少年男子
ライトフライ級　優勝

○三浦　舞華　（16歳）　精華女子高等学校
FIBA　U16女子　Asian選手権大会2017　準優勝

○上ノ瀬　彩花　（18歳）　福岡県立光陵高等学校
平成29年度第19回全国高等学校女子ウエイトリフティング競
技選手権大会　＋75kg級　トータル　優勝

○上尾　野乃香　（18歳）　福岡県立光陵高等学校
第９回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会
90kg級　トータル　　優勝

○末岡　拓美　（18歳）　福岡大学
第７回男子ユース（U－19）世界選手権　ベスト８

○部井久アダム勇樹　（18歳）　博多高等学校
第７回男子ユース（Ｕ－19）世界選手権　ベスト８

○梶原　海斗（18歳）　祐誠高等学校
2017年トラックアジア自転車競技選手権大会
チームスプリント　　優勝
2017年トラックアジア自転車競技選手権大会
ケイリン　　優勝
2017年トラックアジア自転車競技選手権大会
スプリント　優勝
平成28年度全国高等学校選抜自転車競技大会
スプリント　大会新記録　優勝

○池上　あかり　（18歳）　祐誠高等学校
平成28年度全国高等学校選抜自転車競技大会
２kmインディヴィデュアル・パーシュート　優勝

○児玉　碧衣　（22歳）　一般社団法人 日本競輪選手会福岡支部
第72回国民体育大会自転車競技会　女子ケイリン　優勝

○兒島　直樹　（17歳）　祐誠高等学校
第72回国民体育大会自転車競技会
少年男子ポイント・レース　優勝

○古川　芙三子　（35歳）　カナディアンキャンプ乗馬クラブ
第72回国民体育大会馬術競技会　成年女子　ダービー競技
優勝

○妹尾　舞香　（17歳）　中村学園女子高等学校
平成29年度全国高等学校総合体育大会剣道大会
第64回全国高等学校剣道大会　女子個人の部　優勝

○宮原　美穂　（21歳）　帝京大学
第61回全日本学生空手道選手権大会　女子個人組手　優勝

○北代　涼馬　（15歳）　北九州市立飛幡中学校
第16回アジアジュニア＆カデット、U－21空手道選手権大会
カデット組手　＋70kg　３位
平成29年度第25回全国中学生空手道選手権大会
男子個人組手の部　優勝

○坂井　百望　（17歳）　久留米市立久留米商業高等学校
第19回アジアユースボウリング選手権大会
女子４人チーム戦　３位

○素根　輝　（17歳）　久留米市立南筑高等学校
平成29年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会
第66回全国高等学校柔道大会　女子78kg超級　優勝

○古賀　若菜　（16歳）　久留米市立南筑高等学校
平成29年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会
第66回全国高等学校柔道大会　女子48kg級　優勝

○吉田　泰生　（15歳）　久留米市立城南中学校
平成29年度全国中学校体育大会
第48回全国中学校柔道大会　男子55㎏級　優勝

○津嘉山　稔　（15歳）　北九州市立大蔵中学校
平成29年度全国中学校体育大会
第48回全国中学校柔道大会　男子73㎏級　優勝

○中野　智博　（14歳）　大刀洗町立大刀洗中学校

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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平成29年度全国中学校体育大会
第48回全国中学校柔道大会　男子90㎏超級　優勝

○篠崎　英夢　（15歳）　沖学園中学校
平成29年度全国中学校体育大会
第48回全国中学校柔道大会　女子48kg級　優勝

○大本　真琴　（15歳）　敬愛中学校
平成29年度全国中学校体育大会
第48回全国中学校柔道大会　女子70㎏級　優勝

○末松　竜馬　（14歳）　久山町立久山中学校
少林寺拳法創始70周年記念
第11回全国中学生少林寺拳法大会　男子単独演武の部
優勝

○早田　ひな　（17歳）　希望が丘高等学校
2017世界卓球選手権ドイツ大会　ダブルス　３位
2017アジア卓球選手権大会　女子団体　準優勝
2017アジア卓球選手権大会　女子ダブルス　３位

