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財団法人福岡市体育協会は、昭和 37年１月に発足し、平成３年９月の財団法人化を経て、

創立 50周年という大きな節目を迎えました。半世紀という永きにわたり、加盟団体をはじ

め各種スポーツ団体と、行政及びご支援いただいている市民、財界の皆様との協働により、

福岡市の生涯スポーツ及び競技スポーツの普及・振興に努めてまいりました。

加盟団体は、発足当時の 19団体から順調に増加し、現在では 43団体、会員数約 13万

人を誇る団体に成長いたしました。

また、平成 22年 4月には、財団法人福岡市スポーツ振興事業団との統合により新たな体

育協会として発足し、両団体が培ってきた専門的な知識や経験、さらに加盟団体を中心とし

た組織力を最大限に活用し、福岡市の市民スポーツの振興に貢献するため、より幅広い役割

を担うことが期待される団体となりました。

本協会は、この創立 50周年という節目を契機に、基本的な方向性を定める活動指針とし

て「スポーツ推進プラン」を策定し、また、平成 24年 4月の公益財団法人への移行（予定）

を見据え、更なる経営基盤の強化と新たな事業展開を行います。

平成 23年 8月に施行されたスポーツ基本法には、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活

を営むことは、全ての人々の権利」であると明記されるなど、スポーツが豊かな市民生活に

果たす役割はますます重要になってきております。

本協会が、福岡市における市民スポーツの統括団体として、スポーツ文化の発展と活力あ

る社会づくりにこれまで以上に貢献していくためには、加盟団体はもとより、福岡市をはじ

め関係機関・団体との緊密な連携が不可欠であります。今後とも、更なるご支援・ご協力を

お願い申し上げます。

最後に、歴代の役員・評議員をはじめ、多くの関係者の皆様のご尽力に厚くお礼を申し上

げますとともに、本書の編集にあたってご協力いただいた委員各位、並びに貴重な資料の提

供や原稿を執筆いただいた皆様に重ねて感謝の意を表し、発刊の言葉とさせていただきます。

会長あいさつ

財団法人福岡市体育協会
会長　河部　浩幸

　発刊にあたって
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財団法人福岡市体育協会が創立 50周年を迎え記念誌を発刊されますことを、心からお祝

い申し上げます｡

福岡市体育協会は､ 昭和 37年に加盟 19団体で設立され､ 以来、各種スポーツ大会の開

催や誘致､ 体育施設の充実など､ 市民スポーツ及び競技スポーツの普及 ･振興に取り組んで

こられました。

昭和 61年には、福岡市体育協会強化 5か年計画を策定され、その具体的な目標の一つと

して、翌年に福岡市民が総参加で集い楽しむことを目的に第 1回市民総合スポーツ大会の

開催を実現され、以後、毎年開催されております。

さらに、平成 3年の財団法人化後､ スポーツ教室の開催やスポーツ指導者の派遣など､

広く市民スポーツの普及 ･振興に努められるとともに､ 釜山廣域市との定期的なスポーツ交

流を通して、相互の理解と親善に積極的な推進役を果たされるなど､ 創立以来 50年の長き

にわたり、その期待される使命に力強く応えられ、福岡市におけるスポーツの普及・振興に

多大なご尽力を賜りましたことに、深く敬意を表します。

今日、日本は長期にわたる経済低迷の時代を経験し、本格的な少子高齢社会を迎え、介護

予防や健康づくりへの取り組み意識が飛躍的に高まり、ウォーキングなど気軽に楽しめるス

ポーツが普及する一方で、子どもたちの体力が長期的な低落傾向にあるなど、市民スポーツ

を取り巻く環境も著しく変化しています。

こうした社会環境の変化を捉えて、福岡市では、スポーツとの「する」「みる」「支える」といっ

た関わりを通して、充実した市民生活と活気あふれる地域社会を実現することを目指し、平

成 22年 2月に「福岡市スポーツ振興計画」を策定のうえ、「スポーツでこころとからだの

健康づくり」をキャッチフレーズに関係部署が密接に連携しながら、さまざまな取り組みを

進めております。

財団法人福岡市体育協会は、平成 22年度に財団法人福岡市スポーツ振興事業団と統合さ

れましたが、今後、名実ともに福岡市の市民スポーツ及び競技スポーツの要となる団体とし

て、さまざまな事業を展開され、福岡市におけるスポーツの普及・振興に大きな役割を果た

されることを念願してやみません。

結びに､ 財団法人福岡市体育協会のますますのご発展と、関係各位のご健勝を祈念いたし

まして､ お祝いの言葉といたします。

　発刊によせて

祝　　辞

福岡市長　髙島　宗一郎
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祝　　辞

財団法人福岡市体育協会が、創立 50周年を迎え記念誌を発刊されるにあたり、福岡市議

会を代表いたしましてお祝いを申し上げます。

スポーツには個々の体力向上や健康増進、余暇時間の充実や競技力向上による自己実現な

どのほか、地域における仲間づくり、コミュニティの活性化、さらには都市の魅力・活力の

向上など、さまざまな効果があります。

すべての市民が、住み慣れた家庭や地域で安心安全に暮らしていくためには、まず健康で

あることが肝要であり、まちの活力を生む大きな原動力になります。

また、高齢化社会が進むなか高齢になっても健康で活き活きと暮らすことが課題となって

いる今日ですが、特定健康診査や特定保健指導の導入を契機として生活習慣病の予防や治療

のための運動習慣の重要性が再認識されるなど、生涯行うことの出来るスポーツやレクリ

エーションへの関心は、ますます高まりを見せています。

福岡市体育協会におかれましては、昭和 37年の創立以来、加盟団体とともに市民の生涯

スポーツ及び競技スポーツの振興に貢献され、初心者教室などさまざまな事業を通して市民

スポーツの裾野を広げられるとともに、アスリートの育成や指導者の養成にも努められ、本

市スポーツの普及や発展に多大な功績を残されています。

その幅広い活動や顕著なご功績を示された福岡市体育協会役員並びに加盟団体の各位に改

めて深く敬意と感謝を申しあげる次第であります。

今後とも、福岡市の生涯スポーツ及び競技スポーツの振興・推進にあたりまして、福岡市

と一体となって取り組みを進めていただきますよう、お願い申し上げます。

最後になりましたが、福岡市体育協会並びに加盟団体のますますのご発展と、関係各位の

ご健勝を祈念いたしまして、お祝いの言葉といたします。

　発刊によせて

福岡市議会議長　森　英鷹
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このたび、（財）福岡市体育協会が創立 50周年を迎えられましたことを、心からお喜び

申し上げます。

更にこれを機会に、「福岡市体育協会 50年史」が発刊されますことは、貴協会の輝かし

い歴史と諸先輩の偉業を貴重な記録として綴るだけでなく、次代を担う若人にも引き継がれ

ることとなり、誠に有意義なことであります。

（財）福岡市体育協会は、昭和37年1月に17競技団体と2学校体育団体をもって発足され、

同年 4月には最初の事業である平和台リレーカーニバルを開催されました。全日本級の一

流選手とともに郷土の中・高校生等、全国から約千八百名が参加し、貴協会の出発をかざる

にふさわしい事業でありました。

その後も、第 1回市民総合スポーツ大会（昭和 62年）、第 1回福岡シティマラソン（翌

年からシティマラソン福岡に名称変更）（平成元年）、福岡市・釜山廣域市スポーツ交流事業

（平成 4年）等、現在まで脈々と受け継がれる事業を開催されました。

近年はビーチバレー大会（KYUSHU　SUN-CUP）、福岡トライアスロンフェスタ、ウィ

ンタースポーツフェスタ等、様々なスポーツイベントを開催し、貴協会の目的である「生涯

スポーツ及び競技スポーツの推進を図り、もって、スポーツ文化の発展と活力ある社会づく

りに寄与する」を実践され、福岡市のスポーツ振興に多大な貢献をされました。

また、平成 22年 4月には（財）福岡市スポーツ振興事業団と統合し、新たな協会として

発足されるとともに、市民の身近なスポーツ施設の指定管理者として、弾力性や柔軟性のあ

る施設運営に携わるなど、時代に合わせた改革を行っておられます。

このように、今日の確たる礎を築いてこられました福岡市体育協会関係各位のスポーツに

寄せられた深い理解とその情熱に対し、深甚なる敬意を表するものであります。

スポーツに対する関心やニーズが多様化する中で、健康のための生涯スポーツ、スポーツ

をとおした青少年の健全育成など、21世紀においてスポーツが果たす役割は今後ますます

重要になっております。

本誌の発刊を機に、創立 50年の輝かしい歴史を刻む先駆的スポーツ団体として諸団体の

先導的役割を担っていただくことを期待するとともに、福岡市はもとより、本県スポーツの

振興のため、さらに充実、発展されますことを祈念し、発刊に寄せる祝辞といたします。

　発刊を祝して

財団法人福岡県体育協会
会長　上田　憲幸

祝　　辞



第 １ 章

福岡市体育協会の歴史



初代　佐 藤 　 篤 二 郎

4 代　菱 山 芳 造

7 代　白 石 　 司

2 代　森 　 俊 雄

5 代　開 　 克 敏

8 代　松 村 　 隆

3 代　橋 岡 八 郎

6 代　古 賀 圭 二

9 代　河 部 浩 幸

　●体育協会の歴史●
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歴代会長

１.写真でみる 50 年史



福岡市弓道連盟
1962（昭和37）加盟

福岡市剣道連盟
1962（昭和37）加盟

福岡県高等学校体育連盟
1962（昭和37）加盟 福岡市山岳協会

1962（昭和37）加盟

福岡市柔道協会
1962（昭和37）加盟

福岡市サッカー協会
1968（昭和43）加盟

●体育協会の歴史●　
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加 盟団体



福岡市スキー協会
1962（昭和37）加盟

福岡市スケート連盟
1965（昭和40）加盟

福岡市相撲連盟
1964（昭和39）加盟

福岡市水泳協会
1962（昭和37）加盟

福岡市ソフトボール協会
1962（昭和37）加盟

福岡市ボート協会
1964（昭和39）加盟

　●体育協会の歴史●
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福岡市卓球協会
1962（昭和37）加盟

福岡市中学校体育連盟
1962（昭和37）加盟

福岡市なぎなた連盟
1966（昭和41）加盟

福岡市ソフトテニス連盟
1962（昭和37）加盟

全日本軟式野球福岡県連盟福岡市支部
1962（昭和37）加盟

福岡市バレーボール協会
1962（昭和37）加盟

●体育協会の歴史●　
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福岡市バドミントン協会
1962（昭和37）加盟

福岡市バスケットボール協会
1962（昭和37）加盟

福岡市フェンシング協会
1968（昭和43）加盟

福岡市セーリング連盟
1962（昭和37）加盟

福岡市ラグビーフットボール協会
1962（昭和37）加盟

福岡市陸上競技協会
1962（昭和37）加盟

　●体育協会の歴史●
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福岡市テニス協会
1962（昭和37）加盟

福岡市ハンドボール協会
1970（昭和45）加盟

福岡市馬術協会
1971（昭和46）加盟

福岡市体操協会
1971（昭和46）加盟

福岡市レスリング協会
1971（昭和46）加盟

福岡市空手道連盟
1973（昭和48）加盟

●体育協会の歴史●　
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福岡市アーチェリー協会
1978（昭和53）加盟

福岡県ゲートボール連合福岡市支部
1984（昭和59）加盟

福岡市ボウリング協会
1985（昭和60）加盟

福岡市武術太極拳連盟
1996（平成8）加盟

福岡市トライアスロン連合
2000（平成12）加盟

福岡市パラグライダー協会
2001（平成13）加盟

　●体育協会の歴史●
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福岡市インディアカ協会
2001（平成13）加盟

福岡市家庭婦人バレーボール連盟
2002（平成14）加盟

福岡市バウンドテニス協会
2005（平成17）加盟

福岡市カヌー協会
2005（平成17）加盟

福岡市少林寺拳法協会
2006（平成18）加盟

福岡市レディースバドミントン連盟
2010（平成22）加盟

福岡スポーツバトン協会
2011（平成23）加盟

●体育協会の歴史●　
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　●体育協会の歴史●
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交流大会（バレーボール）

交流大会（サッカー）

スケート体験教室

宿泊交歓会

交流大会（軟式野球）

交流大会（ソフトボール）

ヨット体験教室

福岡市スポーツ少年団



福岡市選手団結団式(平成22年)　　秋山　雄治（選手団顧問）

総合開会式(平成22年)

秋季大会(平成22年)

夏季大会(平成22年)

冬季大会(平成22年)

●体育協会の歴史●　
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福岡県民体育大会



入場行進／第22回（平成20年）

開会式入場行進／第21回（平成19年） 選手宣誓／第16回（平成14年）

大会会長あいさつ
髙島　宗一郎 市長

第25回（平成23年）
総合開会式／第20回（平成18年）

大会旗入場／第24回（平成22年）

　●体育協会の歴史●
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市民総合スポーツ大会
（ 総 合 開 会 式 ）



アトラクション（チアガール）／第18回（平成16年）

アトラクション（マーチングバンド）／
第23回（平成21年）

じゃんけんゲーム／第20回（平成18年）

おおなわ跳び／第22回（平成20年）

さわやかリレー／第24回（平成22年）

表彰式／第24回（平成22年）

●体育協会の歴史●　
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ハンドボール（釜山・平成20年）

バスケットボール（釜山・平成20年）

卓球（福岡・平成21年）

ボウリング（釜山・平成22年）

バレーボール（釜山・平成20年）

セーリング（福岡・平成21年）

バドミントン（釜山・平成22年）

ラグビーフットボール（釜山・平成22年）

（福岡市・釜山廣域市高校生スポーツ交流大会）

国 際 交 流
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総合開会式・歓迎交歓会（福岡・平成23年）

総合開会式・歓迎交歓会（福岡・平成23年）

サッカー（福岡・平成23年）

バドミントン（福岡・平成23年）

総合開会式・選手宣誓（福岡・平成23年）

空手道（福岡・平成23年）

剣道（福岡・平成23年）

バレーボール（福岡・平成23年）



前 夜 祭

ス タ ー ト の 様 子

大会会長
桑原　敬一  市長

■福岡シティマラソン ’89（第 1 回開催）

　●体育協会の歴史●
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シティマラソン福岡



大会会長
吉田　宏  市長

車イス（５㎞）

ハーフマラソン

給水ポイント

■シティマラソン福岡 2010

●体育協会の歴史●　
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中央左：佐本文男（福岡市スポーツ振興事業団理事長）　　中央右：河部浩幸（福岡市体育協会会長）

　●体育協会の歴史●
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合併調印式　平成21年11月

新・福岡市体育協会発足記念祝賀会　平成２２年４月

吉田　宏  市長あいさつ

乾　杯

木部　正俊  専務理事あいさつ

祝賀会の様子

(財)福岡市スポーツ振興事業団との合併
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旧･体育協会創刊号（財団法人設立後）
（平成３年12月）

旧･体育協会51号
（平成21年11月）

新･体育協会　創刊号
（平成22年7月）

スポーツ
振興事業団62号
（平成22年3月）

スポーツ振興事業団　創刊号
（平成6年12月）広 報 誌
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スポーツにおいて抜群の成績をあげた団体

会場：九州エネルギー館

スポーツにおいて抜群の成績をあげた個人

会場の様子

本市の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

スポーツにおいて抜群の成績をあげた団体

第５３回県民体育大会で優勝した団体並びに個人

表彰状授与式

表 彰 式
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２.沿 革

１．創設から発展（1948～ 1974年）

福岡市体育協会の歴史は 1948（昭 23）年にさかのぼります。創設の大きな契機となりまし

たのは、1948（昭 23）年に福岡市平和台陸上競技場を中心に開催された第 3 回国民体育大会

です。この大会は、戦後の混乱期に疲弊した市民に大きな希望と復興への力強いインパクトを与

えました。

市では、これを記念して 1950（昭 25）年に第 1 回市民体育祭を開催し、さらに 1952（昭

27）年、全国に先駆けて、地域と種目を統合した福岡市体育協会（会長　高丘　稔・市議会議長）

が組織され活動を開始しました。戦後における本市市民スポーツ振興の歴史の幕開けとなりまし

た。

しかしながら、その後の急激な社会変化に対応するため、新しい性格と機能を有する組織の再

編を目指して 1957（昭 32）年一時活動を休止することのやむなきに至りました。

その 2 年後、市内 20 のスポーツ団体による福岡市スポーツ団体連絡協議会が結成され、これ

を母体に、およそ 2 カ年にわたる検討の結果、1962（昭 37）年 1 月 25 日、福岡商工会議所

会頭の佐藤篤二郎を会長に、新たに福岡市体育協会が発足しました。同時に 102 社に及ぶ賛助

会員を擁する財務委員会も発足し、小川治が会長に就任しました。

翌 1963（昭 38）年には、スポーツ少年団本部を 5 団体で組織し、初代本部長に大神健太

郎が就任しました。その後スポーツ少年団は、1965（昭 40）年に 37 団体、1970（昭 45）

年には 118 団体、4,000 人を超える組織へと急速に拡大していきました。

また、本協会加盟団体も、結成時の 19 団体から 1965（昭 40）年に 22 団体、1970（昭

45）年に 26 団体、1972 年（昭 47）年には 30 団体へと順調に増加しました。これらの組

織強化に加えて、体育施設の整備充実においても、市当局の体育施設整備基本計画や市民スポー

ツ振興総合計画の策定に参画し、市民体育館、野外活動センター、勤労文化センターなどの開設や、

各区の体育館、プールの設置推進に努力しました。

さらに 1974（昭 49）年に本県で開催された第 12 回全国高校総合体育大会においては、大

会の招致段階から県高体連に積極的に協力したほか、市内での開催競技の準備運営にも本協会加

盟の競技団体が主体的に関わり、大会の成功に大きく貢献しました。

２．発展から飛躍（1975～ 1990年）

1975（昭 50）年には、福岡市の人口は 100 万人を突破し、ここにおいて本協会は多くの

市民にスポーツの機会を提供し、明るく健康な心と体づくりを図ることを使命として、市民スポー

ツの育成支援にますます力を注ぎ始めました。
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1976（昭 51）年には、市民スポーツの普及振興を目指す普及委員会が発足し、初代委員長

に大蔵富繁が就任、翌年には競技力向上と指導体制の強化を図るため強化委員会を発足、初代委

員長に山田利蔵が就任しました。

また、同年には表彰委員会も発足しました。このように昭和 50 年代の始まりは、委員会活動

に力点を置き、体育協会の組織基盤の確立を行いました。

1979（昭 54）年は、市制施行 90 周年に当たり、これを記念した市民総合スポーツ大会を

平和台陸上競技場で開催、総合開会式には 12,000 人の選手及び 1,200 人の役員が参加しまし

た。

1980（昭 55）年、これまでに養成した指導者の活用を図るため福岡市スポーツリーダー・

バンクを体育協会事務局内に設置しました。登録指導者は、競技別指導者が 24 種目の 160 人、

地域指導者が 51 人、計 211 人でスタートしました。その後も市教育委員会と共催で毎年指導

者の養成を行い、登録指導者は一時 600 人を超え、派遣件数も 1,000 件を超えるに至りました。

しかし、その後派遣件数に漸減傾向が見えました。この派遣件数の減少は、初歩的・導入的な指

導者が求められたことを示唆するものであり、これからは少年・女性・高齢者・障がい者などの

対象別の指導者の充実や、技術面だけでなくクラブの運営や年間の活動計画の立案のしかた、試

合場面での作戦の立て方等々、専門性を備えた指導者の養成確保が課題となりました。

1986（昭 61）年には、福岡市体育協会強化 5 カ年計画を策定しました。その内容は、1990（平

2）年に開催される第 45 回国民体育大会（とびうめ国体）を契機に、市民スポーツのより一層

の普及振興と競技力の向上を図るとともに、スポーツ活動を通じて健康で明るい市民生活と地域

づくりに貢献するために、年次的に事業と組織の拡充強化を図ることを目的としたものです。

その具体的な目標の一つが、市民総合スポーツ大会を子どもから高齢者、障がい者も含む全市

民的な大会として装いを新たに開催することでした。市民総合スポーツ大会は、1987（昭 62）

年からは体育の日の総合開会式を中心に開催され、今日では 8 万人を超える参加者がスポーツを

楽しんでいます。

また、1989（平 1）年から、「みんなで走る、みんなでつくる、みんなで楽しむ」のキャッ

チフレーズのもと、福岡シティマラソン（翌年からシティマラソン福岡と改称）が始まりました。

この年は 5,000 人が参加しましたが、参加者は年々増え続けて、今日では全国各地からの参加

者が 8,000 人を超えるに至っています。

【第45回国民体育大会】

このような盛り上がりの中で、この時期において最も大きなイベントである 1990（平２）

年のとびうめ国体を迎えました。本市では、昭和 23 年の第 3 回国体以来の 2 巡目、42 年ぶ

りに迎えた大会でした。競技は、夏季大会 5、秋季大会 33 のほかデモンストレーション行事 5、

競技会場は夏秋合わせて県内37市町にのぼりました。県内全市町村を駆けめぐった炬火リレー

は、平和台陸上競技場で一つにまとめられ、飛躍する福岡の火として、秋季大会の期間中、こ

のとびうめ国体を契機として整備された博多の森陸上競技場で燃え続けました。
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この国体は「ときめき　出会い　みなぎる力」をスローガンとして開催され、参加した役員