○柳田　瑞季　（25歳）　九州国際大学（職）
2017世界ウエイトリフティング選手権大会
48kg級　出場
第31回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会
48kg級　優勝

団　　体
○中村学園三陽高等学校　ヨット部
2017年第30回全日本420級選手権大会　優勝
平成29年度全国高等学校総合体育大会ヨット競技大会
第58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29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

○第72回国民体育大会自転車競技会
　男子４kmチーム・パーシュート福岡県選手団
第72回国民体育大会自転車競技会
男子４kmチーム・パーシュート　大会新記録　優勝

○第72回国民体育大会自転車競技会
　福岡県選手団
第72回国民体育大会自転車競技会　天皇杯　優勝

○全日本レディース福岡県チーム
第35回全日本レディースバドミントン選手権大会　優勝

○中村学園女子高等学校　剣道部
平成29年度全国高等学校総合体育大会剣道大会
第64回全国高等学校剣道大会　女子団体　優勝

○第72回国民体育大会ラグビーフットボール競技会
　福岡県選手団
第72回国民体育大会ラグビーフットボール競技会　天皇杯
優勝
第72回国民体育大会ラグビーフットボール競技会　皇后杯
優勝

○第72回国民体育大会ラグビーフットボール競技会
　女子福岡県選手団
第72回国民体育大会ラグビーフットボール競技会　７人制
優勝

○東福岡高等学校　ラグビーフットボール部
アシックスカップ2017第４回全国高校７人制ラグビー大会
優勝

○第72回国民体育大会アーチェリー競技会
　女子福岡県選手団
第72回国民体育大会アーチェリー競技会　皇后杯　優勝

○内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯
　第46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46回全国都道府県対抗ボウリング選手権大会
混合２人チーム戦　優勝

○福岡大学附属大濠高等学校
　男子バスケットボール部
平成29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70回全国高等学校バスケットボール選手権大会　優勝

○祐誠高等学校　男子弓道部
平成29年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会
第62回全国高等学校弓道大会　男子団体　優勝

○福岡市立西福岡中学校
　男子バスケットボール部
平成29年度全国中学校体育大会
第47回全国中学校バスケットボール大会　優勝

平成29年度公益財団法人福岡県体育協会感謝状
○柴田　暢雄
福岡県体育協会副会長として、スポーツの普及振興に貢献した。

○梅野　哲雄
福岡県体育協会専務理事として、スポーツの普及振興に貢献した。

○中村　ゆり子
福岡県体育協会常務理事、理事として、スポーツの普及振興に貢
献した。

平成29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
○平山　桂三　（73歳）　久留米市スポーツ少年団　　
和道会久留米東スポーツ少年団を設立し指導に当たるととも
に、スポーツ少年団の全国大会に平成２０年から平成２８年ま
で福岡県の指導者として８回参加。また、九州ブロック空手

道大会にも毎年団員と一緒に参加しており、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。久留米市・
筑後地区の空手道連盟の役員としての功績も顕著である。
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選手：外出先で食事をとらなければならない時や、家で
も簡単に食事を食べたい時はどのようなことに気
を付けるとよいですか？

先生：どこで食事をすることが多いですか？

選手：私は近所にコンビニがあるのでよく利用します。

先生：選手にとって家でご飯が作れない時に、手軽に食
事をとれるコンビニはとても助かりますね。普段
はどのような内容を選んでいますか？�

選手：パンとおにぎりを買うことが多いです。飲み物は
100％のオレンジジュースを選ぶようにしてい
ます。

先生：では、まず選手の「基本の食事の形」のことを知
りましょう。
食事は休養（睡眠）とともに、選手の体づくりや
スポーツのパフォーマンスの土台となるもので
す。この土台である食事を毎日大事にしていくこ
とが、日々の充実したトレーニングの原動力とな
り、技術や精神力を鍛えることにもつながり、そ
の積み重ねが結果となります。
選手の食事は、ただお腹いっぱいに食べるだけで
なく、体に必要なエネルギーと栄養素をバランス
よくとることが大切です。
バランスのよい食事とは、主食（ごはん、パン、
麺など）、主菜（肉、魚、卵料理など）、副菜（野
菜、きのこ、海藻など）、乳・乳製品（牛乳、ヨー
グルト、チーズなど）、果物を揃えた食事で、選
手にとって必要な栄養素をまんべんなくとること
ができるものです。そしてこれらを揃えた食事を
選手の「基本の食事の形」と呼びます。（図1）
たくさんの食品を組み合わせてとることで、エネ