選手団は、夏季大会 5,325 名、秋季大会 20,460 名にのぼりました。

また、「より開かれた国体」にするために、成年 2 部制の設置、総合成績採点方法の簡略化、

中学生や外国籍大学生の参加を認め、参加層を拡大しました。さらには、水泳競技シンクロナ

イズドスイミングが正式種目として実施されたことや、前原市（現在：糸島市）での山岳競技

に国体史上初の人工登はん施設が使用されたことなどが話題を呼びました。

このとびうめ国体に続いて、第 26 回全国身体障害者スポーツ大会が開催されました。

この大会は、1964（昭 39）年に開催されたパラリンピック東京大会を契機に翌年の

1965 年岐阜国体の終了後に第 1 回が開催され、以後秋季国体の直後に開催県の主会場を中

心に実施されるようになりました。

「ふりむくな　ちからの限り飛び立とう」をスローガンとしたこの大会は、秋季国体の直後

11 月 2・3 日の 2 日間、本市と北九州市で開催されました。

大会規模は、選手団 2,500 人、競技役員等 3,500 人、手話コンパニオン 500 人、ボラ

ンティア 6,500 人、集団演技出演者 10,000 人、開閉会式入場者　延べ 50,000 人、合計

73,000 人にのぼりました。

福岡市における障がい者スポーツは、1984（昭 59）年に設立された福岡市障がい者スポー

ツ・レクリエーション振興会が中心となり、身体障がい者だけでなく精神的領域を含めてすべ

ての障がい者への支援が推進されています。その活動は、市立障がい者スポーツセンター（さん・

さんプラザ）を拠点に市内の各スポーツ施設で行われていますが、競技種目ごとの組織は未整

備であり、本協会加盟団体との連携も一部を除いてはまだ十分ではありません。しかしながら、

本市における障がい者スポーツの競技レベルは、きわめて高い水準にあります。

スポーツの振興を通じて、全ての市民の健康と幸福、活力ある市民生活の構築を目指す市体

育協会としては、今後は、障がい者スポーツとの積極的な連携が期待されています。

３．財団法人化と海外交流（1991～ 1995年）

1986（昭 61）年に策定された市体育協会強化 5 ヶ年計画に掲げられている財団法人化につ

いては、国体終了後の大きな目標として準備が進められていきましたが、1991（平 3）年 9 月、

福岡市当局をはじめ財務委員会、賛助会員などの協力を得て、1 億円の基金と加盟 35 団体をもっ

て設立されました。

1992（平 4）年 5 月には、韓国 ･ 釜山直轄市体育会（後に釜山廣域市体育会と改称）と「ス

ポーツ交流に関する合意書」を取り交わし、定期的なスポーツ交流事業を開始、初年度はバスケッ

トボールとボウリングの選手役員の受け入れと派遣を実施しました。その後はバレーボール、フェ

ンシング、サッカー、卓球、ヨット、バドミントン等の交流を行い、両都市の市民交流と両国の

友好親善に大きな役割を果たしています。2003（平 15）年からは、青少年の健全育成とともに、
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国際的な視野と資質を持ち将来の両国を担いうる人材の育成を目的として、両市トップレベルの

高校生によるスポーツ交流大会として再出発しました。

このほか、海外との交流を積極的に推進している競技団体もあります。

【第18回ユニバーシアード大会1995　福岡】

国際都市を目指す福岡市は「大学生のスポーツの祭典」であるユニバーシアード大会誘致の

構想を早い時期から練っていましたが、1989（平 1）年 12 月の国際大学スポーツ連盟（FISU）

の実行委員会で 1995（平 7）年の福岡市開催が決定しました。

この大会は、世界 162 カ国・地域から 5,740 人の選手役員を迎えて、福岡市を中心に宗像市、

春日市の 3 都市 24 会場で行われ、延べ 186,450 人の競技役員、ボランティアなどが活躍

したほか、参加選手団と市民による校区ふれあい事業や 128 日間にわたり 162 のイベント

を実施したユニバーシアードフェスティバル事業など、官民が一体となった活動により大成功

を収めました。

ここで特筆すべきことは、この大会を国際化、高齢化が一層進展する21世紀を視野に入れた、

人づくり、まちづくりのための都市戦略の一環として開催したことでありました。それは次の

ような成果となって残されました。

・国際社会における知名度のアップ。これが 2001 年世界水泳選手権大会等各種 

国際スポーツ大会の誘致成功の遠因となりました。

・道路、宿泊施設、交通アクセスなど都市基盤の整備

・大規模国際大会運営のノウハウ、ソフトの集約

・市民の国際化、国際交流意識の高揚

・市民の主体的参加、市民が主役になるシステムの試行

〔大会の概要〕

（１）期　　間　　　1995（平 7）年 8 月 23 日から 9 月 3 日まで

（２）競技種目

陸上競技、バスケットボール、フェンシング、体操、競泳、飛び込み、水球、 

テニス、バレーボール、サッカー

このほか選択種目として柔道と野球が採用されました。

（３）新設・増改築された競技会場

・水球会場となった総合西市民プール（50 ｍ、25 ｍの公認プール）

・テニス会場となった博多の森テニス競技場（20 面、センターコートは 3,450 人収容）

・サッカー会場となった博多の森球技場（天然芝、22,600 人収容）

・体操、バレーボール会場となったマリンメッセ福岡（9,000 人～12,000 人収容）

（４）成　　績

この大会に参加した福岡市出身、柔道の田村亮子選手は旗手を務めるとともに、

48kg 級で優勝し、大会を盛り上げました。日本選手団の成績も華々しく、金メダル
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24、銀メダル 16、銅メダル 24 の合計 64 のメダルを獲得しました。金メダルではア

メリカと並んでトップ、メダル数もアメリカの 69 に次ぐ好成績でした。

（５）本協会の果たした役割

本協会は、国体ほかの大イベントの開催を通じて培ってきた資産を活用して競技運営

の中核となるべく、競技役員の養成確保・資質向上に努めるとともに、競技会場となる

新規施設の建設を福岡市と連携をとりながら推進しました。

【国際スポーツ都市宣言】

ユニバーシアード大会終了日の 9 月 3 日、福岡市は国際スポーツ都市宣言を発し、今後の

スポーツ振興について広く内外に決意を披瀝しました。その内容は次のとおりです。

国際スポーツ都市宣言

世界に開かれたアジアの交流拠点都市－福岡、そのエネルギー源は活力あふれる

人、街、自然です。スポーツは、生きがいのある生活と健やかな心身を作るととも

にふれあいの輪を広げ、世界平和に貢献します。福岡市民と世界の人々が人類共通

の文化であるスポーツを通じて心を共有できる都市を目指してここに「国際スポー

ツ都市－福岡」を宣言します。

１．自然と共生し健康な心と体をスポーツで育てよう

２．生きがいのある暮らしをスポーツで育てよう

３．さわやかな友情をスポーツで育てよう

４．活力あるまちをスポーツで育てよう

５．国際交流の輪をスポーツで育てよう

４．市民スポーツの統括団体として新たなスタート（1996～2010年）

1996（平 8）年には、サッカーのＪリーグ誕生から 2 年遅れて、福岡ブルックスがＪリーグ

に昇格、アビスパ福岡と名称を変更し、東平尾公園博多の森球技場（現在：レベルファイブスタ

ジアム）を本拠地にプロサッカー球団が誕生しました。市民にとってプロスポーツを身近に感じ、

レベルの高いサッカーに触れる機会を得ることができるようになりました。

1997（平 9）年 7 月には、第 27 回世界ユースヨット選手権大会の開催、8 月には、アメリカ、

カナダ、オーストラリア、日本の 4 カ国による競泳の国際大会である第 7 回パンパシフィック水

泳選手権大会が、日本では東京、神戸に続き福岡で開催され、また、1998（平 10）年 7 月には、

アジア陸上選手権大会の開催、11 月には、男子ではアジア初開催となったバレーボール世界選

手権大会が開催されるなど、世界のトップアスリートによる競技開催は、市民に大きな夢と感動

を与えました。
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1999（平 11）年には、市民総合スポーツ大会実行委員会事務局が（財）福岡市スポーツ振

興事業団より本協会へ移管、市民総参加型のイベントとして継続され、本協会の主要事業として

実施されるようになりました。

2001（平 13）年には、アジアで初めて世界水泳選手権大会が開催され、マリンメッセ福岡

では世界で初めて 50 ｍ公認プールを仮設で設置したほか市内の様々な施設で競技が行われまし

た。

大会時のマスコットであった河童をモチーフに作られた「ぱちゃぽ」は、現在でも日本水泳連

盟のマスコットとして使用されています。

また、この年、福岡市体育協会は創立 40 周年（財団設立 10 周年）という節目の年を迎え、

記念式典や記念講演の開催、「福岡市体育協会 40 年史」の発刊などの記念事業を行いました。

式典では、8 つのテーマからなる「21 世紀初頭のビジョン」を発表し、スポーツ活動が多種

多様化するなか、本協会がスポーツ統括団体として市民スポーツの普及振興と生涯スポーツの推

進に向け、その役割と重要性を再確認し、ビジョンの実現を目指し邁進していくこととなりました。

　　　21世紀初頭のビジョン

THEME１　オリンピックや国際大会で活躍する、トップアスリートの発掘、育成に 

努める。

THEME２　「スポーツリーダー・バンク」を中軸とした、スポーツ指導者派遣と活用

事業を 尚一層拡充し、多様な市民スポーツのニーズに応える。

THEME ３　「市民総合スポーツ大会」を市民総参加のビッグスポーツイベントに 

育てる。

THEME４　 国際スポーツ交流を拡充し、スポーツによる親善友好の輪を広める。

THEME５　福岡市体育協会をはじめとする、各種スポーツ団体の活動の拠点となる 

「スポーツ会館」（仮称）の設置を推進する。

THEME６　総合型地域スポーツクラブの設置育成に積極的に参画し、地域に根ざした

スポーツクラブの育成に貢献する。

THEME７　福岡市体育協会としての財政基盤を強化する。

THEME８　福岡市体育協会が名実ともに福岡市の市民スポーツの統括団体として、 

役割機能が果たせるように組織強化を図る。
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2003（平 15）年には、インターネットの普及が急速に進むなか、広く市民への情報提供を

行うため、本協会のホームページを開設し、各種事業のお知らせや加盟団体、スポーツリーダー・

バンクの紹介などの広報を開始しました。

2006（平 18）年には、福岡市九電記念体育館の管理運営等を行う指定管理者となり、また

これを機に、スポーツの普及振興、環境整備等に加え体育館の利用率向上を目的に普及委員会（事

業部門）から独立し事業委員会を設置しました。

【2016年オリンピック・パラリンピック大会の招致活動】

福岡市におけるこれまでの国際スポーツ大会の開催においては、ユニバーシアード大会をは

じめ世界水泳選手権大会の開催や毎年恒例となっている福岡国際マラソンの開催など、豊富な

実績を活かし、魅力と活力にあふれた福岡の未来に向けて大きな契機となることから、第 31

回オリンピック・パラリンピック競技大会（2016 年開催）の国内候補都市に立候補を表明、

2006（平 18）年 3 月には、福岡市において「福岡・九州オリンピック招致推進委員会」が

設立されました。

開催地立候補にあたっては、「アジアに広がる、新たなオリンピックの提案」として以下の

3 項目を掲げ、招致にむけチャレンジすることとなりました。

①“アジアに広がるオリンピック”

2000 年の長きにわたるアジアとの交流の歴史の中で、常にアジアとともに歩んできた福

岡・九州は、オリンピック開催においても、アジアに開かれた、アジアの力と英知を集結し

たオリンピック開催を目指し、アジアの友好と平和、ひいては世界平和に貢献します。

②“新たなオリンピックの提案”

人間が人間として快適に生活できる「都市」において、オリンピックを開催することによっ

て、地域特性と魅力を最大限に活用し、環境にやさしく、投資額を軽減でき、選手に快適な

競技環境を提供できる選手中心のオリンピックなど、オリンピックの新しい形を提案するこ

とができます。

③“日本の多様性と活力の創出”

21 世紀の新しい「地方の時代」にあって、「地方の活力」が日本の活力であり、オリンピッ

ク開催を「地方の時代」の大きな契機として捉えるものであり、福岡・九州がその地域特性

や魅力を発揮しながら、オリンピックを開催することは、日本の多様性や活力を生み出しま

す。

福岡市の活動とあわせ同年 4 月には、本協会においても「( 財 ) 福岡市体育協会オリンピッ

ク招致推進委員会」を設置し、スポーツ団体の統括団体として講演会の開催や署名活動など、

様々な招致活動の取り組みを展開しました。
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結果としては、残念ながら国内候補都市選定委員会における投票により、22 対 33 で東

京都に及ばず国内候補都市になることができませんでしたが、21 世紀のオリンピック・パ

ラリンピック開催モデルとなりうる質の高い開催概要計画とスポーツを愛する福岡市のホス

ピタリティは高く評価され、スポーツの祭典であり平和の象徴であるオリンピック・パラリ

ンピックの聖火を灯す挑戦は、アジアを始め世界各国との交流と平和への貢献に向けた明確

な道筋を示すことができたと同時に、福岡市がアジアの拠点都市として、また、国際スポー

ツ都市として、意義深い取り組みでした。

また、将来的にも福岡市が国際スポーツ都市として力強く推進すべきことを確認できた、

官民一体の運動となりました。

【（財）福岡市スポーツ振興事業団の設立】

1994（平 6）年 7 月、市民の多様なスポーツニーズに応えるため、財団の持つ効率性、柔

軟性、機動性を最大限に活用して、市民サービスの向上を図るとともに、より効率的な事業の

実施と施設の管理運営を行い、市民スポーツの一層の普及振興を図ることを目的として、（財）

福岡市スポーツ振興事業団が設立（基本財産１億円：市全額出資）されました。

事業団では、市民体育館をはじめ、地区体育館、市民プール、今宿野外活動センターの管理

運営及び各施設におけるスポーツ事業を実施し、夏休み期間中の市民プールを無休とするなど、

スポーツ施設の有効利用を促進するとともに、多様なスポーツプログラムの提供やスポーツ情

報の収集・提供の一元化等を実施しました。

1995（平 7）年 4 月からは、教育委員会所管の学校施設（体育館、校庭夜間、学校プール）

開放等の事業を受託するとともに、「市民総合スポーツ大会」「シティマラソン福岡」等の事務

局を担うこととなりました。

1997（平 9）年 4 月からは、市民局が所管する国際スポーツ大会等招待事業、ユニバーシ

アード記念スポーツ振興助成事業等も受託し、さらにスポーツ事業の一元化を進めました。

1999（平 11）年 12 月からは、博多南地域交流センターの体育施設におけるスポーツ指

導等の業務を受託することとなり、2003（平 15）年 7 月からは、和白地域交流センターに

おいても同様の業務を、同年 8 月からは、九電記念体育館の管理運営を受託しました。

2005（平 17）年 3 月には、さらなる市民サービス向上のため、事業団の経営管理、組織

人事、業務プロセス及び財務の改革を目指す「事業団改革プラン」を策定し、同年 8 月には、「事

業団改革プラン」に示す取り組みを着実に推進するため、平成 17 年度から平成 19 年度まで

の 3 年間の具体的な事務事業の実施について定める「中期計画」を策定しました。

2007（平 19）年 7 月からは、福岡県から福岡市に無償譲渡された「ももち体育館（旧も

もちパレス体育館）」の指定管理者として管理を開始しました。

このように、（財）福岡市スポーツ振興事業団は、約 16 年間、福岡市のスポーツ振興施策

を担う外郭団体として、その役割を果たしました。
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【体育協会とスポーツ振興事業団の統合】

2008（平 20）年 4 月、「福岡市スポーツ関連外郭団体統合推進委員会」が設置され、福

岡市と（財）福岡市体育協会、（財）福岡市スポーツ振興事業団（1994（平 6）年設立）の

三者により統合に向けた協議を開始し、「市民サービス提供体制の一元化」や「両団体の特性

を活かした効果的・効率的な事業実施」について検討を行いました。

翌 2009（平 21）年 5 月には、統合推進と具体的な事項について協議、調整等を行うため

本協会内に「福岡市体育協会統合推進委員会」を設置、11 月に（財）福岡市スポーツ振興事

業団との合併契約書締結に至りました。2010（平 22）年 4 月には両団体が合併した新たな

体育協会として、事務局も福岡市九電記念体育館から福岡市民体育館本館に移転し、10 施設

の指定管理やスタージャンプ福岡等の企画事業、学校施設開放等の受託事業、シティマラソン

福岡等の主催事業を新たに行うことになりました。大幅な事業の拡充に伴い、本協会は本市の

市民スポーツの統括団体としてより一層、広く一般市民を対象とした生涯スポーツの普及振興

を担うことが期待されることになりました。

2011（平 23）年に体育協会創立 50 周年を迎えるにあたり、2010（平 22）年 7 月に

記念事業を行うための特別委員会や 8 月には今後 10 年間の基本的な指針となる「スポーツ推

進プラン」を策定するための特別委員会をそれぞれ設置し、協議・検討を行いました。

また、2012（平 24）年 4 月の「公益財団法人」への移行に向け、2010（平 22）年 8 月

に認定推進委員会を設置し、公益財団法人への移行方針の決定を行い、効果的な組織体制づく

りや機関設計等、公益財団法人認定に向けた準備を着々と進めています。
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３.歴 代 役 員

（財）福 岡 市 体 育 協 会 ( 財 ) 福岡市スポーツ
振興事業団

会　　長 副　会　長 理 事 長 専務理事 理 事 長
1962（昭 37） 佐藤　篤二郎 橋岡　八郎 深見　平次郎 黒木　房斗
1963（昭 38）
1964（昭 39） 森　俊雄 石橋　忠治
1965（昭 40）
1966（昭 41） 吉武　不二男
1967（昭 42） 石井　哲夫
1968（昭 43）
1969（昭 44）
1970（昭 45） 真鍋　秀海
1971（昭 46）
1972（昭 47） 秦　純乗
1973（昭 48）
1974（昭 49） 橋岡　八郎 菱山　芳造 大神　健太郎
1975（昭 50）
1976（昭 51） 福沢　秀利 布勢　健士
1977（昭 52）
1978（昭 53） 菱山　芳造
1979（昭 54）
1980（昭 55）
1981（昭 56） 白木　勘治
1982（昭 57） 開　克敏 近江　福雄
1983（昭 58）
1984（昭 59） 白木　勘治 大神　健太郎
1985（昭 60）
1986（昭 61） 池田　数好
1987（昭 62） 杉浦　博夫
1988（昭 63） 森山　善七 野口　嘉代
1989（平 １ ）
1990（平 ２ ） 平田　昌
1991（平 ３ ） 井口　雄哉 野口　嘉代
1992（平 ４ ）
1993（平 ５ ） 尾花　剛 野口　嘉代 田川　楠雄
1994（平 ６ ） 佐藤　善郎
1995（平 ７ ）
1996（平 ８ ） 古賀　圭二 町田　英俊 秋山　雄治 波多江 宣喜
1997（平 ９ ）
1998（平 10） 松薗　守一
1999（平 11） 西　憲一郎
2000（平 12） 住吉　武志
2001（平 13） 白石　司 生田　征生
2002（平 14）
2003（平 15） 松村　隆 永松　正彦
2004（平 16） 大森　邦明
2005（平 17） 野口　嘉代 北島　雄二郎 澤田　哲司
2006（平 18）
2007（平 19） 河部　浩幸 秋山　雄治 陶山　博道 木部　正俊
2008（平 20） 佐本　文男
2009（平 21） 阿部　亨
2010（平 22） 佐本　文男
2011（平 23）

※ 1991（平 3）理事長を専務理事に名称変更
※ 1994（平 6）スポーツ振興事業団設立
※ 2010（平 22）体育協会とスポーツ振興事業団合併
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４.歴 代 専 門 委 員 長

財務強化委員会 普及委員会 強化委員会 広報委員会 総務委員会 
表彰委員会

リーダーバンク 
運営委員会 事業委員会

1962（昭 37） 小川　治
1963（昭 38）
1964（昭 39）
1965（昭 40）
1966（昭 41）
1967（昭 42）
1968（昭 43）
1969（昭 44）
1970（昭 45）
1971（昭 46）
1972（昭 47）
1973（昭 48）
1974（昭 49）
1975（昭 50）
1976（昭 51） 菱山　芳造 大蔵　富繁
1977（昭 52） 山田　利蔵
1978（昭 53） 山北　正恒
1979（昭 54） 野口　嘉代
1980（昭 55）
1981（昭 56）
1982（昭 57） 菱山　芳造
1983（昭 58）
1984（昭 59） 渡辺　忍
1985（昭 60） 杉浦　博夫
1986（昭 61） 安藤　美勝 厨　義弘
1987（昭 62）
1988（昭 63） 犬丸　嘉人 大谷　善博
1989（平 １ ）
1990（平 ２ ） 田中　宗男
1991（平 ３ ） 犬丸　嘉人 秋山　雄治 新山　俊孝 野口　嘉代 田川　楠雄
1992（平 ４ ）
1993（平 ５ ） 秋山　雄治 青柳　泰治 古川　禎三 田川　楠雄 平野　善次
1994（平 ６ ）
1995（平 ７ ）
1996（平 ８ ）
1997（平 ９ ） 青柳　泰治 茂田　長俊 秋山　雄治 猪口志　曻
1998（平 10）
1999（平 11） 木部　正俊
2000（平 12）
2001（平 13）
2002（平 14）
2003（平 15）
2004（平 16）
2005（平 17） 馬場迫　博 茂田　長俊 猪口志　曻 緒方　蓉子 木部　正俊 青柳　泰治
2006（平 18）
2007（平 19） 佐藤　尚文 諸熊　茂紀 中西　一三 岩岡　文彦 木部　正俊 緒方　蓉子 茂田　長俊
2008（平 20）
2009（平 21） 漆間　道宏 湯浅　芳雄 諸熊　茂紀 緒方　蓉子
2010（平 22）
2011（平 23） 遠藤　泰昭 小山　義則 緒方　蓉子

※財務強化委員会は平成 23 年度から名称変更（旧財務委員会）
※強化委員会は昭和 61 年度から名称変更（旧強化育成委員会）
※総務委員会は平成 3 年度から名称変更（旧総務・企画委員会）
※事業委員会の平成 17・18 年度は普及委員会（事業部会）
※事業委員会は平成 23 年度から普及委員会に統合
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５.功労者表彰受賞者一覧（平成13年度～平成22年度）

財団法人福岡市体育協会表彰  
（ 表 彰 規 程 第 3 条 第 1 号 該 当 者 ）

福岡市市民スポーツ賞  
（ 功 労 者 ）

福岡市市民スポーツ功労賞 
※ 平成 1 9 年度まで「福岡市教育委員会表彰」

平成 13 年度 

(2001 年度 )

葊瀬　信雄 福岡市卓球協会　理事長 藪内　ふじ江 福岡市体操協会　副会長 青柳　泰治 福岡市スキー協会　理事長
朝原　禎邦 福岡市バレーボール協会　常任理事 下大迫　三德 福岡市サッカー協会　会長 田中丸　善彦 福岡市ソフトテニス連盟　会長
中西　敬一 福岡市ハンドボール協会　副会長 岡崎　　光 福岡市レクリエーション協会　常務理事
為末　紀元 福岡市空手道連盟　会長

平成 14 年度 

(2002 年度 )

坂口　繁則 福岡市弓道連盟　副会長 福岡市家庭婦人バドミントン連盟 山方　隆美 福岡市レスリング協会　理事長
松尾　　保 福岡市ソフトボール協会　東区支部理事長 柴戸　元次郎 福岡市ソフトボール協会　理事長
田村　輝昭 福岡市卓球協会　顧問 村山　　亨 福岡市体操協会　理事長
西野　國昭 全日本軟式野球連盟福岡市支部　理事
山本　容滋 福岡市バレーボール協会　副理事長
宮本　　力 福岡市空手道連盟　副理事長

平成 15 年度 

(2003 年度 )

大内田 長八郎 福岡市バレーボール協会　副会長 篠 原　 土 榮 福岡市剣道連盟　理事長 田村　稔宏 福岡市ラグビーフットボール協会　会長
山口　則之 福岡市空手道連盟　理事 秋 山　 雄 治 福岡市セーリング連盟　理事長 川崎　八千雄 福岡市ボート協会　会長
吉武　龍馬 福岡市卓球協会　常任理事 福岡レディースソフトテニス連盟 早渕　仁美 福岡市スポーツ振興審議会　委員

平成 16 年度 

(2004 年度 )

豊福　勝彦 福岡市ソフトボール協会　早良区支部理事長 宿 久　 泰 孝 福岡市アマチュアボクシング連盟　副会長 冨谷　　猛 福岡市ボート協会　理事長
中山　博一 福岡市卓球協会　参与
渡邊　　實 福岡市バレーボール協会　監事
吉武　俊之 福岡市空手道連盟　監事
町田　祐子 福岡市家庭婦人バレーボール連盟　理事長
前田　　毅 財団法人福岡市体育協会　参与
北川　盛文 長尾ファイターズスポーツ少年団

平成 17 年度 

(2005 年度 )

河崎　五郎 福岡市弓道連盟　顧問 茂 田　 長 俊 福岡市空手道連盟　理事長 山口　　毅 福岡市バスケットボール協会　会長
中島　博康 福岡市柔道協会　顧問 平 川　 俊 輔 福岡市体育指導委員協議会　会長 久保　誠治 福岡市レクリエーション協会　常務理事
小柳　　稔 福岡市サッカー協会　理事
大冨　淳司 福岡市ソフトボール協会　理事長
谷口　　正 全日本軟式野球連盟福岡市支部　理事・少年部長
倉田　竹敏 福岡市バレーボール協会　理事・審判委員
髙田　茂美 福岡市セーリング連盟　会長
浦　　　了 福岡市武術太極拳連盟　会長
成吉　静穂 福岡市インディアカ協会　事務局長
石井　サワ子 福岡市家庭婦人バレーボール連盟　副理事長

山際　禮蔵
百道剣道スポーツ少年団　代表指導者
福岡市剣道連盟　副会長

老司野外活動スポーツ少年団

平成 18 年度 

(2006 年度 )

満潮　政利 長尾ファイターズスポーツ少年団　代表指導者 音成　彦始郎 福岡市レクリエーション協会　副会長 木部　正俊 福岡市バスケットボール協会　理事長
山下　泰子 福岡市家庭婦人バレーボール連盟　副理事長 福岡市スキー協会　副会長 藤川　正幸 福岡市卓球協会　会長
下村　　武 福岡市バドミントン協会　会長 岩本　　勲 福岡市レクリーション協会　理事長
江口　紀年 福岡市ソフトボール協会　城南支部理事長 樋口　正孝 福岡市スポーツ振興審議会　委員
野村　天朗 全日本軟式野球連盟福岡市支部　副理事長 浦　　　了 福岡市武術太極拳連盟　会長
木部　正俊 福岡市バスケットボール協会　理事長
白水　喜義 福岡市空手道連盟　常任理事
田上　伸彌 福岡市卓球協会　常任理事
山本　一行 福岡市バレーボール協会　副会長
千葉　信夫 福岡市サッカー協会　副会長
西新剣道スポーツ少年団
草ケ江ヤングラガーズスポーツ少年団
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財団法人福岡市体育協会表彰  
（ 表 彰 規 程 第 3 条 第 1 号 該 当 者 ）

福岡市市民スポーツ賞  
（ 功 労 者 ）

福岡市市民スポーツ功労賞 
※ 平成 1 9 年度まで「福岡市教育委員会表彰」

平成 19 年度 

(2007 年度 )

吉弘　正敏 福岡市弓道連盟　副会長 為末　紀元 福岡市空手道連盟　会長 緒方　蓉子 福岡市バドミントン協会　理事長
吉浦　公生 福岡市バレーボール協会　会長 真美健康体操協会 川村　浩之 福岡市ハンドボール協会　理事長
林　　　浩 福岡市インディアカ協会　常任理事 猪口志　曻 福岡市サッカー協会　理事
坂牧　大陸 西新剣道スポーツ少年団　代表指導者 西野　國昭 全日本軟式野球福岡県連盟福岡市支部　副理事長
楠下　広師 福岡市ソフトボール協会　副理事長 諸熊　茂紀 福岡市ソフトボール協会　事務局次長
堀田　紀子 福岡市卓球協会　理事 安武　壽子 福岡市女性スポーツ活動団体連絡協議会　代表
村下　和之 全日本軟式野球福岡県連盟福岡市支部　理事長
水口　雄三 福岡市空手道連盟　指導部長
稲光　八恵子 福岡市家庭婦人バレーボール連盟　副理事長
猪口志　曻 福岡市サッカー協会　理事
百道剣道スポーツ少年団
長尾ファイターズスポーツ少年団

平成 20 年度 

(2008 年度 )

吉原　亮司 福岡市バレーボール協会　副会長 田中丸　善彦 福岡市ソフトテニス連盟　会長 二宮　和弘 福岡市柔道協会　会長
渡部　　雅 福岡市ソフトボール協会　常任理事 葊瀬　信雄 福岡市卓球協会　理事長
北園　敦子 福岡市家庭婦人バレーボール連盟　副理事長
坂本　征夫 全日本軟式野球福岡県連盟福岡市支部　常務理事
吉松　健太郎 福岡市サッカー協会　理事
古賀　栄二 福岡市柔道協会　副会長
田村　美恵子 福岡市卓球協会　常任理事
牧瀬　憲保 福岡市剣道連盟　理事長
松田　忠士 福岡市空手道連盟　常任理事
藤戸　みづほ 福岡市インディアカ協会　常任理事
福岡市ヨットスポーツ少年団
和白東空手道スポーツ少年団

平成 21 年度 

(2009 年度 )

荒木　圭子 福岡市なぎなた連盟　理事長 折 居　 憲 司 福岡市体育指導委員協議会　会長 千代島　隆利 福岡市スポーツ少年団　本部長
松尾　勝利 全日本軟式野球福岡県連盟福岡市支部　理事 中西　一三 福岡市柔道協会　副会長
中島　　理 福岡市ソフトボール協会　常任理事 佐藤　靖典 福岡市レクリエーション協会　副会長
筑紫　　仁 福岡市柔道協会　副会長 中嶋　　宏 福岡市レクリエーション協会　常務理事
村山　房江 福岡市スポーツ少年団　常任委員
緒方　蓉子 福岡市バドミントン協会　理事長
魚住　俊治 福岡市ラグビーフットボール協会　会長
川口　　貢 福岡市空手道連盟　常任理事
山本　英典 福岡市スポーツ少年団　常任委員
北嶋　晴男 福岡市バレーボール協会　常任理事
平松　秀敏 福岡市卓球協会　副理事長
新ヶ江　泰孝 福岡市サッカー協会　常務理事
ビクトリー・アローズスポーツ少年団
わかばサッカースポーツ少年団

平成 22 年度 

(2010 年度 )

国松　利吉 福岡市ラグビーフットボール協会 青 柳　 泰 治 福岡市スキー協会　会長 岩岡　文彦 福岡市トライアスロン連合　会長
小方　康江 福岡市家庭婦人バレーボール連盟　参与 森　　 芳 興 福岡市体育指導委員協議会

副会長・東区委員長
藤木　捷靭 福岡市レクリエーション協会　常務理事

目野　正利 福 岡 市 水 泳 協 会　 顧 問
河村　邦彦 福 岡 市 陸 上 競 技 協 会
田中　勇次郎 福岡市スポーツ少年団　常任委員
山野　孝子 福 岡 市 体 操 協 会　 会 長

丸山　和輔 福 岡 市 ソ フ ト ボ ー ル 協 会
常 任 理 事・ 審 判 委 員 長

園田　　勇 福 岡 市 柔 道 協 会　 副 会 長

古賀原　廣 全 日 本 軟 式 野 球 福 岡 県 連
盟 福 岡 市 支 部 審 判 部 顧 問

吉開　啄夫 福岡市卓球協会　常任理事
梅原　隆三 福岡市空手道連盟　事務局長
鳥飼少年野球スポーツ少年団
ガッツ田島少年野球団スポーツ少年団
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第 2 代会長　梅崎保 範士

福岡武道館弓道場

博多の森弓道場
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■福岡市弓道連盟

【設立年月日】1947（昭22）年

【加盟年月日】1962（昭37）年

【歴代会長】

初代　長 岡 長 大

1954(昭29)年4月～ 1961(昭36)年3月

2代　梅 崎 　 保

1961(昭36)年4月～ 1982(昭57)年3月

3代　久 恒 政 雄

1982(昭57)年3月～ 1997(平9)年4月

4代　近 藤 　 猛

1997(平 9)年4月～ 2003(平15)年10月

5代　久 恒 政 雄

2003(平15)年10月～ 2010(平22)年4月

6代　吉 弘 正 敏

2010(平22)年4月～現　在

【沿　　革】

1928(昭3)年頃に日本武徳会により建設され
た東公園弓道場は、戦後国に接収されていたが
1951(昭26)年に福岡県の所管となったのを機に、
福岡市民弓道愛好者の唯一の弓道場となった。

1956(昭31)年に県警に移管され、県弓道連盟、
警察、地区弓道連盟の共同使用であるため、市民弓
道愛好者の日常使用が困難になってきたので、志賀
島弓道会により志賀島弓道場が建設された。

1961(昭36)年に会長に就任した梅崎保会長は、
弓道の普及振興には施設の拡充が不可欠と考え、市

営弓道場の建設を市当局
へ陳情した。

1968(昭43)年に市議
会で請願が採択され、併
行して1967(昭42)年に
九電記念体育館弓道場、
1974(昭49)年福岡勤労
青少年文化センター (現も
もち体育館)弓道場と市内
に弓道場が建設された。

福岡県庁の東公園移転に伴い、東公園弓道場
は1977(昭52)年に撤去され、代替施設として
1979(昭54)年4月に中央区大濠に福岡武道館弓
道場が建設された。

1978(昭53)年度には福岡市スポーツ総合振
興計画に基づき、各区体育館に弓道場が逐次建
設されることになり、1981(昭56)年東区体育
館、1982(昭57)年 南 区 体 育 館、1983(昭58)
年中央区体育館、1984(昭59)年博多区体育館、
1988(昭63)年城南区体育館、1994(平6)年西
区体育館、1995(平7)年早良区体育館と、市内全
区に弓道場が併設された体育館が完成した。

1990（平2）年に第45回とびうめ国体が開催
され、弓道競技は大野城市で開催され、福岡県女子
選手は、遠的優勝、女子総合優勝を果たした。とび
うめ国体の主会場だった東平尾公園に、1992(平4)
年10人立の近的射場と6人立の遠的射場を備えた
本格的な市営博多の森弓道場が完成した。

博多の森弓道場は、福岡地区弓道連盟の例会、昇
段審査をはじめ、県弓道連盟の弓道大会や講習会、



前会長 久恒政雄 範士

会長 吉弘正敏 教士

顧問 朝隈敏子 範士

大会風景（博多の森弓道場）
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全日本弓道連盟の講習会、定期中央審査などが開催
されているが、一般会員にも広く開放され、福岡の
基幹道場として多くの弓道愛好者が利用している。

2011(平23)年現在、市内の道場に所属してい
る一般会員は703名(内称号者98名)で、梅崎保
第2代会長、久恒政雄第3代会長をはじめとした歴
代役員の先生方の尽力で、市内全区体育館に弓道場
が併設されたことが、市弓道人口の拡大に大きく貢
献している。

又、各道場では初心者弓道教室や体験教室を開催
し、生涯スポーツとしての弓道の普及と弓道愛好者
の拡大に連盟を挙げて取り組んでいる。

弓道の稽古では、先ず射技の向上を目指しますが、
同時に心身を鍛錬し、礼節を学び、人を練るところ
に、弓道人としての目標がある。

平成24年度から始まる中学校の武道必修化は、
弓道に興味を持つ若者が増えることが考えられるの
で、福岡市弓道連盟も弓道を通じて、健全な社会、
明るい社会作りに、尽力をしていきたいと考えてい
る。

【主な全日本級の成績】
・全日本女子弓道選手権大会

 第 ８ 回（1975-10） 優　勝 朝隈　敏子
 第10回（1977-10） 優　勝 朝隈　敏子
 第18回（1985-10） 優　勝 朝隈　敏子
 第24回（1991-10） 優　勝 田中　恵美子
 第35回（2002-10） 第2位 古屋　順子

・国民体育大会
 とびうめ国体（1990-10）
 　　成年女子　遠的 優　勝 秋吉　優美子
 　　　　　女子総合 優　勝 秋吉　優美子
 わかふじ国体（2003-10）
 　　成年男子　遠的 第5位 宮本　貞雄
 のじぎく国体（2006-10）
 　　成年男子　遠的 第2位 森下　啓太郎

・全日本弓道大会
 第43回（1992-5） 第５位 河崎　五郎
 第44回（1993-5） 第3位 久恒　政雄

・全日本学生弓道選手権大会
 第50回（2002-8）
 　　　　　女子団体 優　勝 福岡大学

・全日本学生弓道女子王座決定戦
 第25回（2002-11） 優　勝 九州産業大学

・全日本学生弓道王座決定戦
 第56回（2008-10） 優　勝 福岡大学

・全国大学弓道選抜大会
 第21回（2009-6）男子優勝 福岡大学



名選手を数多く輩出した名門道場如水館の稽古風景
今年で創立 35 年を迎える。
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■福岡市剣道連盟

【設立年月日】1953（昭28）年１月28日
【加盟年月日】1962（昭37）年1月25日
【歴代会長・理事長】
 年　度 会　長 理 事 長

1953（昭28）年～ 佐田　正人 池田　　呑
1960（昭35）年～ 黒木　房人 広光　英國
1970（昭45）年～　　 〃　　 吉武　六郎
1974（昭49）年～　　 〃　　 金子　　誠
1980（昭55）年～ 広光　秀國 村上　五一
1982（昭57）年～ 吉武　六郎 深見　泰造
1985（昭60）年～ 大江　健一 篠原　土榮

2004（平16）年～ 稲員  大三郎 牧瀬　憲保

【沿　　革】

人類の文化遺産である「武道」は世界の各地で「武
術・武芸・修行道」など様々な姿・形・様式で継承
されてきました。特に武道は、その精神性を尊ぶこ
とから、西洋では「騎士道」といわれ、わが国にお
いては「武士道」と称せられた。この武士道は武道
の修練を中核におくことはもちろんであるが、「文武
両道・文武不岐・武徳精神」など、常に倫理・道徳・
哲学・宗教の求道と不離一体の関係まで昇華せられ
ていった。すなわち昭和50年5月14日付けで通達
された全日本剣道連盟の｛剣道の理念｝－剣道は剣
の理法の修練による人間形成の道である－にすべて
が包含されてその道を志向された。剣道は第2次世
界大戦の後、一時中断されたが武道はそれに内包さ
れる競技性・精神性・求道性などの特性を持つ運動
文化として、その本質を見直されてきました。

昭和24年第3回福岡国体開催に当たり福岡市は
剣道関係者が集まり市内の剣道有段者を中心に佐田
正人氏を会長に迎え、福岡市剣道クラブを発足させ
ました。昭和28年1月全日本剣道連盟の規定完成
に伴い東京都剣道連盟誕生に続き、福岡市剣道連盟
が誕生し、昭和47年福岡市が政令都市として発足
すると同時に剣道連盟はさらに市行政区に基づき東・
西・南・中央・博多5区に支部を設け市の剣道連盟
の下部組織とした。さらに平成2年西区分区により、

城南・早良支部が新設され、7支部を有する連盟と発
展した。その後、福岡県剣道連盟の組織細分化に伴
い県内4支部が新設され、福岡市剣道連盟は福岡県
剣道連盟福岡連合支部の傘下に入り、さらに福岡市
の7支部が昇格することにより、福岡市剣道連盟は、
7支部を傘下に置くが昭和37年以来の福岡市体育協
会加盟団体として福岡県剣道連盟から独立した団体
として、会員有級･有段者計約4,000人を有する全
国屈指の剣道団体に成長し現在に至っています。

【本連盟の活動内容】

（1）　少年剣道教室・少年道場の状況
福岡市の公民館活動の一環として各校区有志

による剣道指導は現在各単位教室が剣道振興会
を結成し父母中心に運営されている。その数約
100団体・3000人の児童（女子が約4割）
が各小学校・公民館で稽古に励んで居ます。

（2）　中学の部活並びに中体連行事
公・私立ともに活動しているが、学校教育に

関するので省略。福岡市中体連として大会を行
い、代表が県・九州・全国へとつながっている。
2010年老司中学（如水館道場出身）の大西な
なみ選手が全日本女子中学生剣道大会で優勝し
ている。なお剣道連盟の年間行事である女子交
流大会・福岡市交流大会・剣道祭の3大会には
市内ほとんどの中学校が団体戦・個人戦に参加
をしています。



個人の道場が過去 3 道場が存在したが今はこの道場が福岡市の中
心道場として社会人の稽古を受け入れている。

護国神社剣道道場稽古風景

女子剣道大会試合風景
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（3）　高校の活動
高校はさらに活発でほとんどの学校が部活動

を実施し、玉竜旗剣道大会やインタ―ハイへの
活躍はめざましいものがある。昨年22年度の
玉竜剣道大会では大濠高校が優勝した。さらに
釜山広域市との体育協会主催の高校生スポーツ
交流大会に積極的に参加し、国際交流にも貢献
しています。