ルギー源となる栄養素、体の組織をつくる栄養素、
体の調子を整える栄養素をとることができます。
外出先で食べる時も、家で簡単に食事を揃える時
も、食事のとりかたの基本は同じです。
では、今まで選んでいたパンとおにぎり、飲み物
は、「基本の食事の形」のどれに当たりますか？
何か足りないものはないでしょうか？

選手：「基本の食事の形」と比べてみると、主食中心で、
主菜、副菜、乳製品が足りていないです。

先生：それではもし今からコンビニに行ったら、どのよ
うなものを選びますか？�

選手：まずヨーグルトを足します。そして主菜はどれに
しようかな。
別々に買うと量も増え、金額も高くなってしまい
そうです。

先生：そうですよね、まず追加のヨーグルトの選択はと
てもいいですね！�

選手：これまで丼物や、パスタ、焼きそばなども好きで
買っていましたが、よく考えると副菜の野菜が足
りず、肉・魚等の主菜の量も少なく不足している
時があったように思います。

先生：ごはんと肉や魚、野菜（和え物や煮物）が入って
いる幕の内弁当のようなものはどうでしょう？

選手：幕の内弁当なら、ひとつの弁当に主食、主菜、副
菜が入っているものが多いですね。ヨーグルトと
果物を足せば「基本の食事の形」が揃いそうです。
麺類や丼物等を選んだ時にも、その中に足りてい
ないものを考えて、足していけばいいのですね。

先生：予算内で「基本の食事の形」を揃えた食事をする
コツは、まず、いろいろな食材が入っているお弁
当を選ぶようにすることです。
又、単品を選ぶときは、菓子パンよりも、ハム、チー
ズ、野菜などの具がたくさん入ったサンドイッチ、
丼ものや麺類を選ぶ時は、かつ丼より中華丼やビ
ビンバ丼、ナポリタンスパゲティより五目焼きそ
ばなどにすると、主食、主菜と合わせて、副菜と
なる野菜もとれるようになります。
飲料もジュースよりも牛乳、デザートにはプリン
よりもヨーグルトやカットフルーツといった具合
に選べば、同じ金額内でも選手にとってより良い
選択ができます。
コンビニなどで売られているお弁当類は、全般的
に揚げ物など脂質が多く、副菜の野菜が少ないも

スポーツ
医・科学
スポーツ
医・科学

選手がコンビニや
冷凍食品などをうまく
利用するためには？

スポーツ医・科学委員会
静間佳代子

Q&A
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のが多くみられ、ビタミン、ミネラル、食物繊維
などが不足しがちです。
揚げ物やマヨネーズをたくさん使用してある料理
などが重なると、脂質のとり過ぎになるので組み
合わせに気を付けることも大切です。
副菜の不足を補うには、おでんの大根やこんにゃ
く、浅漬けやもずく酢、野菜たっぷりのフリーズ
ドライのスープなど、手軽に活用できる単品の選
択肢もたくさんありますね。
又、コンビニですべて買わなくとも、家にいつも
ヨーグルトや牛乳、チーズなどの乳製品、ゆで卵
や納豆・豆腐、ソーセージ、手でむいて食べら
れるみかんやバナナのような果物、100％果汁、
野菜ジュースなどを常備しておけば、おにぎりや
パンだけを買って帰る時も、それらの食品と合わ
せることでバランスよく食べることができそうで
すね。