（4）　大学の活動
福岡市の6大学は春夏の九州学生剣道大会･

全日本学生剣道大会にも上位進出し剣道連盟に
多大な貢献をしている。特に女子選手は当連盟
主催の大会に積極的に参加をし、大会の繋引力
となっています。

（5）　一般社会人の活動
福岡市7区の各区の毎週の稽古会。たとえ

ば南区の毎週水曜日小・中・高校生の希望者を
夜6時から実施。7時ころから8時30分ころ
まで一般参加の稽古会を実施している。各区と
もその区の実情に合わせて稽古会を実施してい
る。また福岡連合支部において行われている第
三水曜日九電記念体育館にて6時30分から8
時30分まで7区の剣士たちが主体となって稽
古にはげんでいる。その他会社関係・道場・同
好会など毎日どこかで稽古を行っています。

（6）　特別稽古として新年1月3日九電記念体育館
で1000名を超える一般・少・中・高生が集ま
り朝10時より新年稽古会を行い新しい年を迎
えています。　

【本連盟が主催する各種スポーツ大会】

○福岡市民総合スポ―ツ大会
･福岡市女子剣道交流大会

小学生より一般（個人戦及び団体戦800名参加）
･福岡市交流大会

小学生から60歳以上の高齢者までの団体戦
1000名の選手が参加する。また高齢者の部
では全国高齢者大会の予選会も兼ねている。

･福岡市剣道祭
小学生から高齢者まで1200名の参加がある。
この大会で少年剣道指導に貢献されている77
歳の剣士に功労者として剣道連盟より表彰を
行っています。喜寿を迎えられた剣士表彰は当
剣道連盟が生涯修行を目指しているため、77
歳を迎えかつ後進の指導に自ら竹刀を取って鍛
えていただく方々に、少年に夢を与え継続すれ
ば、このように立派になるのです、と見本を示
すための表彰です。

○福岡県民体育大会
青年の部・一般男子の部・青年女子の部・一般
女子の部が各区から福岡市代表チ－ムとして
参加しています。

○全国高齢者福祉祭（ねんりんピック）
政令都市として60歳以上の剣士が参加してい
ます。平成19年静岡大会では、準優勝するな
ど高齢者の剣道に対する意識は高いものが有
ります。そして青少年育成はもとより、高齢者
福祉にも貢献しています。
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■福岡県高等学校体育連盟

【設立年月日】　

 1948（昭23）年6月10日

【加盟年月日】

 1962（昭37）年1月25日

【歴代会長】

 1948（昭23）年 大　内　覚之助

 1950（昭25）年 井　上　孝太郎

 1953（昭28）年 山 田 　 茂

 1957（昭32）年 有 吉 正 勝

 1958（昭33）年 伊勢田　雪　男

　 1961（昭36）年 大 塚 茂 太

 1962（昭37）年 長　　　敬一郎

 1964（昭39）年 敷 島 太 郎

 1968（昭43）年 福 沢 秀 利

 1970（昭45）年 中 村 義 信

 1972（昭47）年 中　村　喜代志

 1976（昭51）年 古 谷 　 悟

 1981（昭56）年 主 　 静 雄

 1982（昭57）年 各 務 　 章

 1986（昭61）年 田 畑 淳 二

 1988（昭63）年 永 吉 博 義

 1990（平　2　）年 合 原 正 登

 1992（平　4　）年 吉 田 秀 男

 1993（平　5　）年 船 津 正 明

 1996（平　8　）年 原 野 　 雅

 1998（平10）年 隈 本 　 豊

 2000（平12）年 田 代 久 義

 2002（平14）年 岡 部 　 勝

 2005（平17）年 村 山 敏 之

 2007（平19）年 本 田 和 人

 2009（平21）年 吉 田 英 治

 2011（平23）年 山 㟢 龍 之

【歴代理事長】

 1948（昭23）年 江 崎 　 忠

 1953（昭28）年 橘 　 顕 二

 1958（昭33）年 石　丸　三　郎

 1962（昭37）年 伊之坂　盛　孝

 1968（昭43）年 石　丸　三　郎

 1972（昭47）年 中 西 敬 一

 1976（昭51）年 野 口 嘉 代

 1981（昭56）年 門 田 久 人

 1986（昭61）年 花 田 年 弘

 1992（平　4　） 年 梅 野 哲 男

 1996（平　8　） 年 城 戸 英 敏

 1999（平11）年 山 口 悦 郎

 2002（平14）年 白 木 邦 弘

 2005（平17）年 吉 田 和 裕

 2008（平20）年 畠 中 哲 治

【沿　　革】

本連盟は、高等学校体育の健全な発展を図ること
を目的とし、高校生の教育活動の一環として、競技
会の開催並びに派遣、運動競技の指導奨励、体育
の振興に関する調査研究、体育関係諸団体及び関
係機関との連携、その他目的達成に必要な事業を
行い、高体連マークの三つのK「力［KRAFT］・技

［KUNST］・明朗な精神［KLARHEIT］」をモットー
に、「高等学校体育全般を通じて、心身ともに豊かさ
とたくましさを兼ね備えた人間形成」を、1948（昭
23）年創立以来努力してまいりました。

2005（平17）年に、本連盟は大規模の組織改革
を実施し、従来の「四支部制（北部支部・中部支部・
南部支部・筑豊支部）」を廃止し、事務局を「県一本化」
を図り、「専門部制」へと移行してまいりました。
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2008（平20）年11月21日　本連盟創立60
周年記念式典を福岡リーセントホテルにおいて、多
数のご来賓のご出席を賜り、盛大に強行されました。

高校生の最大のスポーツイベントである「全国高
等学校総合体育大会（インターハイ）」が、これまで
の「単独県開催」から、2011（平23）年度より「ブ
ロック地域開催」の変更に伴い、2013（平25）年
に、北部九州四県（福岡・佐賀・長崎・大分）で行
われ、本県においては10競技11種目（飛込み・水
球・バレーボール・サッカー・卓球・バドミントン・
ソフトボール・柔道・弓道・テニス・ボート）の開
催が決定しました。

【現在の活動】

現 在 本 連 盟 は、 加 盟 校163校・ 加 盟 生 徒 数
128,903名を有し、32専門部（準専門部含む）に
おいて、福岡県高等学校総合体育大会をはじめとす
る各種大会の運営・指導者養成並びに学校体育の振
興に関する調査研究等行い、主に運動部活動を通じ
て、高校生の健全な発育発達に努めています。

2010（平22）年に、福岡県高等学校総合体育大
会における「福岡県総体学校表彰」の事業を立ち上
げ、本県運動部活動の更なる活性化と競技力向上を
目指すことを目的に実施いたしました。

各学校における運動部活動の発展・充実が、「学校
の元気の源！！」と位置付け、単に競技結果のみを
取り上げるのでなく、参加点を組み込むことによっ
て運動部活動の入部率も反映させる形でスタートし
ました。

さらに、同年より福岡県高等学校総合体育大会に
おけるポスターも作成し、県下多数の高校生からポ
スター図案と大会スローガンを募集し、この大会が
運動部活動入部者だけでなく、加盟校生徒全員が関
わることができる事業といたしました。

また、2013（平25）年は、全国高等学校総合
体育大会が、本県含む北部九州四県での開催を受け、
本県開催競技専門部・関係競技団体並びに福岡県教
育委員会と連携協力し、大会成功に向けた組織作り

が始まりました。
本連盟といたしましては、福岡県高等学校総合体

育大会をはじめとする各種大会並びに各事業を更に
充実させ、高等学校体育を通じて、これからも「頑
張る福岡県の高校生！！」を応援するためのメッセー
ジを発信し続ける所存です。

■本連盟の主催大会・事業
・福岡県高等学校総合体育大会各競技大会
　（兼 全国高校総体予選） 30競技33種目
・全九州大会福岡県各競技予選会
　（全国高校総体予選兼ねる競技有り）
  30競技33種目
・福岡県新人各競技大会 30競技32種目
・福岡県総体学校表彰
・福岡県高等学校総合体育大会におけるポス

ター作成
　（ポスター図案・大会スローガン募集）
・全国高等学校総合体育大会における
　「福岡県IH応援レター」作成・配信
・表彰事業
・加盟校における体育・スポーツ関連事業補助
・高校スポーツ充実強化事業
　（福岡県強化推進実行委員会との共催事業）
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■福岡市山岳協会

【設立年月日】

 1991（平　3　）年  5月

【加盟年月日】

 1962（昭37）年  （福岡県山岳連盟として加盟）

【歴代会長】

　・福岡市山岳協会設立後

 1991（平　3　）年 池 邊 勝 利

 1999（平11）年 斉 田 貴 典

 2003（平15）年 浦 　 一 美

【沿　　革】

1991（平3）年 5月、福岡県山岳連盟福岡支部
を改め、福岡市山岳協会を設立しました。これは過
去の古い体質を改め若い会員たちの夢と希望をかな
えさせたいという思いからでした。特に福岡という
地は日本の中でも山岳県としてよく知られ、昭和初
期からその活躍ぶりは世に知られている所です。そ
ういう先輩方の流れを受け若い会員たちも育ってき
ましたが、単一の山岳会では大きな海外遠征登山は
難しいことでした。その流れを作り出そうとしたの
が福岡市山岳協会の始まりです。当時は23団体、
1200名という組織でした。各山岳会の若くて力が
あるメンバーを募り、世界最高峰を目指すことにな
りました。3年間の準備を終え1996（平8）年、
福岡市山岳協会・チョモランマ峰登山隊が発会し、
池邊勝利隊長以下15名の隊員で見事に登頂に成功
しました。

その後も加盟団体は積極的に活動し、特に福岡大
学山岳会のギャチュンカン（7922m）峰の登頂は
世界的にもレベルの高い登山でした。又、国民体育
大会の山岳部門では、1990（平2）年の「とびう
め国体」で青年男女とも加盟団体の会員が総合2位
を勝ち取り、全国にアッピールできました。この大
会よりクライミング競技が自然壁から人工壁に変
わった第一回目の記念すべき大会でした。

しかし、バブル崩壊後から社会人山岳団体会員の
減少が始まり、又、若者が登山を敬遠し始め低迷期
へと向かうようになります。山の中が静かになった
頃、1995（平7）年、NHKが「中高年の登山学」
を開始しました。定年退職者と子育てが終わった主
婦層がこれによって動き始めました。2000（平
12）年にはピークを迎え、レジャー白書の統計で
は「登山者は全国で2000万人」と言われました。
この頃より登山事故が急増し、その対応にあらゆる
組織、団体が動き始めますが衰退した山岳団体では
難しいことです。登山の楽しさを知った中高年者は

「九州百名山」や「日本百名山」を目指します。こ
こにガイド業が必要となり、2003（平15）年日
本山岳ガイド協会が設立され国際ガイド連盟に加盟
します。彼らと各ツアー会社が日本全国さらに海外
の山まで案内するようになってきました。

【現在の活動】

しかし、登山事故は増える一方です。この事故を
少しでも無くしたい、市民の健康活動に関与したい
という思いで1998（平10）年、福岡市山岳協会
も「初心者登山教室」を開始しました。
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何も運動をしたことがない方々も含めて基本的な
ことから始め、自立した登山者の育成を目指します。
現在も活動し卒業生は400名余になりました。並
行して登山者の救助技術講習会を年に一度行ってい
ます。都市型の災害救助のために消防の方々も一時
は参加されました。

山々は若者が去って寂しくなりましたが、国体で
の「スポーツクライミング」が一般的に盛んになっ
てきました。この競技は「ワールドCUP」が行わ
れており、海外では沢山の競技人口がいます。日本
でも国体での優勝者がこれに参加できるようにな
りました。「攀じ登る」という本能を競技とするス
ポーツですが若者を奮い立たせました。日本全国で
も人工壁が沢山できています。3 〜 4mの高さを登
る「ボルダーリング」とロープを付けて高い壁を登
る「リードクライミング」ですがどちらも自分の限
界へ挑む競技です。福岡市山岳協会も設立当初から
普及活動として「初心者クライミング教室」に取り
組んでいます。現在は若い女性たちも増え、子供た
ちやファミリー層も増えてきました。

又、最近自然界のパワースポット等が見出され、
屋久島や富士山に若者があふれ始めました。今後の
動向を注目しています。 

■福岡市山岳協会の活動
・「初心者登山教室」
・「初心者クライミング教室」
・「救助技術講習会
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■福岡市柔道協会

【設立年月日】1947 （昭22） 年
【加盟年月日】1962 （昭37） 年
【歴代会長・理事長】　　（ 　） は主な出来事
　　　　　年　代　　　　　  会　長            理事長

 1947 （昭22） 年 竹村　茂孝
  （1回九州各県警察柔道大会）
 1948 （昭23） 年 久永　貞男
  （3回福岡国民体育大会）
  （S34第１回九州選手権）
  （S41全日本選抜柔道大会）
 1963 （昭38） 年 荒井  一三
 1973 （昭48） 年 岩崎　茂成　
 1979 （昭54） 年 石橋 弥一郎 上野　武則
  （S57福岡国際女子柔道大会）
 1990 （平　2　） 年 井上　　光 二宮　和弘
 1991 （平　3　） 年 平田　才蔵 二宮　和弘
 1992 （平　4　） 年 藤田　弘明 二宮　和弘
  （H7ユニバシアード福岡大会）
 1999 （平11） 年 中島　博康 中西　一三
 2005 （平17） 年 二宮　和弘 中西　一三
 2009 （平21） 年 二宮　和弘 藤春　孝志

【沿　　革】

福岡市柔道協会は、福岡の地で営々と柔道に精進
された竹村茂孝先生はじめ諸先生方が柔道の再建と
発展を目指し討議を重ね、1947（昭22）年秋、
設立された。初代竹村茂孝会長の働きかけにより県、
九州柔道協会や全日本柔道連盟が結成され戦後初の
全国大会である新生柔道大会の開催、更に1948（昭
23）年の第3回福岡国体にオープン参加の運びと
なり柔道がスポーツの檜舞台に登場することとなっ
た。

福岡市柔道協会は歴代会長（竹村・久永・荒井・
岩崎・石橋・井上・平田・藤田・中島）らの努力に
よって強化充実された。特に、故竹村3兄弟（茂孝、
岩崎茂成、茂昭）が会長を長期にわたり務められ、
市柔道協会の発展はもとより、柔道王国九州（福岡）

を不動のものとした業績は大であろう。現在は二宮
和弘八段（地区柔道協会会長）の新体制のもと協会
はさらなる柔道の普及発展に努めている。

福岡市では2つの大きな全国大会が開催され、そ
の大会運営は主に市柔道協会の手によってなされて
いる。

その1つは1916（大5）年に始まった金鷲旗高
校柔道大会である（開催場所、マリンメッセ福岡）。
戦前、戦後数々の名選手を輩出し福岡市の柔道レベ
ルアップに貢献している。今年で85回を数え、近
年では全国から集まる高校生に加え、海外からの参
加校も増加しており男女合わせて400校以上が参
加している。自由参加ということから全国多数の強
豪校が参加しており、毎年非常にレベルの高い大会
となっている。

その2つは1966（昭41）年から開催されてい
る全日本選抜体重別選手権大会である（開催場所、
福岡国際センター）。各階級（７階級）の全日本強
化選手トップ8名がトーナメント戦で激突する。こ
の大会は世界選手権・オリンピック出場の最終選考
をかねる大会となっている。2007（平19）年か
らは、別開催となっていた男女が統合された大会と
して行われている。

その他、1983（昭58）年から福岡の年末の風
物詩として福岡国際センターで行われていた福岡国
際女子柔道選手権大会、過去には地元福岡市出身の
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谷亮子（旧姓・田村）の48㎏以下級11連覇など大
変熱気のある大会も2006（平18）年まで実施し
てきた。

このような全国、国際的な試合を肌で感じること
ができ、全日本トップクラス選手の技をじかに見る
ことが出来るのは幸せなことである。故に福岡市は
全国的に柔道王国と言われる所以でもあるのではな
かろうか。

また福岡市内の各団体は柔道選手強化に力を注い
でいる。

社会人柔道では福岡県警・九州電力・福岡刑務所
等がそれぞれ柔道部を擁し警察・実業団・刑務官の
全国大会で常に上位の成績を残している。国際的に
活躍した選手には、1976（昭51）年開催のモン
トリオールオリンピック優勝の二宮和弘、園田勇（福
岡県警）の両選手があげられる。当時、日本は勝っ
て当然であるというプレッシャーのなかで、期待に
応え金メダルを獲得した。その後、福岡市から巣
立った選手が続々と活躍する。1992（平4）年バ
ルセロナオリンピック出場の谷亮子（旧姓・田村）、
決勝戦はフランスのノバクに惜しくも敗れて銀メダ
ル。さらに1996（平8）年アトランタオリンピッ
クでは中村3兄弟・谷亮子が出場、中村兼三が見事
に金メダル、谷選手金メダルが大いに期待されたが
北朝鮮のケー・スンヒによもやの敗退、またもや銀
メダルに終わる。その後、2000（平12）年シドニー
オリンピック・2004（平16）年アテネオリンピッ
クに谷亮子・日下部基栄（福岡県警）が出場し、谷
は両大会において念願の金メダルを獲得、日下部も
両大会で銅メダル。谷は2008（平20）年北京オ
リンピックにおいても銅メダルを獲得した。

大学柔道では、福岡大学が九州地区では抜群の強
さを誇り、2003（平15）年男子全日本学生柔道
体重別団体優勝大会において3位入賞、全日本学生
優勝大会においても、ベスト8に入賞するなど着実
に力をつけている。

大学個人では、1995（平7）年ユニバシアード
福岡大会では、福岡市出身の3選手が出場し、中村
兼三（71㎏級、東海大）、谷亮子（48㎏級、帝京大）

は圧倒的な強さで優勝、小斉武志（95㎏級、福岡大）
が3位入賞と活躍した。2010（平22）年全日本
学生柔道体重別選手権大会で七戸龍（100㎏超級、
福岡大）が優勝するなど、優秀な人材が関東、関西
の大学に流出するなかで福岡大学は見事な成績を残
している。

高校生は、古豪福岡大大濠が常に県内のトップレ
ベルにおり、2004（平16）年高校総体、2009

（平21）年金鷲旗では3位入賞しており、個人にお
いても2009（平21）年高校総体で水田良一（100
㎏超級）が優勝。女子は谷亮子や日下部基栄を擁し
た福工大付属高校（現・福工大城東）が金鷲旗大会
で４度の優勝回数を誇り、その後も数々の大会で好
成績を収めている。

中学生も、沖学園中学を筆頭に香椎第二中学、千
代中学などが好成績を上げている。

少年柔道は、市内約20カ所で行われているが、
特に東福岡柔道教室は全国少年柔道大会で、数多く
の優勝経験を持ち、谷亮子、中村三兄弟（佳央、行成、
兼三）、日下部基栄を輩出している。また、2008（平
20）年全国小学生学年別柔道大会で山本玲奈（月
隈柔道クラブ）が6年生45ｋｇ級で優勝、山本絵
玲奈（同）45ｋｇ超級で準優勝するなど、将来の
世界チャンピオンを夢見る子供たちが、各道場で毎
日熱心に稽古に励んでいる。

以上、特質されるものを述べたが将来の日本柔道
界を背負って立つ優秀な人材育成には、小学生から
社会人まで一貫した長期的な選手強化はもちろん、
指導者も目まぐるしく変化する国際ルールや情報に
常にアンテナを巡らせておくことが不可欠であろ
う。

おわりに、福岡の地で全国レベルの大会を開催す
ることができ、幾多の優秀な選手を数多く輩出し、
強化育成ができる事に感謝し、今後も世界を目指す
選手を育成するのはもちろん、生涯柔道の環境作り
に尽力し、加納治五郎師範の「精力善用」「自他共栄」
を目指しつつ柔道界発展、スポーツ振興、青少年の
健全育成のために貢献したい。
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■福岡市サッカー協会

【設立年月日】
　1972（昭47）年

【加盟年月日】
　1968（昭43）年

【歴代会長】
 第１代　　梶　山　彦三郎
 第２代　　下大迫　三　德
 第３代　　篠 崎 俊 一
 第４代　　千 葉 信 夫

【歴代理事長】
 第１代　　下大迫　三　德
 第２代　　平 野 善 次
 第３代　　猪口志　　　曻
 第４代　　小 柳 　 稔
 第５代　　波多江　貴　志

【沿　　革】

福岡市サッカー協会は、1972（昭和47）年に
発足しました。それまでは、福岡県蹴球協会（現福
岡県サッカー協会）の福岡支部として、福岡市周辺
市町村を包含した組織で活動していましたが､ 福岡
市体育協会「創立10周年記念行事」として「市民
スポーツ人口の拡大」が提言された際、当時のサッ
カー関係者が提言の意を受けて協会設立の準備を進
め「福岡市サッカー協会」を誕生させました。ただし、
福岡市体育協会への加盟は、協会設立より一足早く、
1968（昭和43）年に「福岡県蹴球協会福岡市支部」
の名称にて申請を行い同年加盟が認められています。