選手：なるほど！家でも買い置きをしてもらうように家
族と話してみます。

先生：冷凍食品も沢山の種類が売られています。冷凍ご
はんや冷凍麺、たこ焼き・お好み焼き、冷凍野菜、
そして、ひじき煮などの弁当のおかずのような出
来上がり品を常備しておくと、レンジで加熱する
だけで、ひとりでも必要な食材・量が簡単にすぐ
に食べられます。日持ちもするので、一人暮ら
しの選手でも、食材ロスや手間も少なく、いくつ
か組み合わせて利用することで、簡単に必要な栄
養素が揃えやすくなります。ライフスタイルに合
わせて利用するといいですね。美味しくて選手に
とって必要な栄養素がとれる商品探しも、楽しい
勉強です。
練習と同じく、体作りや体調管理も1日にしてな
らず。
無理なく毎日のより良い食生活を実践していくた
めに、上手に活用していきましょう。
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「アスリート」として、そして「人」としての人生を考える
～デュアルキャリアという考え方について～

●デュアルキャリアとは

　デュアルキャリアとは、人生や生涯のひとつの軸を「キャリア」と捉え、そこにアスリートとしての「キャ
リア」というもうひとつの軸を加えた「二重性」を示す概念です。簡単に言うと、「人としての人生」と「ア
スリートとしての人生」を同時に考えることです。アスリートの競技生活の変化を、学業や仕事、人生
の成長段階での重要な出来事とうまく組み合わせて、個人の潜在能力を最大限に引き出し、「アスリート」
として、また「人」としての自己実現を支援することが、デュアルキャリア支援における目的となります。
平成24年に策定されたスポーツ基本計画で、初めてデュアルキャリアについて言及され、概念の理解
促進を図るとともに、制度や支援体制を整備していく動きが国家レベルでも始まりました。

参考（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ガイドブック」

●福岡県タレント発掘事業におけるデュアルキャリア支援

　平成29年度より、福岡県タレント発掘事業修了生に対してのデュアルキャリア支援として、「福岡県タ
レント発掘事業修了生サポートプログラム」を開始しました。福岡県タレント発掘事業修了生の競技力
向上あるいはキャリア形成といった、自己実現に関するプログラムを実施し、修了生の目標達成を支援
するという目的で実施しました。

　プログラムでは、「スポーツ以外の目標がありますか」「その
目標達成のために何か準備していることはありますか」という
質問に対する意見交流が行われ、自分の人生についての考え
を語り合いました。競技に対する意識レベルはそれほど差がな
くても、自分の人生についての意識の差に大きな違いがあるこ
とに気付き、かつて切磋琢磨した仲間達と、久々にお互い刺激
し合える時間になりました。

～参加した修了生の声～
　アスリートとしてのキャリアのことだけ考えるのではなくて、引退後の将来のことを今のうちから
考えて、並行して準備していくことの必要性を感じました。また、競技の経験からうまれた自分の
中の価値観や大事にしていることが、自分のライフキャリアに大きく影響していたり、またその逆
もあることがわかり、全ての経験が活かされると感じました。

　福岡県タレント発掘事業では、真のトップアスリートとは、競技力の高さだけでなく、人間力の
高さも兼ね備えている者だと考えます。受講生・修了生に対する積極的なデュアルキャリア支援に
よって、競技力の向上だけでなく、日頃の生活、学習活動、人との接し方、あるいは自分の人生
設計の充実を図り、人間力の向上を目指しています。

開催日時 プログラム内容

８月11日（金）
10：00〜12：00

①スポーツマネジメント座談会　
　講師：兄井　彰氏（国立大学法人福岡教育大学）
②情報交換会

12月27日（水）
16：00〜18：00

①デュアルキャリア教育　
　講師：宗像　陽子氏（専修大学）
②情報交換会

目標

思考

判断検証

どうすればよいか

自分で考える

他の人の意見を聞き

ながらやるべきことを

決める

決めたことを

実行する

良い点・課題

を確認する

目標達成のために大切なこと

行 動
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　地域概要
　大木町は、筑後平野の中央に位置し、面積
18平方キロメートル、人口14,300人の周辺自治体
と比べコンパクトな町です。町の中には「堀」と
呼ばれる水路が巡っており、田園空間の景観の
一部をなすとともに、町の基幹産業である農業
への用水供給や生活排水の受け皿、洪水防止な
ど多様な機能を発揮しています。特産農産物は、
いちご、きのこ類、グリーンアスパラガスなどが
あり、いちごの季節は観光農園でのいちご狩り
がにぎわっています。また、西鉄天神大牟田線
や八女インターチェンジにつながる国道442号線
により福岡市などの都市圏への交通アクセスに
も恵まれた住みよい町です。