発足時は17チーム（社会人11チーム・大学6
チーム）が加盟しましたが、その後、行政や上部団
体（福岡県サッカー協会）との関わりを密にして、
組織の整備や試合運営の円滑化を図るとともに、少
年の育成、女子サッカーの拡充、就学前幼児の育
成、シニア・クラブチームの拡充等々を推進した
結果、2010（平成22）年度末現在の加盟チーム
数は305（社会人：81大学：6 高校：29 中学：
61 少年：84 幼児：29 女子：11 シニア：4 ）チー
ムとなりました。

【福岡市サッカー協会関連の歩み】

1921（大正10）年　日本サッカー協会設立
1947（昭和22）年　福岡県サッカー協会設立
1972（昭和47）年　福岡市サッカー協会設立

第1回市長杯争奪福岡市民サッカー大会開催
1987（昭和62）年　市民総合スポーツ大会始まる

市長杯争奪戦（社会人39回、ジュニア32回、
幼稚園26回、フットサル18回、女子12回、
中学8回、シニア7回）のほか、区対抗学年別
サッカー、ママさんサッカーでも参加。

1990（平成2）年　第45回とびうめ国体開催
サッカー部門は総合で2位

1991（平成3）年　アジア女子サッカー選手権
1993（平成5）年　Jリーグ（10クラブ）誕生
1994（平成6）年　「アビスパ福岡」誕生

「中央防犯福岡ブルックス」から名称変更
1998（平成10）年　東福岡高等学校サッカー部

3冠達成（高校総体・日本ユース・高校選手権）
1999（平成11）年　「サッカーのつどい」始まる

毎年1月、協会役員・加盟チームが参加
2002（平成14）年　福岡市サッカー協会創立

30周年。ＦＩＦＡワールドカップ日韓同時開催
2009（平成21）年　福岡大学サッカー部

第33回総理大臣杯全日本大学サッカートー
ナメント大会　優勝
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【組織整備】

設立当初は役員3（支部長・理事長・事務局長）
名でしたが、前述のとおり普及・拡大推進の結果現
在の理事会は、会長・副会長2・理事長・常任理事
12（社会人・大学・高校・中学・ジュニア・幼児・
女子・クラブ・審判・総務渉外・財務・事務局）の他、
理事2（学識経験者:メディア・医事）と監事2の総
員20名で構成されています。

また、評議員会は、社会人・大学・高校・中学・
ジュニア・幼児・女子・クラブ・審判のセクション
から各1名と、行政区各１名の総員16名で構成さ
れ、理事会は年4回、評議員会は年１回開催してい
ます。さらに、組織の強化・発展を展望し、1999（平
成11）年より毎年1月に、協会役員・チーム指導者・
選手が一同に会する ｢サッカーのつどい｣ を開催し
ています。

【現在の活動】

Ⅰ．少年の育成
少年サッカーの育成を協会の最重要課題とし

て、行政・上部団体との連携のもと、大会・教室
の開催や指導者講習会等に長年取り組んでいま
す。主な事業は①全国大会福岡市予選、②九州大
会福岡市予選、③福岡県新人戦福岡市予選、④全
日本フットサル大会福岡市予選、⑤Ｊ：ＣＯＭ福
岡杯、⑥福岡市長杯少年大会、⑦各区選抜対抗戦
大会、⑧福岡市フットサルフェスタ、⑨学年別交
流大会の他、｢五年生宿泊研修会｣｢指導者講習会｣
｢アビスパ福岡サッカー教室｣ など、数多く開催

しています。
また、近年 ｢会場確保が容易、選手の出場機会

の増加、フェアプレー精神の高揚｣ 等の効果が期
待される ｢8人制サッカー｣ の普及拡大にも努め
ています。

Ⅱ．Ｊリーグとアビスパ福岡
1993（平成5）年のＪリーグ発足に合わせ 

｢福岡にプロチームを・・・｣ との誘致活動が高
まり、翌1994（平成6）年、待望のプロサッ
カークラブ ｢アビスパ福岡｣ が誕生しました。
チーム成績は紆余曲折を重ねてきましたが、今年

（2011年）Ｊ１に昇格しました。
地元出身の選手層も年ごとに厚くなっていま

す。これからも ｢アビスパ福岡｣ が日本一のクラ
ブチームに発展することを期待し、福岡市から
より多くのプロサッカー選手が誕生することを
願っています。

■本協会主催の大会・教室
・福岡市長杯サッカー大会（社会人、中学、少年、

幼稚園、女子、シニア）
・福岡市フットサルフェスタ（幼稚園・少年）
・福岡ジュニアフットサルフェスティバル
・高校サッカー新人親善大会ふくおか
・Ｊ：ＣＯＭ福岡ジュニアサッカー大会
・各区選抜対抗サッカー大会
・ママさんサッカー大会
・アビスパ福岡ジュニアサッカー教室
・少年サッカー指導者講習会

　　　　　　　　　（文責　副会長　小柳　稔）
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■福岡市スキー協会

【設立年月日】
 1987（昭62）年

【加盟年月日】
 1962（昭37）年
 　　福岡県スキー連盟福岡支部として加盟

【歴代会長】
 1987 （昭62）年 安 藤 美 勝
 1989 （平　元　）年 伊 奈 義 郎
 1992 （平　４　）年 大　丸　健之助
 1996 （平　８　）年 定 直 広 光
 2006 （平18）年 青 柳 泰 治
 2010 （平22）年 今 泉 徳 弘

【歴代理事長】
 1987 （昭62）年 日 野 佳 弘
 1989 （平　元　）年 青 柳 泰 治
 2006 （平18）年 宮 野 哲 美
 2010 （平22）年 城 野 典 隆

【沿　　革】

福岡市スキー協会の前身は「福岡県スキー連盟福
岡支部」です。この「福岡支部」は1962（昭37）
年に、福岡県スキー連盟に所属し、福岡市内にスキー
クラブの事務局を置いている有志6クラブが集まり
結成されました。結成の理由は、当時スキー人口の
少なかった福岡で、市民に白銀の世界の素晴らしさ
やスキースポーツの楽しさを体験してもらうととも
に、福岡市におけるスキーの普及を図っていくため
です。この「福岡支部」の設立を契機に、福岡市体
育協会に加盟し、福岡市民のスキースポーツの普及
とその振興を図ろうと1963（昭38）年より毎年

「福岡市民スキー大会」を開催していくことになり
ました。

1972（昭47）年「第11回冬季オリンピック大
会札幌大会」を契機に、福岡の地でもようやくスキー
ブームが湧き起こりました。当時の記録映画【白い
恋人たち】でオリンピック選手達の友情と感動の物
語を見た若者達が、白銀の素晴らしさとスキーの魅
力を知り、スキーブームに拍車をかけました。この

ブームに乗って、福岡のスキー人口も増加の一途を
たどり、市民スキー大会の参加者も次第に多くなっ
てきたため、1975（昭50）年に「福岡市民スキー
競技大会」と名称を変更し、本格的なスキー競技大
会を目指すこととなりました。市民スキーヤーの技
術も年々上達し、会を重ねるごとに大会参加者も増
え、大会エントリー数も150名を超える大会まで
に成長していきました。

1987（昭62）年、これまで福岡市民のスキー
スポーツの普及・発展に寄与してきた「福岡県ス
キー連盟福岡支部」の名称を「福岡市スキー協会」
と変更し、6クラブから新たに2クラブの協力を得
て新たに市民スキースポーツの普及・発展に寄与す
ることとしました。名称変更の理由は、これまでに、
福岡市民のためのスキーの普及と振興にそれなりの
実績を積み、スキー競技大会等では大会そのものが
他の大会と引けをとらないほどに成長したこと、ま
た、スキーシーズン中の行事等も、福岡市民に定着
したことなどを考慮して、「福岡市体育協会」傘下の
スキー団体として明確にした方が良いとの考えから
です。
「福岡市スキー協会」の名称の変更に伴って行事

の拡充も行い、現在次のような行事を展開し、福岡
市民のスキースポーツの普及・振興に努めています。

【現在の活動】

１　福岡市民スキースクール
福岡市民を対象に、スキーの楽しさと基礎ス

キー技術の向上を目指して、毎年、2月の連休に
スキースクールを開催しています。
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このスキースクールは、初めてスキー板を履く
初心者から、級別テスト3級及び2級程度の中級
者を主な対象者として、全日本スキー連盟の指導
員・準指導員が懇切丁寧に指導しています。

会場は、鳥取県の大山スキー場で実施しており、
毎年、福岡から大型バスを貸しきり、大山までの
長い車中を楽しく過ごしながら明日からの白銀の
世界でのスキーに胸を躍らせながら行っていま
す。

最近は宮崎県の五ヶ瀬スキー場や北海道の日高
スキー場でも実施し、参加者に喜んでいただいて
います。

2　福岡市民総合スポーツ大会としての福岡市民ス
キー競技大会

当初は、スキー教室の参加者を対象に、ポール
をくぐってタイムを競い合う楽しさを含んだ市民
スキー大会として実施をしていましたが、福岡市
体育協会が「福岡市民総合スポーツ大会」として
体育協会傘下の団体の競技大会をまとめて行うよ
うになったため、従来の「市民スキー大会」を「市
民スキー競技大会」に名称を改め、本格的な競技
指向のスキー大会とすることにしました。

この市民スキー競技会も、当初の市民スキー大
会から数えると2010（平22）年度で第37回
を迎えることとなり、この間、このスキー大会を
ボランティア活動で支えてこられた諸先輩に敬意
を表するとともに、枡水及び大山スキー場関係者
の協力の賜であることに感謝する次第でありま
す。

現在、この市民スキー競技会には、例年、100
名前後の参加者を得て盛大に実施しており、中に
は冬季国民体育大会の福岡県代表選手も多く出場
しています。

3　「スキーヤーズパーティー」の実施
福岡市民にとってスキースポーツは馴染みの少

ないスポーツであったため、当初は「スキー映画
会」とお楽しみ抽選会などを実施していました
が、1993（平5）年からは「スキーヤーズパー

ティー」を11月に福岡市内で実施しています。
この催し物は、スキーシーズンを前にホットな

情報をお届けするとともに、食事等をしながらの
スキーヤー相互の親睦と交流を図り、来るシーズ
ンの心の準備と気運を盛り上げる目的で実施して
います。ちなみに、お楽しみ抽選会は、近隣のス
キー場や福岡のスキー関係ショップ、ツアー会社
等からの協賛をいただきながら豪華賞品が当たる
抽選会をゲームを交えながら楽しく実施してお
り、最近では参加者500名規模のパーティーと
なっています。

4　ジュニアオープンスキー大会
毎年体育の日に、飯塚市にあるサンビレッジ茜

スキー場（人工スキー場）にてジュニア層の競技
力向上、夏場のトレーニングの一環として競技会
を実施しています。ここでは年間を通して滑走可
能であり雪の上で使うスキー用具と同じもので滑
走できるため冬場に向けた絶好のトレーニング場
と言えます。

 （文責　福岡市スキー協会　理事長　城野典隆）
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■福岡市スケート連盟

【設立年月日】
 1962（昭37）年

【加盟年月日】
 1965（昭40）年

【歴代会長】
 1962（昭37）年 徳　島　喜太郎
 1982（昭57）年 市 川 慶 三
 1993 （平　5　）年 小 森 孝 男
 1997 （平　9　）年 右 田 喜 章
 2003（平15）年 堤 　 敬 志
 2007（平19）年 礒 山 誠 二
 2010（平22）年 入 江 浩 幸

【歴代理事長】
 1962（昭37）年 星 野 謹 吾
 1972（昭47）年 内 田 秀 夫
 1977（昭52）年 大 井 久 喜
 2003（平15）年 富 永 敏 明

【沿　　革】

福岡市のスケート競技は、福岡市天神、現ソラリ
アホテルの地に1955（昭30）年、「福岡スポーツ
センター」が開業したことから始まりました。大陸
でのスケート競技経験者が福岡に多かったことも、
普及が早かった理由として挙げられます。

福岡市では早くも57（昭32）年冬季国体にフィ
ギュアとアイスホッケーが初参加。同年、福岡大学
にアイスホッケーとスピードの同好会も発足。その
後、国体や大学の大会などに積極的に参加し、徐々
に成績を上げていきました。

1962（昭37）年、福岡市体育協会の設立を機に、
福岡市スケート連盟創設の気運が高まり、それまで
テニスボールでアイスホッケーを楽しんでいた職域
クラブから、スケートの幅広い普及を目指し、組織
化を図りました。同年、福岡市スケート連盟を設立。
福岡市体育協会へは3年後の65（昭40）年に加盟
しました。

当初、理事会の下にフィギュア、スピード、アイ
スホッケーの3部門を置き、各専門部の指導員で普

及委員会を組織。毎週木曜、一般を対象に3部門の
教室を開催したり、火・金曜にはリンクに滑り放題
の“スピードタイム"を設けるなどしました。

福岡市でスケートが普及した背景の一つに、中学
校での熱心な指導が挙げられます。スケート競技経
験のある教師を中心に、中学にスケート部を開設。
当初、4校で行っていた日曜の早朝貸切練習会への
参加校も次第に増え、65（昭40）年には福岡市中
学校体育連盟に、東京以西唯一のスケート専門部が
創設されたのです。

そのような環境で育成された中体連1期生が、高
1になった64（昭39）年、スピードは冬季国体で
福岡市連初の入賞を果たしました。その後も国体成
年部門や全日本選手権で優勝や上位入賞する選手が
続出し、72（昭47）年の札幌オリンピックではロ
ングトラックのレースに伊藤清美が出場しました。
また、アイスホッケーは国体少年の部において65

（昭40）の初出場以来、徐々に力をつけ初め、69（昭
44）には国体アイスホッケー初入賞5位を手にし、
その後の7年間はベスト8以上、うち2回準決勝進
出の成績を上げるなど、昭和40年代は福岡市アイ
スホッケーとスピードにとって光り輝いた時代でし
た。

しかし71（昭46）年、中学校指導要領、特別教
育活動の改変で中学や高校スケート部の活動は途絶
えましたが、代わりに台頭してきたのがフィギュア
部門です。75（昭50）年頃から全国大会優勝・入
賞者を輩出し、ついに88（昭63）年第15回カル
ガリーオリンピック・アイスダンスに鈴木弘幸・田
中智子が出場しました。

その後の2000（平12）年頃からフィギュアの
黄金期が始まります。全日本や多くの国際大会で活
躍した岡崎真（福大）、そして岡崎の引退後は中庭
健介（パピオC）と南里康晴が2012（平23）年
までトップ選手として福岡のみならず日本のフィ
ギュア界を引っ張ってきました。

スピードのショートトラックでは石原辰義が
1979（昭54）年に世界最高記録を達成、一躍注
目を集めました。世界トップの選手に成長した石原
は、数々の輝かしい記録を打ち立て94年に引退し



〈第３０回福岡市民スピードスケート競技会〉

〈藤澤亮子選手の演技〉
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ましたが、02（平14）年〜 06（平18）年には、
山田伸子、古屋由布子、三浦裕、池智徳など多くの
選手が、世界レベルの大会への出場を果たすなど、
昭和40年代の黄金期に近づいてきました。

【現在の活動】

フィギュアでは郡山智之（福大）や山田耕新（関
大）が福岡のトップとして活躍する中、野添紘介（東
福岡）や06（平18）年のトリノ五輪を見てスケー
トを始めた川原星（筑邦西中）が天性の素質でトリ
プルアクセルまで習得し、既に数々の国際大会で活
躍しています。

女子は上位に入る選手がおらず、全日本に出られ
る選手もしばらくいませんでした。ここ10年ほど
前代未聞のフィギュアブームでクラブや教室がパン
クするほど入会希望者が殺到したおかげで競技人口
は増えましたが、突出した選手は見当たりません。
国体でもなかなか入賞できない年が続きましたが、
11（平23）年の三沢国体で８年ぶりに入賞を果た
しました。国際大会でも高い評価を得ている藤澤亮
子（飯塚高校）と平田奈々美（福岡女学院）が初参
加で素晴らしい能力を発揮してくれたのです。彼女
らと同世代の選手は実力のある者が多く、今後の成
長が楽しみです。

スピードでは、小中学生のノービスクラスが着実
に力をつけており、全日本ノービス大会で04（平
16）年に与那誠一が総合優勝、また、弥中美由は
05（平18）年以降10（平22）年までに、総合

優勝を４回達成、09（平21）年にはアジアショー
トに出場しています。他にも07（平19）年宮田侑
季・総合2位、辰巳香子・総合3位、09（平21）
年宮田隆平･総合2位、床次秀夫は08（平20）年
･総合2位、10（平22）年･総合3位、また橋本
啓嗣は10（平22）年･総合2位、（11（平23）年
にはアジアショートに出場）など、上位入賞者が相
次いでいます。

また、簑原亜季、髙島はるか、横山世奈、水谷悠
一など将来楽しみな選手も多く在籍しています。

アイスホッケーでは、2011（平23）年に４６
回を向かえた、社会人、大学生、高校生のチームに
よる福岡市民リーグ戦や２０回目を向かえる中学
生、小学生、女性のチームによるジュニア・レディ
ス親善大会を開催しています。

普及部で行っている教室には低年齢層の方々が多
く参加されていますが、幅広い年齢層にスケートの
基礎を学んで頂くことと、その中から競技選手の発
掘を目指して、毎回指導に当たっています。

■本連盟主催の大会・教室
・福岡市フィギュアスケート競技会
・福岡市民スピードスケート競技会
・アイスホッケー福岡市民リーグ戦
・福岡市アイスホッケー戦ジュニア・レディス

親善大会
・初心者スケート教室、夏休みスケート教室
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■福岡市相撲連盟

【設立年月日】　1963（昭38）年4月

【加盟年月日】　1964（昭39）年4月

【歴代会長】

 1963（昭38）年～ 1987（昭62）年

  大　神　健太朗

 1987（昭62）年～ 2003（平15）年

  井　上　雅　實

 2003（平15）年～現在 井　上　貴　博

【歴代副会長】

 1964（昭39）年～ 1978（昭53）年

  古　屋　　　和

 1965（昭40）年～ 1967（昭42）年

  柴　田　きよし

 1967（昭42）年～ 1974（昭49）年

  清　武　　　肇

 1975（昭50）年～ 1994（平　6）年

  藤　永　剛　策

 1995（平　7）年～ 2003（平15）年

  横　田　　　豊

 2003（平15）年～現在 森　　　和　人

 2003（平15）年～現在 横　田　昌　和

【歴代理事長】

 1965（昭40）年～ 1966（昭41）年

  竹　田　一二三

 1967（昭42）年～ 1969（昭44）年

  三　宅　邦　彦

 1970（昭45）年～ 1975（昭50）年

  大　穂　利　八

 1976（昭51）年～ 1984（昭59）年

  藤　原　冨　造

 1985（昭60）年 中牟田　勝　弘

 1986（昭61）年～ 2000（平12）年

  西　際　康　雄

 2001（平13）年～ 2003（平15）年

  森　　　和　人

 2003（平15）年～ 2010（平22）年

  吉　岡　勝　人

 2011（平23）年～現在 山　内　　　司

【沿　　革】

福岡市相撲連盟は、1963（昭38）年、「アマ
チュア相撲道の健全なる普及発展と相撲道を通じて
次世代を担う青少年の健全育成を図り、地域に貢献
する。」ことを目的とし、設立され、住吉神社相撲
場で記念すべき第一回福岡地区青年相撲大会を開催
いたしました。以来、1964（昭和39）年の福岡
県民体育大会を皮切りに、国民体育大会福岡県予選
などの各種大会において輝かしい成績を収め、全国
大会へと進み福岡市相撲連盟の名声を残してきまし
た。

地域におきましては、1979（昭54）年の福岡
市制90周年記念市民総合スポーツ大会では、第1
回市民体育大会相撲大会を住吉神社相撲場で開催
し、小学生の部、青年一般の部と盛会に終わりまし
た。これを機に、例年11月3日に福岡市民体育大
会として小学生相撲大会を県営武道館相撲場で実施
し、本年で３３回目を迎えます。現在は、福岡市市
民総合スポーツ大会として、青少年健全育成を目指
し、住吉神社相撲場で継続しております。

前回の40周年史以降の各種大会につきましては、
国民体育大会福岡県予選や福岡県民体育大会等の各
種大会に毎年出場しています。2004（平16）年、
福岡県相撲選手権大会成年の部で宇高賢志選手が3
位に入賞しました。福岡県民体育大会においては、
2005（平17）年に個人戦はベスト8、団体戦は
3位に入賞、2006（平18）年に団体一般の部で3
位に入賞、2007（平19）年に個人・団体ともに
優勝、2010（平22）年に個人・団体ともに3位
に入賞するなど優秀な成績を収めております。特筆
すべきことは、2006（平18）年に行われました
国民体育大会福岡県予選におきまして、成年の部で
宇高賢志選手が見事個人優勝を飾り、福岡市の選手
としては久しぶりの国体出場を決めました。2008

（平20）年2月、前年の福岡県民体育大会での成績
を評価され、平成19年度福岡市体育協会表彰を受
けました。

この他にも、太宰府天満宮奉納相撲大会や住吉神
社名越大祭奉納相撲大会、福岡県少年相撲大会、ク



福岡市民総合スポーツ大会少年相撲大会
（於：住吉神社相撲場）

住吉神社名越大祭奉納赤ちゃん土俵入り
( 於 : 住吉神社相撲場 )
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ラブ対抗少年相撲久山大会では、毎年上位に入賞す
るなどの成績を収めています。また、全九州各県対
抗青年相撲選手権大会や全日本青年相撲選手権大会
に福岡県代表として、当連盟の選手が選ばれた実績
もあります。

【現在の活動】

福岡市相撲連盟では、年間行事といたしまして、
住吉神社名越大祭奉納相撲大会・奉納赤ちゃん土俵
入り、福岡市民総合スポーツ大会少年相撲大会を主
催しています。奉納赤ちゃん土俵入りは、毎年300
名近くの応募があり、大変な賑わいを見せておりま
す。

  

相撲の競技人口が減少する中、国技・相撲道の精
神を幅広く認識していただくために、当連盟の会
長が住吉神社横綱奉納土俵入りの再誘致に関わり、

2008（平20）年11月に44年ぶりに復活いたし
ました。また、昨年の大相撲九州場所市民激励会で
は、その準備に関わり、幕内力士全員と九州の十両
力士、親方衆をはじめとする日本相撲協会関係者を
招き、約２０００人もの一般市民の皆様方にご参加
いただき、相撲の魅力に触れていただきました。こ
の他、地域における子ども相撲大会のお世話や大会
前の子供たちへの指導にあたるなど、次世代を担う
青少年の健全育成に参画することにより、幅広い世
代へ向けて、相撲の普及活動に努めています。

福岡市相撲連盟は、福岡市体育協会とともに歩み、
50年の歴史を重ねてまいりました。先人の皆様方
が愛してこられた国技・相撲の発展に向けて、選手・
指導者の育成と誰もが相撲に親しめる環境づくりに
今後とも力を注ぎたいと思います。



第9回世界水泳福岡2001年（公式報告書）より
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■福岡市水泳協会

福岡市水泳協会は福岡水泳協会として発足し、
福岡県水泳連盟に発展的に改組されたため創立時
から戦後まで人的にも、組織的にも重複している
とおり、加盟会員は県水泳界の中核であると自負
ていた様です。

【設立年月日】　1930年（昭　5　）年
【加盟年月日】　1962年（昭37）年
【会　　　長】
 満　田　隆　一 1930（昭　5　）年
 不　破　武　雄 1939（昭14）年
 笹　森　四　郎 1946（昭21）年
 野　中　春　三 1955（昭30）年
 宮　田　又三郎 1960（昭35）年
 赤　羽　善　治 1961（昭36）年
 川　辺　良　一 1974（昭49）年
 高　木　恒　夫 1980（昭55）年

以上県連会長と福岡水協会長は兼任してきた
が、赤羽会長を初代として、以降は、福岡市水泳
協会長として明確に分離します。

 林　　　志　男 1987（昭62）年
 佐　谷　隆　昭 1995 （平　7　）年
 原　田　節　郎 1999（平11）年
 目　野　正　利 2001（平13）年
 中　山　登志彦 2007（平19）年
 舟　木　佳代子 2009（平21）年

【理 事 長】
 正　木　順二郎 1962（昭37）年
 桑　野　正　美 1966（昭41）年
 簑　原　友　義 1969（昭44）年
 林　　　志　男 1975（昭50）年
 原　田　節　朗 1981（昭56）年
 矢　野　幸　盛 1987（昭62）年
 波多江　逸　郎 1985（昭60）年
 山　住　哲　生 1999（平11）年
 中　山　登志彦 2005（平17）年
 井　上　欽　弘 2007（平19）年
 中　山　登志彦 2009（平21）年
 　　　　　（以上県水連盟資料等による）

福岡市水泳協会の歩みをたどるスタートは、1974（昭
49）年に全国高校総体福岡大会1990（平2）年、
２順目の「とびうめ国体」1991（平3）年に全国
中学。続いて1995（平7）年には世界規模のユ
ニバーシアード福岡大会が開催された。初の大規模
な国際大会だけに県水泳連盟の中核となる会員達は
直接レースにかかわる競技役員のほか練習会場の案
内、警備、空港への選手送迎、選手村の世話など大
変な努力をして大会は大成功に終わったようです。

そのような成果があってパンパシフィック大会の
誘致が決まり、1997（平9）年8月9日―13日
に福岡市立総合西市民プールで熱戦が展開された。
この大会から計時、データ処理システムが稼働した
ので、計時、記録等の競技役員が大幅に減り、選手
接待などもすべて業者に委託されたようです。

2001（平13）年7月16日から福岡市・マリ
ンメッセをメーン会場に開催される「第９回世界水
泳選手権大会福岡2001」です。

世界水泳界の最大のイベントが福岡市で開かれる
ことは国際交流都市を標榜する福岡市の熱心な誘致
運動、設備の充実は不可欠の条件であるが、それに
呼応する水泳関係者・福岡市職員の大会運営能力が
高く評価された結果であります。

 【沿　　革】

九州大学水泳部のメンバーが中心になって設立準
備が進められ、1930（昭5）年に九大教授の満田
隆一が会長に就任、下山義徳（日航福岡出張所長）
を副会長、田中幸生（筑紫女学園）を専務理事に福
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岡水泳協会が誕生したようです。
設立前後の状況を見ると1922（大11）年に日

本水泳界はクロール泳法を採用、2年後の第6回極
東選手権（大阪）で完勝したこともあって競泳熱が
一気に高まります。

大濠プールが誕生するまでの福岡市の水泳事情を
各校の水泳部史やOB談によると池や海岸に網を張
り、泳いでいたようです。

待望の大濠プールができると市内の修猷館、福岡、
福岡師範などが練習に集まってきた。1930（昭5）
年に水泳部が誕生です。

1933（昭8）年には田中監督が育てた柳瀬静さ
んが日本選手権平泳ぎ6位はいったのが、名門筑紫
女の第一歩。翌年には同校にプールが出来たようで
す。

そして1936（昭11）年のベルリンオリンピッ
ク200平泳ぎで、修猷館出身の葉室鉄夫選手が2
分42秒5の五輪新で優勝した。福岡市からただ一
人の金メダリストです。

福岡の水泳熱は一段と燃え上がり、翌年8月には
大濠会場で協会と福岡日日新聞社共催の日米対抗が
開かれた。だが、今までの水泳大会は九大や旧制高
校の主催で、やっと新聞社が応援をはじめたようで
す。

その後、1958（昭33）年の日本高等学校選
手権では、第3回アジア大会で100m背泳ぎ優
勝デビューを果たした田中聡子（筑紫女学園）が
100m, 200m背泳ぎで再び優勝した。筑紫女学園
は総合6位を獲得。翌年5位と健闘し1962（昭
37）年の日本高等学校選手権では、筑紫女学園総
合2位を獲得したようです。

1960（昭35）年のローマオリンピックでは、
田中聡子（八幡製鉄）が100m背泳ぎで銅メダル
に輝いたようです。
（福岡県水泳連盟機関誌、同80年記念誌、を参考

資料とした。福岡市水泳協会　坂井　良明記）

【大会実績】

[1978（昭53）バンコクアジア大会]
　女子800m自由形 3位 栃原　恵（福泳会）
[1987（昭62）パンパシフィック大会]
　女子100m自由形 7位 島雄陽子（福岡大）
[1989（平1）パンパシフィック大会]
　女子200m自由形 7位 島雄陽子（福岡大）
[1990（平2）北京アジア大会]
　女子200m自由形 6位 肥川葉子

（福岡イトマン・はるおか）
[1991（平3）パンパシフィック大会]
　女子200m自由形 4位 肥川葉子

（福岡イトマン・はるおか）
[1992（平4）バルセロナ・オリンピック]
　女子400mメドレーリレー第1泳者　5位

肥川葉子　（福岡イトマン・はるおか）
[1993（平5）パンパシフィック大会]
　女子100m背泳 3位 肥川葉子（はるおか福岡）

（福岡イトマン・はるおか）
　女子200m背泳 3位 肥川葉子

（福岡イトマン・はるおか）
[1999（平11）パンパシフィック大会]
　男子100m平泳 7位 今井亮介（KSG岩田屋）
[2001（平13）ユニバーシアード大会]
　男子100m平泳 3位 今井亮介（KSG岩田屋）
[2009（平21）ユニバーシアード大会]
　女子100m平泳 3位 野瀬　瞳（大野城SC） 

女子100m背泳 1位 酒井志穂
（ブリヂストン）

女子200m バタフライ 3位 南園　遥
（ブリヂストン）

　女子100m バタフライ 3位 黒木綾乃（福岡大） 
[2009（平21）世界選手権ローマ大会]
　女子100m背泳 4位 酒井志穂（ブリヂストン）     
[2010（平22）広州アジア大会]
　女子200m背泳 2位 酒井志穂（ブリヂストン）       
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■福岡市ソフトボール協会

【設立年月日】

 1962（昭37）年

【加盟年月日】

 1962（昭37）年

【歴代会長】

 1962（昭37）年  菱 山 芳 造

 1982（昭57）年  古 賀 　 元

 1992（平　４　）年  新　宮　松比古

 2011（平23）年  津 田 隆 士

【歴代理事長】

 1962（昭37）年  川原田　稲　雄

 1976（昭51）年  市　川　総一郎

 1992（平　４　）年  柴　戸　元次郎

 2005（平17）年  大 冨 淳 司

【沿　　革】

ソフトボールは、「野球の為の冬季トレーニング
ゲーム」として1900年（明治33年）前後にアメ
リカでおこった「インドア・ベースボール」に始ま
ると伝えられています。

我が国には、大正10年頃に紹介されました。
昭和20年ごろアメリカ駐留軍が、東区雁の巣基

地（当時糟屋郡和白町）においてソフトボール競技
を改めて紹介して以来、福岡市を中心にソフトボー
ルが普及されてきました。

昭和37年に福岡市体育協会が設立される際に、
これに加盟するために福岡市ソフトボール協会が設
立されました。

初代会長には菱山芳造氏（城南ビル社長）初代理
事長に川原田稲雄氏（福岡通産局）、事務局は福岡
県ソフトボール協会内に置き多田道子福岡県ソフト
ボール協会事務局員が福岡市ソフトボール協会事務
局も兼任されました。

この発足における所属の審判員は60名、チーム
登録は25チームからの出発でありました。

また、福岡市ソフトボール協会の設立目的は、「市

民相互の親睦と融和をはかり、健康維持と青少年の
健全育成を図る」ことを目的として、次の事業を実
施するとされていました。

①福岡市体育協会との共催による壮年ソフトボー
ル大会を毎年3月に実施する

②技術指導員を派遣してチームの増強と育成を図
り普及と発展に努める

③リーダー・バンク登録指導者の養成講習会を実
施し優秀な指導員の養成に努める

④公認審判員認定講習会を開催し公認審判員の増
員と養成にあたる。

⑤市内における総てのソフトボール大会に審判員
を派遣し、正しいゲームの運営と指導に当たる。

昭和27年の「第4回全日本高校女子ソフトボー
ル選手権大会」（西宮球場）に福岡中央高校が初出
場して以来、6年連続で出場して上位進出を果たし
ていました。同校は、昭和36年の「第13回全日
本高校女子ソフトボール選手権大会において、各都
道府県代表47校の中で見事念願の優勝を遂げまし
た。

また、福岡市内の女子チームでは、私立高校の精
華女子高、公立高校の香椎高校、男子チームでは、
福岡高校（定時制）、福岡第一高校、城南高校が全
国大会に出場して優秀な成績を残しています。

昭和45年8月22日から開催の「第2回世界女
子ソフトボール選手権大会」には、世界9 ヶ国が参
加しアメリカと並んで1位で決勝トーナメントに進
出し、決勝でアメリカを１対０で破り世界一の栄冠
に輝きました。

全国中学女子ソフトボール大会昭和62年岐阜県
岐阜市で開催されました「第9回全日本中学女子
ソフトボール大会」で早良区の次郎丸中学校が、決
勝戦で栗原中学校（神奈川県座間市）と対戦して両
チーム４対4でタイブレークの末次郎丸中学校が初
優勝を飾りました。

平成に入り南区の柏原中学が、「第１９回全日本中
学生女子ソフトボール大会」で上野由岐子投手（現、
ルネサスエレクトロニクス高崎）を中心に決勝戦で
阿久津中学（栃木県）と対戦して６対１で快勝して



（全日本小学生福岡市大会風景）

（伝達講習会風景）

（全日本壮年福岡市大会風景）

61　

●加盟団体史●　

全国制覇を成し遂げました。
また、上野由岐子選手は、「第29回北京オリンピッ

ク」で活躍してオリンピック待望の金メダルを獲得
しました。

【現在の活動】

福岡市ソフトボール協会では、１７の主催大会と
６の主管大会を開催しております。

全国大会出場を夢みて試合開始のあいさつが終わ
り今から試合が始まります。

福岡市に登録されている壮年チームは、6チーム
あります。毎年、全日本・西日本・九州壮年大会に
出場する為に素晴らしい試合を繰り広げています。

福岡市ソフトボール協会では、毎年審判講習会を
開催しております。各地区の末端までルール等が伝
達されて「いつでも・何処でも・誰でも」同じルー
ルで同じジャッジを基本に行っております。
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■福岡市ボート協会

【設立年月日】

 1960（昭35）年 

【加盟年月日】

 1964（昭39）年

【歴 代 会 長】

 1968（昭43）年  楠 根 宗 生

 1970（昭45）年  高 木 康 敬

 1975（昭50）年  中 森 　 宏

 1993（平　5　）年  川　崎　八千雄

【歴代理事長】

 1960（昭35）年  鈴 木 淳 弥

 1966（昭41）年  柴 戸 一 成

 1970（昭45）年  隈 　 陽 一

 1971（昭46）年  光 武 新 人

 1975（昭50）年  浜 上 潮 児

 1976（昭51）年  新 原 重 範

 1993（平　5　）年  冨 谷 　 猛

【沿　　革】

1964（昭39）年開催の東京オリンピックを目
指し、全国各地でクルー強化の動きが顕著になりつ
つあった1960（昭35）年頃、福岡の地での選手
育成と強化、さらにボート競技の普及発展を期し、
当時、福岡市役所勤務の傍ら、九州大学ボート部の
コーチをしていた鈴木淳也（故人）が中心となり、
福岡市漕艇協会が設立されました。 

当時は、シートを固定した6人漕ぎのフィックス
艇で大会を行い、那珂川や、多々良川の河口・海岸
部が主な活動の場であったと聞き及びます。  

鈴木氏物故の後、世話役となる人材に恵まれるこ
となく活動が低迷しましたが、1970年代に入り、
社会人の参加を中心とした活動に主眼をおき競技人
口の拡大と、永年活動の場を提供する動きが始まり
ました。

初心者教室の開催や、経験者交流レガッタ開催な
どを実施する傍らで、全国各地から福岡に集散する

ボート競技経験者の連絡網づくりと、競技再開希望
者のバックアップを行いながら、今日にいたり、競
技の普及・大衆化に貢献してきています。 
「漕艇」という呼称は、永く親しまれてきていま

すが、1998（平10）年、「日本漕艇協会」が「日
本ボート協会」に名称変更したことから、「福岡市漕
艇協会」も、1999（平11）年1月1日をもって「福
岡市ボート協会」と名称を変更しました。 

また、2006（平成18）年12月、特定非営利活
動法人格を取得、2007（平成19）年4月に、香
椎浜埠頭協会艇庫を建設、今日の活動拠点となって
います。

【現在の活動】

主催する競技会の大きな特徴は、年齢・経験によ
るハンディを調整して広範な参加者層を確保する事
を狙いとしていることです。初心者の部、中高年齢
者の部、第一線級選手の部、壮年の部、男女混合の
部など、気軽に参加しやすい工夫を加えています。
40年以上にわたりこの形で実施してきており、毎
年の常連クルーの交流もにぎやかに行われるように
なってきました。 

<福岡市民レガッタ> 
1961（昭36）年より、市内中心部にある大濠

公園にて毎年11月23日に実施されてきている息
の長い市民大会です。 （旧称;福岡市民競漕大会）

かつては、直線600Mの距離で実施されていた
のですが、噴水建設とそれに続く水面の仕切工作物
のために、350Mという中途半端な距離でのレース
を余儀なくされてしまい、噴水は、公園改修工事の
折に撤去されたものの、水面仕切り柵のみ復元され、
今日にても350Mでのレースしかできない環境と
なっています。しかしながら、関係者には非常に人
気の高い大会となっており、この大会期間にあわせ、
わざわざ帰福するという名物選手があったり、また
この日にあわせてOB会を開催するという団体もあ
るようです。 
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なお、この大会は、福岡市民総合スポーツ大会が
開催されるようになってから、同大会「ボート競技
の部」と位置づけられています。 

　  

<山笠レガッタ> 
1973（昭48）年夏、ひところ汚染のひどかっ

た那珂川がきれいになりはじめ、魚の泳ぐ姿も散見
されるようになったため、中断して久しい那珂川で
のボートレースを再開しようとの試みがなされ、多
くの関係者が集まる中、大成功をおさめました。 

この翌年から、市長杯・毎日杯をいただく山笠レ
ガッタが定期開催されるようになり、今日に至って
います。繁華街の水面を活用した大会開催は類例が
僅少であり、特異な存在感を持っているため、九州
各地は言うに及ばず、関東・関西方面からの遠征ク
ルーも増えてきています。
「福博であい橋」ができたことで、観覧に格好の

スポットを得たかたちとなり、一般市民の見物や声
援もにぎやかとなり、選手への大きな励みにつな
がっています。

<親子ボート教室>
香椎浜ふ頭に建設した艇庫を拠点として、年3回

前後、親子ボート教室を実施しています。参加者の
顔ぶれの中には、「常連」となった方々も多く、将来
の選手育成につながれば…と期待しているところで
す。

<日韓友好親善レガッタ>
2010（平成22）年3月、釜山広域市・韓国ボー

ト協会の協力を得て、クルーを招致し、協会艇庫前
のアイランド南部100m水路にて、第1回目の友
好親善レガッタを実施しました。今後、継続しての
隔年開催を目論んでおり、事業の柱の人地と位置づ
けているものです。

<主要年間活動> 
 4月初旬 松浦川交流レガッタ選手派遣 
 4・5月 親子ボート教室 
 5月中旬 九州朝日レガッタ参加者支援 
 6月中旬 国体福岡県大会参加者支援 
 7月初旬 山笠レガッタ（那珂川）開催 
 8月上旬 親子ボート教室
 9月中旬 慶ROWフェスタ
 9月下旬 国体本戦参加者支援 
 11月23日 福岡市民競漕大会（大濠）開催
 1月下旬 トレーニング講習会 
 2月下旬 審判員養成講習会 

<主たる活動の場所> 
　福岡市東区香椎浜ふ頭2-5-2
　　　アイランド100m水路
　福岡市東区名島1 ー 22 
　　　九州大学艇庫前（多々良川河口付近） 



－日中国交正常化 25 周年記念－
日中友好都市ジュニア卓球大会　64

　●加盟団体史●

■福岡市卓球協会

【設立年月日】1951（昭26）年4月 １ 日
【加盟年月日】1962（昭37）年1月25日 
【歴代会長】
 1953（昭28）年～ 1962（昭37）年
  小 野 　 栄
 1963（昭38）年～ 1966（昭41）年
  小 森 俊 雄
 1967（昭42）年～ 1995（平　７　）年
  森 山 善 七
 1996（平　８　）年～現在
  藤 川 正 幸

【歴代理事長】   
 1953（昭28）年～ 1962（昭37）年
  森 山 善 七
 1963（昭38）年～ 1965（昭40）年  
  川久保　辰　雄
 1966（昭41）年～ 1969（昭44）年  
  藤　野　吉之助
 1970（昭45）年～ 1977（昭52）年  
  安 武 八 郎
 1978（昭53）年～ 1996（平　８　）年
  田 川 楠 雄
 1997（平　９　）年～現　在
  葊 瀬 信 雄

【沿　　革】

平成12年に、福岡市卓球協会発足50周年記念
式典を開催、「福岡市卓球協会50周年史」を発刊し
ていることで、ご覧いただければ、当協会の詳細な

“あゆみ”を紐解くが出来ます。
福岡市民の間に卓球が愛好され始めた時期は、大

正末期から昭和初期にかけてであったようですが、
協会の組織に至っては戦後を待たねばなりません。

福岡都市圏を総括する組織、登録制による協会の
発足は、第3回国民体育大会福岡開催（昭23）に
伴う卓球競技準備委員会が設置された時（昭22）
と推測されます。しかし、国体の会場は福岡市でし
たが、準備委員会は県単位で関わっていましたので、
大会後、県下各地域単位に協会が設立したようです。