　体育協会
　大木町の体育協会は、昭和63年に発足しまし
た。現在23の加盟団体（少年スポーツクラブ含む）
があり、各種競技の普及発展と、競技力の向上
に努めるとともに、筑後バレーボール選手権大
会や町民綱引き大会などを実施し、体育・スポー
ツを通じた青少年の健全育成や生涯スポーツの
振興に取り組んでいます。以下、本協会で行っ
ている主な事業を紹介します。

≪筑後バレーボール選手権大会≫
　バレーボールの町・大木町と言われるように古
くからバレーボールが盛んで、年代別や男女別
など様々な大会を実施しています。また、町の総
合体育館では、夜は平日でもソフトバレーボール
の愛好者でいっぱいです。中でも筑後バレーボー
ル選手権大会は、今年で54回目を迎え、９月第
１日曜日の大会行事として、筑後地区一円及び
熊本、佐賀の県外からバレーボールチームを招
待しています。平成29年度は、23チームに参加
いただき実施しました。

≪町民綱引き大会≫
　町民綱引き大会は、今年で30回目を迎え、園
児から成人までが集う大イベントとして成長して
います。毎年２月の第２日曜日に実施していまし
たが、インフルエンザが最も流行する時期と重
なるため、今年から11月の第４日曜日へ変更しま
した。園児の部や小学生の部、地域からの一般
男子及び一般女子の部など、毎年約800名の選
手が集まり、気軽に参加できる大会として、地
域間の親睦の場としてもにぎわっています。

≪地域スポーツ普及事業≫
　子どもから青少年・高齢者のスポーツ活動に
対する欲求に対し、指導者を配置するなど各種
スポーツ教室を開催して、青少年の健全育成と
生涯スポーツの普及を図るため、体協加盟団体
に事業を委託し実施しています。平成29年度は、
卓球教室とナイターテニス教室を実施しました。

≪スポーツ大会等出場助成事業≫
　スポーツ競技で、九州大会や全国大会へ出場
する団体や個人に対し助成金を交付しています。
平成29年度は、小学生から高校生まで23名に
支援しました。

　今後の展望
　2020年オリンピック・パラリンピックの東京開
催決定により、町民の運動・スポーツに対する
関心を高めるための事業展開をする必要がある
と考えています。また、本年度は、体協設立30
年目を迎えるため、30周年記念行事を開催しま
す。これまでの活動の総括と将来に向けた体協
のあり方を見つめなおす機会とできるよう、実行
委員会を組織し内容についての検討を行ってい
ます。今後更に町教育部局をはじめとする町関
係各課や総合型地域スポーツクラブとも連携し、
大会行事だけでなく町民の健康維持、増進を主
眼とした健康分野においても体協の役割の確立
に向け取り組んでいくこととしています。

地
域
レ
ポ
ー
ト	

大
木
町

町民綱引き大会（園児の部）

筑後バレーボール選手権大会
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 福岡県の現状

　アイスホッケー競技は、氷上で、ゴールにパッ
クを入れて得点を競うチーム競技です。そのため、
アイスホッケー競技を行うためには、会場となる
スケート場が必要になります。
　福岡県内には、年間を通じて利用できるスケー
ト場が３か所、冬季限定で開設されるスケート場
が２か所あり、数的には恵まれていますが、スケー
ト場までの移動時間が１時間以上のかかる地域
も多いのが実態です。
　また、スケート場の営業時間中にはスケーティ
ングの練習はできますが、スティックでパックを扱
う練習はできません。スケート場の営業時間の前
後である早朝や夜間に練習することになります。
　このように、ジュニア、特に小学生や中学生の
選手には、競技環境が厳しく、競技を続けてい
くには、地理的な条件や家族の理解、協力が不
可欠となっている。
　このように、厳しい競技環境ですが、平成29
年度末時点で、１４５人（男１２０人、女25人）のジュ
ニア（18歳以下）選手が、小学生５チーム、中学
生４チーム、高校生１チームの計10チームで活躍
しています。