一方、我が国の卓球熱は、1952年のポンペイで
開催された世界選手権で、佐藤博治がシングルスで、
藤井・林組、西村・楢原組が男女各ダブルスで世界
の王座に輝きました。その後、男子では荻村、田中、
長谷川、女子では大川、江口、松崎などのチャンピ
オンを輩出、長く卓球王国を誇っていました。現在
では、中国主導の時代が長く続いております。ヨー
ロッパで生まれた卓球が、昭和20年代末からは、
完全にアジア主導に移行していったわけです。

こうした時流に乗って、福岡市卓球協会も歴史を
刻んできたと言えます。競技人口の盛衰にもその傾
向が顕著に見られます。

【現在の活動】　その１

かつては、卓球台さえあれば、どこでも出来たわ
けですが、他のスポーツに比して、広大な場所は不
要です。その為、数台の設置をもって、熱心な指導
者により、卓球センター（卓球場）が開設され、愛
好者にとっては大きな支えとなりました。現在では
福岡市及び周辺を含め10数カ所が力を入れておら
れます。こうした条件下にあって、卓球は、他のス
ポーツへの憧憬によるものか、さらには電子機器等
による子どもたちの拘束されない自由な趣味に流さ
れてか、かつて程盛んではありません。勿論、少子
化の影響も否めません。

優秀な逸材は学校の部活ではなく、各「センター」
で、英才教育を受け進出しているのが現況です。10
代から20代前半での全日本チャンピオンが排出して
いるのもそのよい例だと思われます。卓球に限らず
多くのスポーツに、その傾向が現れております。

【現在の活動】　その２

活動の主体は、各種大会に見ることが可能です。
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❖福岡市民選手権　協会のメイン大会で、昭和29
年から始まり、Ｈ22年度で57回を迎えていま
す。

種目　カデット男女（中２以下）ジュニア男女
（高２以下）一般男女複・年齢別男女単

❖春秋の森山杯　男女団体・単・複
❖福岡市社会人大会　男女
❖春秋のラージボール卓球大会
❖プレージュニア、小学生大会
❖市中学生学年別大会
❖公立高校大会及び私立高校大会
❖全日本選手権予選　カデット男女単・複
　同　男女ジュニア　他の予選は県単位で
❖メンズダブルスチーム卓球大会

県大会以上の大規模大会は勿論、九州の拠点都市
として福岡市での開催を希望する声が大きいことは
否めません。市民体育館、九電記念体育館だけでは、
限界にきており、招致出来ないのが現実となってい
ます。上記の各大会も、各区の体育館が多く、この
点では、かつて五輪招致を描いた本市のスポーツに
対する関心なり構想を蘇らせてほしいものです。ス
ポーツは、教育活動の要でもあります。その為にも
新奇な施策を各競技団体は取り組もうとしていま
す。

若年層の卓球人口が全盛期に比すれば寂しく、逆
に、現在の市卓は、高齢者、中でも女性の質量に支
えられていると言っても過言ではありません。

平成21年に福岡市民体育館で開催された「ワン
ダフルレディス」は、全九州各県から集まり、とて
も華やか且つ中身の濃いい大会でした。主婦卓球を
通して「九州は一つ」をアピールされた大会でもあ
りました。

＊数多くの大会を開催する為に、＜事務局長（平松秀敏）
事業部長（楠森正美）審判部長（吉村美智恵）＞（現担当
者）の各副理事長が組織を執行。　　　　

【見せる卓球へ】

21世紀元年、伝統ある卓球が大きく変わりまし
た。ピンポン玉が大きくなり、サーブ権が5本から
２本交替になり、１セット21本先取が11本へと縮
まりました。促進ルールも変わりました。これらは、
長かったゲームを大幅に短縮する効果になったので
す。こうした意図が、テレビ放映（実況）にとって、
より適切なものとなったわけです。 基本的なルール
が、ここまで改められたスポーツは他に例を見ませ
ん。もっともテレビ放映を可能にするため、ルール
を改めるという意図も奇異でなりませんが……。

この英断の下で、卓球ファンが増えたことも事実
です。反面、プロアマの差が大きく、既述したように、
英才教育を受けて伸（の）してくるプレーヤー世界
を目指して育成される時代になったのです。

日卓登録組は、当然上位を狙います。その一方で
は競技の域を超え、豊かな人生の支えにと努める
方々も増えております。今後は60代以上をさらに
細分化しなければならない程に質量とも向上してお
り、80代、90代のプレーヤーの活躍にも注目が集
まり、高齢者にとっては、ルール改正が幸いしたと
言えます。一回り大きいラージボールも中々好評で
す。

また、市卓協とは別に「主婦愛好会」があり、卓
球を通して、多目的サークルとして活動されている
実態も協会にとってはありがたいものです。

施設に恵まれれば、市内のあらゆる場所で、ピン
ポンに興じる光景が見られ、市民の活性化にとって
意義のあるフアミリースポーツだと言えましょう。

【市卓球協会登録者数（県全体の割合％）】に見る現況
Ｈ12年　3153（41．4）
Ｈ20年　3773（42．7）
Ｈ21年　3853（43．0）
Ｈ22年　3960（４２．９）

＊ここ10年間で800人増えています。福岡県下で占
める割合は、常に4割を超えており、今後もこの傾
向は変わりないものと予想されます。体協50年を
機に、市卓協は質量とも県をリードし、幅広い市民
の交流に寄与していくものと確信いたします。
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■福岡市中学校体育連盟

【設立年月日】　1948（昭23）年

【加盟年月日】　1962（昭37）年

【会　　長】　　越　智　信　彰　

【歴代会長】

 初 代 稲　永　文　作 1948年

 ２ 代 久　保　伊　作 1949 ～ 1950年

 ３ 代 山　田　光　男 1951年

 ４ 代 西　依　政治郎 1952 ～ 1955年

 ５ 代 益　田　道　信 1956 ～ 1959年

 ６ 代 岩　瀬　直次郎 1960 ～ 1961年

 ７ 代 葉　山　好　樹 1962 ～ 1965年

 ８ 代 松　井　寛　吉 1966年

 ９ 代 上　野　米　次 1967年

 10代 田　丸　義　重 1968年

 11代 山　田　利　蔵 1969 ～ 1977年

 12代 上　岡　之　孝 1978年

 13代 田　中　初　男 1979 ～ 1980年

 14代 小金丸　　　孝 1981 ～ 1982年

 15代 毛　利　茂　雄 1983 ～ 1987年

 16代 丸　林　弘　行 1988年

 17代 服　部　平　太 1989年

 18代 大　穂　　　猛 1990 ～ 1991年

 19代 宮　司　宗　明 1992 ～ 1993年

 20代 桑　江　良　和 1994 ～ 1996年

 21代 原　田　耕　吉 1997 ～ 1998年

 22代 赤　池　成　昭 1999年

 23代 小　城　　　廣 2000 ～ 2001年

 24代 立　野　俊　六 2002 ～ 2005年

 25代 浅　見　義　紀 2006 ～ 2007年

 26代 波多江　淳　二 2008 ～ 2009年

 27代 越　智　信　彰 2010年～

【歴代理事長】

 初 代 雑　賀　　　要　1948 ～ 1950年

 ２ 代 中　村　喜　義　1951 ～ 1956年

 ３ 代 岡　部　利　安　1957 ～ 1959年

 ４ 代 山　田　利　蔵　1960 ～ 1962年

 ５ 代 柴　田　清　隆　1963 ～ 1966年

 ６ 代 渡　辺　謙　次　1967 ～ 1969年

 ７ 代 小金丸　　　孝　1970年

 ８ 代 藤　木　利　雄 1971 ～ 1972年

 ９ 代 渡　辺　謙　次 1973 ～ 1975年

 10代 桑　江　良　和 1976 ～ 1978年

 11代 藤　田　正　孝 1979 ～ 1981年

 12代 岡　島　孝　司 1982年

 13代 豊　福　守　男 1983 ～ 1984年

 14代 岩　永　幸　一 1985 ～ 1987年

 15代 立　野　俊　六 1988 ～ 1990年

 16代 波多江　淳　二 1991 ～ 1993年

 17代 西　浦　　　忠 1994 ～ 1996年

 18代 渡　部　保　介 1997 ～ 2000年

 19代 坂　本　靖　久 2001 ～ 2003年

 20代 小金丸　　　宏 2004 ～ 2005年

 21代 箱　島　徳　人 2006 ～ 2007年

 22代 永　野　主　税 2008 ～ 2010年

 23代 赤　池　　　潤 2011 ～現在

【沿　　革】

1947年（昭22）年大戦後の苦難と虚脱状態の
中、さらに皆無に等しい教育環境のもとで産声を上
げました。翌1948（昭23）年第３回国民体育大
会の福岡開催に伴い、福岡市民の熱意と関心に支え
られ、初代会長稲永文作氏のもと、市教組執行部並
びに現場の体育関係者の多大な尽力により福岡市中
学校体育連盟が発足し、８専門部の設立により各競
技が開催されるようになりました。当初は加盟生徒
一人あたり12円の負担金徴収と、市当局からの若
干の補助金を受けて運営されており、優勝旗・優勝
カップ等も関係者からの寄贈により厳しい運営をし
てきました。1969（昭44）年本連盟と市教育委
員会とにより福岡市中学校総合体育大会運営委員会
を発足させ、大会費用一切を市当局が負担すること
となりました。さらに1972（昭47）年福岡市の
政令指定都市昇格に伴い、福岡地区中体連から独立
福岡市中体連として県中体連へ加盟することになり
ました。翌年、各区大会において総合優勝校に行政
区長より男女それぞれに区長杯が贈られることとな
り、一段と充実した大会運営となりました。
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1974（昭49）年、中体連大会では全国でも類
を見ない「障害児学級大会」（2000年よりファイン
ピック大会と名称変更）を開催し、教育現場に幅広
く浸透していきました。1979（昭54）年全国大
会が教育内活動として学校教育に位置づけられるこ
ととなり、また1984（昭59）年には教育委員会・
競技団体及び関係各位の協力により新人大会が開催
されることとなり、市内中学生の大きな目標として
大会運営も充実してきました。発足当時16校８種
目でスタートした大会も1967（昭42）年大会で
は43校16種目となり、さらに1977（昭52）年
大会では54校17種目となりました。年々市内中
学校の新設に伴い大会参加校も増え、1987（昭
62）年には69校19種目に、連盟創立50周年に
あたる1998（平10）年には80校20種目に、そ
して、2001（平13）年には、83校20種目とな
りました。総合体育大会の皮切りとなる総合開会式
も参加校すべての生徒の入場行進により開催され、
本市の夏の風物詩となる行事となっています。

半世紀を超える歩みの中で、本市において開催し
た九州・全国の大会も数多く、1991（平３）年に
は、第31回全国中学校水泳競技大会を福岡県立総
合プールにて、第22回全国中学校柔道大会を福岡
市民体育館にて、2000（平12）年には、第31
回全国中学校ソフトテニス大会を福岡市立博多の森
テニス競技場にて、2009（平21）年には、第49
回全国中学校水泳競技大会を福岡県立総合プールに
て開催しました。この大会は、思いもよらず開催直
前に急逝された、（財）日本水泳連盟名誉会長　古橋
廣之進氏の追悼大会でもありました。これまで日本
水泳界の発展のために大きく貢献された故人のため
に、開会式前に黙祷を捧げ、大会役員・競技役員が
喪章をつけての開催となりました。古橋廣之進氏の
思いに応えるように、若き精鋭たちにより繰り広げ
られた熱きレースや演技は、見ている全ての人々に
感動を与えるものでした。高速水着の普及により全
国標準記録の突破者が続出し、参加選手2255名、
競技役員250名、日本中学校新記録11、大会新記
録27等、歴史に残る史上最高のマンモス大会とな
りました。

また、2010（平22）年宮崎県で開催予定であっ
た第40回九州中学校柔道競技大会が口蹄疫問題で
開催不能となり、急遽福岡での開催となりました。
そのため、第39回九州中学校バドミントン競技大
会をアクシオン福岡にて、第40回九州中学校柔道
競技大会を福岡市九電記念体育館にて開催しまし
た。どの大会も、関係諸団体の皆様のご支援により
滞りなく開催することができました。

組織も充実し、運営も定着化してきた本連盟であ
りますが、部活動の教育課程の位置づけ、顧問教師
不足の問題、また、社会でも問題化している中学生
の体力低下や人間関係のトラブルなど、課題も山積
しており、現在の運動部活動を取り巻く状況は依然
厳しいものがあります。今後も福岡市内中学校生徒
の夢の実現を支えるため、関係諸団体との連携を図
り、福岡市中体連も（財）福岡市体育協会の一員と
して、多くの有為の人材を世に送り出すべく、さら
なる努力を重ねていく所存です。

終わりになりましたが、（財）福岡市体育協会の更
なるご発展と関係各位のご健勝を祈念申し上げま
す。
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■福岡市なぎなた連盟

【設立年月日】1955（昭30）年5月

【加盟年月日】1966（昭41）年5月

【歴代会長】

 初代 佐　　田　　喜　久　子

  1955（昭30）年～ 1986（昭61）年3月

 2代 喜　多　洋　子

  1986（昭61）年4月～ 1988（昭63）年3月

 3代 桑　原　暉　子

  1988（昭63）年4月～ 1999（平11）年3月

 4代 高　田　保　男　

  1999（平11）年4月～現　在

【歴代理事長】

 初代 一　戸　浩　子

  1955（昭30）年5月～ 2002（平14）年3月

 2代 荒　木　圭　子

  2002（平14）年4月～現　在

【沿　　革】

（1）創立から現在まで
1955（昭30）年に古賀馨・一戸浩子・鈴木文

子の3名の先生方が福岡市なぎなた連盟の結成に向
けて準備をし、その年の5月に市役所・市教育委員
会・新聞社・剣道関係・婦人連絡協議会等、23名
の来賓臨席のもと、7名の演武者で、新しいなぎなた、
古流、試合、リズムなぎなたを発表し、福岡市なぎ
なた連盟の創立となりました。

1956（昭31）年福岡市剣道大会に、なぎなた
演技出場したのを機に大会毎に参加し、PRに努め
ました。

1963年頃より、学生へのPRにも努めこの年、
連盟の規約が成立しました。

1966（昭41）年5月、現在の（財）福岡市体
育協会に加盟し、その後、社会人・家庭婦人への広
報活動に力をいれました。

1973（昭48）年市民体育館主催のなぎなた教

室が実施され、その後は、振興課の主催で年2回の
教室が1987（昭62）年まで続き、その結果、会
員が増加し、1982（昭57）年の体協創立20周
年の頃には会員も98名に達しました。

1982（昭57）年から1995（平7）年の間に南・
中央・博多・城南・早良・西・と次々に体育館が開
館され稽古場も増え、教室も平成元年からは、福岡
市スポーツ振興事業団主催で行われ、平行して各体
育館主催でも行われるようになり、現在、会員も各
区の体育館に分かれて活動しています。

平成5年には福岡市なぎなた連盟旗を作成しまし
た。

1987（昭62）年から現在まで福岡市民総合ス
ポーツ大会・なぎなた大会を会員だけでなく、なぎ
なた愛好者も含めて毎年開催しています。

1975（昭50）年から九州大会、1989（平1）
年から福岡県民大会、1993（平5）年からは全国
健康福祉大会（ねんりんピック）にも参加出場をし
ています。

また、連盟主催で指導員研修会を毎年行っており、
県・九州ブロック・全日関係の研修会にも希望参加
をしています。

現在、福岡市なぎなた連盟は、梢風会、笹の会、
済美会の3つの団体から成り立っています。連盟加
入の少年クラブがない事、会員数の減少、稽古場の
確保が年々困難になってきている事等、問題もあり
ますが、2005（平17）年、福岡市なぎなた連盟
創立50周年を迎える事が出来、今は亡き古賀先生・
鈴木先生・一戸先生のお教えを大事にしながら会員
一同、お稽古に精進しています。



初心者なぎなた教室

69　

●加盟団体史●　

【活動状況】

＊梢風会
毎週木曜日、午後6時半から、福岡市民体育
館にて、基本技、しかけ・応じを中心に稽古
をしています。

＊笹の会
毎週木曜日、午前11時から、福岡市中央体
育館にて、基本技、しかけ・応じ、試合競技、
古流の稽古をしています。

＊済美会
◎ももちA

隔週火曜日、午後1時から、ももち体
育館にて、基本技、しかけ・応じ、古
流の稽古をしています。

◎東体育館
第1・3水曜日、午前10時から、福岡
市民体育館にて、古流の稽古をしてい
ます。

◎博多体育館
毎週木曜日、午前9時から、博多体育
館にて、基本技、しかけ・応じ、古流
の稽古をしています。

◎ももちB
毎週月曜日、午前9時から、基本技、
しかけ・応じ、古流の稽古をしていま
す。

◎南体育館
毎週金曜日、午前11時から、南体育
館にて、基本技、しかけ・応じ、試合
競技、古流を稽古しています。

◎城南体育館
毎週木曜日、午前9時から、城南体育
館にて、基本技、しかけ・応じ、試合
競技、古流を稽古しています。

◎早良体育館
毎週月曜日、午前9時から、早良体育
館にて、基本技、しかけ・応じ、古流
を稽古しています。

◎西体育館
毎週水曜日、午前9時から、基本技、
しかけ・応じの稽古をしています

それぞれ、指導者、指導員の下、稽古に精進し、
日本古来の女子武道の精神を継承し、生涯スポーツ
として、なぎなたの発展と普及に努めていきたいと
思っております。

最後に、貴（財）福岡市体育協会には、連盟の組
織強化のため日頃からひとかたならぬお力を賜り、
会員一同心から感謝致しております。今後もよろし
くお願い申し上げます。
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■福岡市ソフトテニス連盟

【設立年月日】　1946年（昭21年）

【加盟年月日】　1962年（昭37年）

【歴代会長】

 1946（昭21）年～ 1987（昭62）年

  田中丸　善　輔

 1988（昭63）年～ 1989（平　元）年

  田中丸　善　司

 1990（平　2　）年～ 2010（平22）年

  田中丸　善　彦

 2011（平23）年～現在

  鶴　﨑　　　剛

【歴代理事長】

 1946（昭21）年～ 1956（昭31）年

  山　下　重　人

　 1957（昭32）年～ 1974（昭49）年

  高　木　　　進

 1975（昭50）年～ 1990（平　2　）年

  藤　田　健　二

 1991（平　3　）年～ 1995（平　7　）年

  鶴　崎　　　剛

 1996（平　8　）年～ 1998（平10）年

  四　方　泰　雄

 1999（平11）年～ 2001（平13）年

  川　渕　明　男

 2002（平14）年～ 2007（平19）年

  湯　田　純　孝

 2008（平20）年～現在

  神　﨑　仁　彰

【沿　　革】

ソフトテニスが福岡市で行われるようになったの
は、1890（明23）年硬式テニスを基礎として日
本的なものとしてソフトテニス（当初軟式庭球）が
誕生した時期とほぼ同時期と思われます。

1946（昭21）年福岡県連盟が組織されると同

時にその下部組織として福岡市連盟が結成されまし
た。福岡県連事務局は2009（平21）年に設置、
その後福岡市連も同居の形で2011（平23）年に
開設することになりました。

現在の福岡市ソフトテニス連盟は、名誉会長、会
長、副会長2名、理事長、副理事長4名、常任理事
7名、理事4名、加盟団体46（約1200人）で組
織されており、会長は福岡県連盟副会長を理事長は
福岡県連盟副理事長をそれぞれ兼務しています。

定期開催事業として、市連盟主催8大会、県連盟
主催6大会のほか福岡市で開催される九州連盟、西
日本連盟、日本連盟関係大会の運営にあたっていま
す。

連盟の現在の姿は、連盟発足以来65年の長期に
わたり会長として連盟を率い、テニスコートの建設
･指導者の養成･組織の強化などに力を注いだ田中丸
善輔をはじめ田中丸善司、田中丸善彦の功績が大き
く、また連盟の円滑な運営の中心となった歴代理事
長の功績も見逃すことはできません。

このような指導者の努力が実り、平成の時代は中
村学園女子高校が頭角を現し、全日本大会､ 国体な
どで大活躍し、その名が全国に知られるようになり
ました。

このような輝かしい歴史を持つ福岡市連盟は、今
後ジュニアからシニアまで幅広く普及・発展のため
の活動を繰り広げ、九州最大の都市としてリーダー
的役割を担っていきたいと思います。

日本で始まったソフトテニスではありますが、戦前
から韓国、台湾でも普及しその後、オリンピックでの
競技種目を目指して、海外での普及に力を注いだ結果、
アジアを中心に競技人口が拡大しています｡

1995（平7）年の第10回世界選手権大会には
史上最多の25カ国・地域からの参加がありました。

このような国際化の波の中で、1992（平4）年
度から、その競技名を ｢軟式庭球｣ から ｢ソフトテ
ニス｣ に改称し、国際的にルールを見直すこととな
り1994（平6）年度から、シングルスの導入など
｢国際競技規則｣ が新たに制定されました。