 ジュニア強化の状況

　小学生、中学生、高校生、それぞれが年間
を通じた強化プログラムで、個人の体力や競
技力の向上、チームワークや実践力の強化を

図っています。
　高校生は、週２回の陸上でのトレーニング、
週１回以上の氷上練習のほか、５月、８月に
は、合宿を行い、個人の体力や技術の向上は
もちろん、チームワークの強化を図っていま
す。そのうえで、社会人、大学生チームが参
加する県内の大会に積極的に参加し、試合経
験を重ねています。
　また、高校生同士の試合を経験するために、
北海道苫小牧での合宿や県外で行われる大会
に参加しています。
　さらに、11月以降は氷上練習を週３～４回
行い、チームの実戦力の向上を図っています。
　一方、小学生、中学生は、毎年８月に２泊
３日の夏期合宿を行っています。この合宿に
は、毎年同じ、国内トップクラスの指導員を
招聘し、長期的に一貫した指導体制で臨んで
います。
　また、11月からは、強化指定選手を対象と
した強化練習を月に２回程度実施しています。
この強化練習では、個人スキルの指導はもと
より、チームプレーにおける基本的なシステ
ムを取得することでチーム力の向上を図って
います。強化チームによる全国的な大会に参
加し、実戦を通じての総合的な競技力向上に
努めています。
　日本アイスホッケー連盟が実施する事業へ
の積極的な参加も近年盛んになっています。

参加した選手は、
同世代の選手と
の交流が刺激と
なって、競技に
対する意識が変
化し、技術力が
向上しています。
さらに、その影
響がチーム内に
も広がるという
２次的な効果も
表れています。
　一方、本県で
は、アイスホッ
ケー競技のプロ
の指導者がいな
いことから、指
導者の養成も急

ジ
ュ
ニ
ア
強
化
に
つ
い
て
　
福
岡
県
ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
連
盟
　
長
澤
誠
治
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務であり、平成29年度には、福岡県体育協会
の補助を受け、公認指導者養成講習会を開催
し、指導員の養成を図ったところです。

 強化の成果

　ジュニア強化の成果ですが、まず、高校生は、
平成27年の第69回国民体育大会冬季大会以来
４年連続で８位入賞を果たしています。
　さらに、平成30年第73回国民体育大会では、
成年が28年ぶりに８位入賞を果たしており、
ジュニア強化の成果が競技団体全体の強化に
つながっていることを実感しました。

 今後の課題

　今後の課題ですが、本県から、アンダー９
（９歳以下のカテゴリー）の日本代表選手に選
出されるなど全国的なレベルの選手が育って
きていますが、中学校、高校への進学を機に、
県外の強豪校からスカウトを受け、有力選手
が県外に流出しています。
　また、大学進学、就職でも県外への選手の
流出があり、強化選手の地元定着が今後の課
題です。
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　特定非営利活動法人 KATT ASIA（カット　
エイジア）は2015年にNPO法人化、さらに総合型
地域スポーツクラブとしてスタートしました。
　1999年より中国武術教室「武猿拳盟（ぶえんけ
んめい）」で青少年育成、日中交流を行い、2007
年に前身のトレーニングジムK２ATT（カット）を
設立しました。「K２ATT」は当時幼稚園だった娘
が「キレイ・きらり・アクション・たのしい・トレーニ
ングジム」と命名してくれたのですが、少々長かっ
たため頭文字をとって「K２ATT」としました。そ
の後、NPO法人化の際に原点となった中国武術な
どの東洋の運動や健康法をより多くの方々に伝え
ていきたいという想いを込め「KATT ASIA」と
しました。
　拠点であるトレーニングジムには八女、広川町、
久留米市、筑後市など南筑後地区から幅広い世
代の方々がご自身の目的に応じてトレーニング、コ
ンディショニングに励まれています。「コンディショ
ニング」とは運動・食事・休養を含めた総合的な
身体づくりの調整法のことです。国際ライセンスを
有した専門のトレーナーが指導に携わり、大変ご
好評を頂いています。また、弊社では障がいのあ
る方、障がい者就労支援施設のご利用も推奨し
ています。支援学校卒業後の運動不足、また虚弱
体質改善を目的にいらっしゃった方々から「元気
になった」、「やせた」と喜びの声を多数頂いてま
す。ジム併設のスタジオでは、子ども、中高年の目
的に応じた中国武術教室を開講しています。
　地域のニーズによって誕生した「KATTサッ
カースクール」は２年目を迎えました。サッカーに

興味があっても運動が苦手で自信がないお子様
に身体を動かす喜び、純粋にサッカーを楽しんで
もらう、いわば入門的なサッカー教室です。指導
実績豊富なコーチと保護者様のご協力により、小
学１年生～６年生の子ども達が楽しくサッカーを
学んでいます。
　この他にも自然溢れる矢部川や大木町クリーク
を利用したプログラム、「KATT釣り倶楽部」で
魚釣りや川遊びを通じて環境問題や食育について
お子様、親子で学ぶ機会を提供させて頂いていま
す。
　昨年度は「特別支援学校を活用した障がい児・
者のスポーツ活動支援事業」を担当させて頂き、
福岡県立筑後特別支援学校様のご協力を頂き、
体育や特別活動のサポートとしてムーブメントト
レーニングやストレッチ、ダンスをご指導させて頂
いた他、地域の住民の方と筑後特別支援学校の
生徒様を中心に障がい児・者の方 と々アダプテッ
ドスポーツを通じた交流イベント「ちくごスポーツ
交流大会」は３回目を数え、毎回70～80名以上の
ご参加を頂いています。今後も毎年の恒例イベン
トとして継続していく予定です。
　今年度は子ども運動教室「KID KATT」、ダン
ス教室、小中学校の体育館やグラウンドを活用し
たミニバスケットボール教室や陸上クラブ、高齢者
向け運動教室などを準備中です。
　誰もが「キレイ・キラリ」と輝ける、「アクション」
溢れる「楽しくトレーニングやスポーツ」が出来る
クラブづくり、地域づくりをこれからも目指して参
ります。
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　昨年度に続き、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。また、本年
度よりスポーツ指導者養成事業も担当いたします。
　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。

橋本　健司（はしもと　たけし）

　今年度も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！！

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。４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空
手道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
します。

大西　祥史（おおにし　よしふみ）

　昨年度に引き続き、福岡県民体育大会を担当し
ます。
　２年目となりますが、昨年度よりもより多くの
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。
　どうぞよろしくお願いいたします。

松下　幸広（まつした　ゆきひろ）

《Ｃ．Ａ．Ｃ：筑後アクティブクラブ》
住　所：〒833－0031　筑後市大字山ノ井898筑後市体育協会内
ＴＥＬ ：0942－53－4111（内線435：社会教育課）クラブマネジャー：田中
　私たちのクラブは、小中学生を主とした「筑後ジュニア陸上競技クラブ」、一般のジョギング・ランニング
愛好者の「筑後走ろう会」、健康づくりを主とした「ゆつら～っと筑後」で活動しています。
　見学や体験も可能ですので、興味のある方は、ご連絡ください。

《東宮永スポーツクラブ》
住　所：〒832－0059　柳川市下宮永町　柳川市立東宮永小学校内
ＴＥＬ ：090－3016 ー 4718（クラブマネジャー　川口聡）
　東宮永小学校を中心に平成16年６月創部し、ニュースポーツを主に行う活動を実施しています。
　興味ある方は、ぜひ見学して、入部していただくようお願いします。
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県
体
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介
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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30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）
（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
コカ・コーラウエストサービス（株）
コカ・コーラボトラーズジャパン（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）Ｑ-mast
（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九州支店
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）
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
（一社）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
（一社）筑紫野市体育協会
（一社）春日市体育協会
（公財）大野城市体育協会
（一社）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
（一財）福岡陸上競技協会
（公社）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
（一財）福岡県バレーボール協会
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
（公社）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
（一財）福岡県少林寺拳法連盟
福岡県ゴルフ協会
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
福岡県中部地区バレーボール協会
久留米市バレーボール協会
北九州市バレーボール協会
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＜＜　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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傷害保険金額

死亡 後遺障害
（最高）

事故の日からその日を
含めて180日以内

賠償責任保険 突然死葬祭
費用保険

支払限度額（免責金額なし）
支払限度額

加入
対象者 補償対象となる団体活動 年間掛金

（1人当たり）

小さな掛金、大きな補償

平成29年12月作成　17-T08553

〈引受幹事保険会社〉
東京海上日動火災保険株式会社
担当課 公務第2部 文教公務室

〈共同引受保険会社（平成30年4月予定）〉
あいおいニッセイ同和  共栄火災  損保ジャパン日本興亜
大同火災  東京海上日動  日新火災  三井住友海上  AIG損保

TEL 03-3515-4346（平日9：00～17：00）この広告はスポーツ安全保険の概要についてご紹介したものです。ご加入の際には、必ず「スポーツ
安全保険のあらまし」および「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は保険約款および特約
書によりますが、ご不明の点がございましたら（公財）スポーツ安全協会または東京海上日動火災保
険（株）までお問い合わせください。

検索スポーツ安全保険
保険の詳しい内容、資料の請求は、
ホームページをご覧ください。
※インターネットからも加入受付をおこなっております。

対象となる事故

団体活動中の事故/往復中の事故

A4_sports

保険期間

平成30年4月1日午前0時から
平成31年3月31日午後12時まで

4名以上の団体・グループで
ご加入ください。

4名以上の団体・グループで
ご加入ください。

加入区分・掛金・補償額

1,450
円

800
円

11,000
円

800
円

1,500
円

2,000
円

1,500
円

1,000
円

1,500
円

1,000
円

4,000
円

5,000
円

4,000
円

1,800
円

4,000
円

1,800
円

3,000
万円

3,150
万円

3,000
万円

900
万円

3,000
万円

750
万円

2,000
万円

2,100
万円

2,000
万円

600
万円

2,000
万円

500
万円

1,850
円

上記団体活動に加え、個人活動も対象

危険度の高いスポーツ

準備・片付け・応援・団体員の送迎
文化活動

スポーツ活動

スポーツ活動

スポーツ活動の指導・審判

地域活動ボランティア活動

文化活動 地域活動ボランティア活動

1,200
円

自 動 車 事 故 に
よって賠償責任
を負った場合は、
補償の対象とな
りません。

！

180万円

突然死

葬祭費用

急性心不全
脳内出血

など（ （

180万円

突然死

葬祭費用

急性心不全
脳内出血

など（ （

500万円対人・対物賠償
合算1事故

全年齢

上段：団体活動中およびその往復中の補償額
下段：上記以外（個人活動など）の補償額

※右記年齢の判断は、「平成30年4月1日」
と「掛金の支払い手続きを行う日」のい
ずれか遅い日の年齢を基準とします。

※スポーツ活動を行う場合は対象となり
ません。

※特別支
援学校
高等部
の生徒
を含む

（　　）
子ども
中学生
以下

（　　）高校生
以上

大人

年間掛金には、制度運営費（10円）が含まれます。

対象外

5億
500万円

（ （

（
対人・対物賠償
合算1事故

ただし、対人賠償は
1人 1億500万円

5億円

（
対人・対物賠償
合算1事故

ただし、対人賠償は
1人 1億円

（
5億円

（
対人・対物賠償
合算1事故

ただし、対人賠償は
1人 1億円

熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒の
場合、保険金額はA1区分と同様

入院日額
1日目から/
180日限度

通院日額
1日目から/
30日限度 （（（（加入

区分

AW

A1

D

C
64歳以下

B
65歳以上

500
円

1,000
円

150
万円

100
万円

熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒は
対象となりません。

A2
A2区分は
65歳以上
の方も加入
できます。

092-622-5775 電話受付時間　午前9時～12時 午後1時～ 5時（土、日、祝日を除く。）

〒812-0852 福岡市博多区東平尾公園2-1-4福岡県支部
〈（公財）福岡県体育協会内〉

アクシオン福岡内

40 福岡