これを受けて､ 福岡市連盟でも1995（平7）年
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度より国際競技規則による大会を試行的に導入し、
1997（平9）年度より全面的に導入しました。

国際競技規則による大会は一応定着したものの、
競技者の体力・競技能力の向上や硬式テニスの義務
教育（中学校）でのクラブ活動進出によるテニス普
及に関する位置づけの見直しなど、今後課題が残さ
れています。

【2000 年以降競技記録】
◆　国民体育大会
【2004（平16）年度大会】

成年女子団体　4位
　　　　石井貴子・林美穂
　　　　坂本和子・中牟田千恵
　　　　原口増美・今給黎聡子

【2010（平22）年度大会】
少年女子団体　優勝　中村学園女子高校

　　　　奥村すずな・新樹美咲
　　　　百田志穂・近藤めぐみ
　　　　甲斐亜祐美・大崎友美

◆　全日本高校総合体育大会
【2008（平20）年度大会】

女子個人　優勝　中村学園女子高校
　　　　奥村すずな・嘉数美玖

女子個人　3位　中村学園女子高校　
　　　　前田飛鳥・柴田真弓

女子個人　ベスト8　中村学園女子高校
　　　　杉本礼・大崎友美

【2009（平21）年度大会】
男子個人　3位　大牟田高校

　　　　藤祐貴・重松和磨
【2010（平22）年度大会】

女子個人　準優勝　中村学園女子高校
　　　　奥村すずな・新樹美咲

女子個人　3位　中村学園女子高校
　　　　百田志穂・近藤めぐみ

◆　全日本シニアソフトテニス選手権大会
【2006（平18）年度大会】

65歳男子　3位
　　　　舎川清文・城田勝

【2008（平20）年度大会】
50歳男子　優勝

　　　　甲斐高久・松村俊介　　
【2009（平21）年度大会】

45歳男子　3位
　　　　富澤裕次郎・井下克也

【福岡市ソフトテニス連盟の大会・教室】
◎ 福岡市ソフトテニス春季選手権大会
◎ 福岡市ソフトテニス春季団体戦
◎ ねんりんピック福岡市選手選考会
◎ 福岡市ソフトテニス夏季選手権大会
◎ 福岡市ソフトテニス秋季団体戦
◎ 福岡市ソフトテニス秋季選手権大会
◎ 福岡市選抜インドアソフトテニス大会
◎ ジュニア教室（南・東・西地区）
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■全日本軟式野球福岡県連盟
　　　　　　　　　　福岡市支部

【設立年月日】1946（昭21）年8月26日

【加盟年月日】1962（昭37）年1月25日

【歴代会長】

 　　川　原　喜久夫

 　　阿　部　源　蔵

 　　進　藤　一　馬

 　　桑　原　敬　一

 　　山　崎　広太郎

 　　石　川　浩二朗

  （2006（平18）年～現　在）

【歴代理事長】

 ・ 1946（昭21）年～ 1977（昭52）年

   日　隈　又　蔵

 ・1977（昭52）年～ 1980（昭55）年

   柴　田　春　雄

 ・1981（昭56）年～ 1982（昭57）年

   西　村　春　美

 ・1983（昭58）年～ 1992（平　4　）年

   吉　村　　　斉

 ・1993（平　5　）年～ 2001（平13）年

   大　隈　君　雄

 ・2002（平14）年～ 2006（平18）年

   村　下　和　之

 ・2007（平19）年～現　在

   野　村　天　朗

【沿　　革】

1915（大4）年開催された朝日新聞社の第1回
全国中等学校優勝野球大会と、その後になって開催
された毎日新聞社の春の全国選抜中等学校野球大会
などが全国の青少年に関心と刺激を与え少年の間で
非常な勢いで盛んになりました。この頃、硬式野球
を行うまでに至らない少年たちはテニスボールなど
によって野球を楽しんでいました。

1919（大8）年糸井浅次郎、鈴鹿栄両氏は少年
に適し硬式のように危険がなく、しかも少年たちに
野球の指導が容易にできるボールにしたい着想から
研究努力した結果、現在使用されているボールが誕
生し、少年野球の普及とともに一般大衆スポーツと
しても急速に発展してきたのです。1941（昭16）
年、第2次世界大戦の勃発により一時中絶状態とな
りましたが、占領下の1946（昭21）年混とんた
る世情と物資欠乏のさ中、第1回全日本軟式野球大
会（のちの天皇賜杯全日本軟式野球大会）が16チー
ムの参加によって京都において開催されました。こ
の大会は敗戦の痛手から立ち上がろうとする国民1
人1人の心に潤いを与え建設的意欲をもりたてたも
のというべく有意義な大会でした。

 
その後この大会は各都道府県代表各1チームの

参加で行われるようになり、1948（昭23）年
に天皇杯が下賜され、これを契機として軟式野球
は発展の一途をたどり、現在全日本軟式野球連盟
傘下チーム数は社会人チーム36,845、少年チー
ム20,284、大学協会、専門学校、還暦連盟の約
120万人の競技人口となっています。1957（昭
32）年からすべての軟式野球人に全国大会に出場
できる希望をあたえることによって、軟式野球の底
辺拡大に大きな成果をもたらすことができるという
目的で、B・C級を対象とした全国大会である高松
宮賜杯全日本軟式野球大会（B級を一部、C級を二
部と呼称）が開催されております。なお、1988
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（昭63）年よりこの大会を一部、二部分離して開催
することとなっています。以上の二大会は毎年一回
全国各地で開催されているほか国民体育大会に軟式
野球競技として第一回から実施。その他1979（昭
54）年よりB・C級を対象とした東・西日本軟式野
球大会（B級を一部、C級を二部と呼称）が毎年実
施されています。

また、1970（昭45）年には少年野球が組織化
され、少年一部（高校生年齢層のクラブチーム）、
少年二部（中学生年齢層のクラブチーム）、少年学
童部（小学生年齢層のクラブチーム）の3部門にわ
かれ、全国各地でそれぞれ少年野球大会が開催され
ています。加えて1975（昭50）年からは少年二
部による全日本少年軟式野球大会が開催されていま
したが、1971（昭56）年よりこれに変わり学童
部による全日本学童軟式野球大会が実施され、最近
は学童の野球が非常にさかんになっています。

1984（昭59）年度より少年二部の大会が復活
し、新たに第1回全日本少年軟式野球大会として開
催されることとなりました。

 
国民体育大会の軟式野球競技は一般社会人（成年

の部）と少年一部（少年の部）が行われていました
が、1988（昭63）年第43回京都国体より少年
の部が廃止され、新たに成年一部、成年二部となり
ました。 また、1989（平元）年第44回北海道国
体より成年一部、成年二部に加え壮年の部が創設さ
れました。別に規程された順位決定方法による合計

点で天皇杯順位が決定されることになっています。
学童大会は、1988（昭63）年より各都道府県代
表のフルエントリーとなり、1994（平6）年より
少年二部を少年と改称。1995（平7）年、創立
50周年を機に高円宮憲仁親王殿下を名誉総裁にお
迎えし、1997（平9）年第17回全日本学童軟式
野球大会より高円宮賜杯が下賜されました。Aクラ
スの大会として1997（平9）年より西日本選手権、
1998（平10）年より東日本選手権が新設されま
した。

なお、1999（平11）年度第54回熊本国体よ
り種別の呼称を一般A（従来の一部）、一般B（従来
の二部）、成年（従来の壮年）と変更しました。ま
た2005（平17）年より成年層の全国大会として
日本スポーツマスターズに参加しています。国体改
革2003により2008（平20）年大分国体より成
年男子の一種別開催となりました。

2002（平14）年11月21日高円宮殿下のご逝
去により、2003（平15）年1月21日第二代の
名誉総裁として憲仁親王妃久子殿下にご就任いただ
いております。

福岡市支部では、一般55チーム・1,056名、壮年
1チーム・20名、少年（中学）62チーム・1,201名、
学童（小学生）55チーム・1,388名の計173チーム・
3,665名が軟式野球を通じて、自己の体力向上・精
神修養に日夜努力をしております。
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■福岡市バレーボール協会

【設立年月日】
 1963（昭38）年

【加盟年月日】
 1962（昭37）年　

【歴代会長】
 1965 （昭40）年 高 橋 重 威
 1967 （昭42）年 秋　本　善次郎
 1969 （昭44）年 井 上 　 理
 1978 （昭53）年 篠 原 寛 州
 1994 （平　6　）年 中 川 良 一
 1999 （平11）年 吉 浦 公 生
 2011 （平23）年 樋 口 　 明

【歴代理事長】
 1965 （昭40）年 篠 原 寛 州
   古 川 禎 三
 1967 （昭42）年 古 川 禎 三
 1999 （平11）年 吉 原 亮 司
 2001 （平13）年 山 本 一 行
 2005 （平17）年 杉 山 博 明
 2011 （平23）年 原 田 清 子

【沿　　革】

1962（昭37）年、福岡県バレーボール協会と
して福岡市体育協会に加盟後、1963（昭38）年
に有志により福岡市バレーボール協会が設立され、
現在に至っております。

設立当初はコートも完備されておらず、会場の立
地の悪さに加え、備品も用具も苦慮しながらの時期
を当時の役員の努力により、競技人口の拡大普及を
図るとともに組織の拡充がなされ、今日に結びつい
ております。

傘下組織にあった福岡市家庭婦人バレーボール連
盟が独立してからは、現在、市小学生バレーボール
連盟、市ソフトバレーボール連盟とのかかわりが大
きく支援体制に協力しております。

バレーボール人口の減少による問題がある中で女
子のバレーボール愛好者が大勢いるのに試合の場所
がないことの陳情から、レク＆スポーツと言う誰

でもが楽しめる生涯スポーツとしての取り組みを
2004年に立ち上げてからは年齢に関係なく親子
や、初心者でも参加できることで拡充されたことに
より、まだバレーボールに希望があり、普及の一環
として社会生活にも幅広く活動できることを実感し
ております。

また、中学生の市民総合大会や、高校生による韓
国との交流等、青少年育成にも努めております。青
少年活動の手助け的なことに関わるのが、特に高校
生に多く、国際交流が活発になった近年は、釜山市
以外からの要請も多く、晋州やその近辺からの交流
を求められています。そんな時協力してくれる高校
が多いのは喜ばしいことですが、何よりも経済的な
ことが大変です。

成人女子が実施している釜山との国際交流は例年
往来を重ね、途切れることなく友好親善の輪が広
がっております。個人的にクラブ単位で協定を結ん
だ所もありますが、あくまでも福岡市バレーボール
協会を通じて成立されているようです。

2年前からは済州島での中国を含んだ3カ国によ
る国際交流にも参加しており、これには高年齢層の
男子・女子のチームが遺憾なく力を発揮しており、
韓国の観光資源に一石投じているようです。福岡市
ももう少しスポーツを通じての交流に理解を示して
くれたらもっと、全ての事業が拡大されるだろうと
案じたりもします。

今後はアジアに広がるスポーツ交流都市福岡に恥
じないようなお一層努力し、発展に尽力するつもり
です。

県民大会でも部門によっては好成績を残しており
全国大会への出場権を得るチームがあったり、福岡
市を代表しての誇りを意気揚々感じたとの思いも聞
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いたりして、今後、益々チームによる競争意識は高
まることでしょう。

小学生の大会を年に2回開催して、小学生連盟と
の繋がりを持つ中で、強化選手育成の芽を花咲かせ
る手助けになればと福岡市バレーボール協会主催の
大会として取り組んでおります。

ジュニアクラブの指導者はそれぞれが育成の段階
をチームカラーつくりから始めますが、父兄の協力
無しでは育たないのが実情であり、摩擦があったり
チームの増員がなかったりと、問題を抱えながらも
必死に頑張ってあります。

ジュニアの間にバレーボールが楽しく強い精神を
作るスポーツであることを理解して欲しいと願って
おります。そうすればずっと続くからです。

また、福岡市ソフトバレーボール連盟が傘下団体
としてありますが、いまや市内全区に広がる愛好者
の増加に驚くほどのパワーをみせつけられます。

70歳以上の高齢者がコートの中で楽しそうに励
ましあってボールを追いかけているのを観ると、日
本は平和だなと感じます。

その反面20歳以上の若者が生涯スポーツとして
の原則を忘れ、チャンピオンスポーツとして取り組
むことに反論もあるようですが、参加者も多くス
ポーツの発展、普及には多大な力にもなっており、
現状維持のまま進行しております。

来年度は全国大会の計画もあり、高齢者が支える
福岡市をアピールしていかなくてはと考えておりま
す。

福岡市バレーボール協会が障害者大会や、他団体
が開催する大会等の審判員派遣などに大きく関わ
り、傘下団体との連携は年間を通して密に繋がって
おります。

競技スポーツとして取り組めば、生涯現役を目指
す参加者には体力の持続維持を考えた場合難関であ
ろうとの予想もありますが、高齢者でも出来るバ
レーボールを目的に、50歳以上を対象にした混合
８人制バレーボール競技の企画も進んでいるところ
で、すでにモデル大会が開催されており数年後には
福岡市にも入り込んでくる可能性もあります。

時代の流れとともに若い役員に交代の時期でもあ
りますが、円滑に協力しあい一丸となり一生懸命皆
で頑張ります。

将来の協会の姿を描くとき、古い考えに囚われず
斬新な企画やアイデアを取り込み、市内に限らず

近郊をも呼び込んでの大会や、福岡市独自の運営方
法を考えていくことも重要視して、これから先の存
続に関する経営の問題も打破して行き、益々強固な
パワーのある組織つくりに努力します。

【現在の活動】

１．福岡市バレーボール協会主催大会
※  一般男子･女子大会年間12回程度

２．日韓国際交流大会
※  釜山広域市・福岡市成人女子親善交流バ

レーボール大会
※  日･中･韓　済州島全国親善バレーボール

大会
※ ジンソンクラブ親善交流バレーボール大

会
※ 高校生親善大会（晋州･釜山他）
※ その他韓国全羅北道等の交流等。

３．ジュニア大会・中学生市民総合大会
※ 福岡ロータリーカップジュニアバレー

ボール大会
※ 鶴陽杯ジュニアバレーボール大会

４．福岡市ソフトバレーボール大会（後援事業）

■本協会主催の大会・教室
・ 指導者審判員養成講習会
・ 福岡市バレーボール協会主催大会
・ レク＆スポーツバレーボール大会
・ 県民体育大会予選大会
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■福岡市バドミントン協会

【設立年月日】1970（昭45）年4月
【加盟年月日】1962（昭37）年4月
【歴代会長】
 初代 四島　司 1970（昭45）年～ 1984（昭59）年
 2代 辰市祐昭 1985（昭60）年～ 2001（平13）年
 3代 下村　武 2001（平13）年～ 2007（平19）年
 4代 佐々木徹 2007（平19）年～現　在）

【歴代副会長】
 初代 真崎寿昭 2005（平17）年～ 2009（平21）年
 2代　秋山晴一 2007（平19）年～現　在
 3代　佐竹養一 2009（平21）年～現　在
 4代　古川英昭 2009（平21）年～現　在

【歴代理事長】
 初代 後藤  研 1970（昭45）年～ 1973（昭48）年
 2代 増田靖文 1973（昭48）年～ 1975（昭50）年
 3代 木下一郎 1975（昭50）年～ 1977（昭52）年
 4代 伊藤篤治 1977（昭52）年～ 1979（昭54）年
 5代 増田靖文 1979（昭54）年～ 1981（昭56）年
 6代 市川之善 1981（昭56）年～ 1983（昭58）年
 7代 副島  力 1983（昭58）年～ 1987（昭62）年
 8代 市川之善 1987（昭62）年～ 1997（平 9 ）年
 9代 緒方蓉子 1997（平 9 ）年～現　在

【沿　　革】

福岡市バドミントン協会の母体である福岡県バド
ミントン協会福岡支部は、1949年（昭24）4月
に小倉支部・久留米支部とともに福岡県バドミント
ン協会の支部として設立された。

バドミントン競技は戦後新興のスポーツであるた

め、いまだ一般市民の認識も低く、バドミントン活
動の主体はごく一部の実業団や大学に限られてい
た。

このような社会環境であったが、協会関係者はバ
ドミントンの普及発展のために尽力し、1957年

（昭32）には市民大会、社会人大会及び実業団大会
を開催するまでに至っている。

1960年（昭35）4月1日に、福岡県バドミン
トン協会福岡支部規約が制定され、支部を福岡地区
バドミントン協会と称することになり、この1年後
には福岡地区総合バドミントン選手権大会の開催、
またその翌年の1962年（昭37）4月に福岡市体
育協会に福岡地区バドミントン協会として加盟して
いる。そして1970年（昭45）4月1日、福岡地
区バドミントン協会の下部組織として福岡市バドミ
ントン協会は規約の制定とともに、発足したのであ
る。

初代会長が四島司、初代理事長が後藤研でスター
トした福岡市バドミントン協会であったが、その福
岡市バドミントン協会が関わった最初の大事業が日
中バドミントン大会福岡大会であった。1973年

（昭48）9月に福岡市民体育館で行われたのである
が、日中国交の正常化が行われて間もない時でもあ
り、県警とも連絡を取り警備その他において多いに
神経を使ったという。

1955（昭30）〜 1965（昭40）年代に小学
校の体育館を利用してのバドミントン教室が行われ
たり、また加えて公共の体育館が出来始めたのが福
岡市が政令指定都市になった1972年（昭47）頃
からで、福岡市民体育館1972年（昭47）、ももち
パレス1973年（昭48）をはじめ福岡市下各5区
に随時体育館が建設されていき、一気に競技人口が
膨れ上がり、それまで大学、官公庁、実業団主導型
であったバドミントンがそのような公共の体育館や
公民館サークルとして小学校の体育館を利用する一
般社会人や家庭婦人の多数参加型バドミントンに移
行していく事になったのである。

福岡市バドミントン協会に1975年（昭50）に
協会事業の運営の円滑化を図ることを目的に5専門
委員会を設けこのような環境の変化とバドミントン
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がとりわけはじめての人にも馴染みやすいスポーツ
であることもあって、バドミントン人口が年々増加
していった。

とびうめ国体前後からこれまで福岡市において大
規模大会が開催されている。1987年（昭62）の
第9回日本リーグ福岡大会、1991年（平3）の
第13回日本リーグ福岡大会、1994年（平6）の
第44回全日本実業団バドミントン選手権大会、
1995年（平7年）の第41回全九州社会人バドミ
ントン選手権大会、1997年（平9）の第14回全
日本シニアバドミントン選手権大会、1999年（平
11）の第33回全国ろうあ者バドミントン大会、
2008年（平20）第8回全日本中学生大会である。
いずれも福岡市バドミントン協会主催事業ではない
が、しかしながら開催地が福岡市ということで福岡
市バドミントン協会が主体的に要の役割を果たして
きた。

また福岡市バドミントン協会主催事業として、国
際交流においても釜山広域市金井区バドミントン連
合会との交歓会も2010年（平22）5月で第8回
を迎える事が出来、財団法人福岡市体育協会事業の
日韓高校生スポ-ツ交流バドミントン競技も釜山へ
2010年（平22）8月に役員4名、選手団12名
を派遣している。

昨年2010年（平22）11月に福岡県で行われ
た第27回全国シニア大会の30歳代の部男女の試
合を福岡市バドミントン協会が主管し、参加者延べ
700名近い選手の運営を円滑に終わる事が出来た。

【現在の活動】

1997年（平9）、初の女性理事長として緒方蓉
子が就任。協会を構成する総務委員会・競技審判委
員会・指導委員会の3専門委員会にて運営されてい
ます。

2007年（平19）に第4代佐々木徹会長が就任
し、現在に至っている。尚、当協会の規模拡大に伴っ
て佐々木会長を補佐する為、2009年（平21）よ
り副会長を3人体制にすると共に、理事長を補佐す
る為副理事長の役職を新たに設けた。

福岡市バドミントン協会理事長緒方蓉子が協会の
現状と展望を次のように語る。
「福岡市バドミントン協会は福岡市のバドミント

ンを振興し、その健全な普及・発展並びに会員相互
の親睦を図ることを目的として活動を行っていま
す。福岡市バドミントン協会は辰市祐昭名誉会長を
はじめ諸先輩方の普及・振興による多大な貢献によ
り、昨年2010年（平22）10月に盛大に創立40
周年を迎え、ジュニア層からシニア層迄の会員の皆
様からコメントを頂いた40周年記念誌も発行して
います。福岡市バドミントン協会は職域、地域、ク
ラブ、大学、高校、中学校、ジュニアなどの2010
年（平22）3月現在139団体が加盟し、2700余
名が個人登録し、当協会役員、理事、各専門委員会
の活動で各種大会、指導者、審判員の育成、各種教
室で組織もかなり充実してきました。2010年（平
22）から新日本製薬株式会社さんから当協会にサ
ポートのご依頼が有り、ジュニア強化費・審判員育
成費等に有効活用させて頂き、より一層レベルを高
めて、今後は福岡市内に留まらずに国際的視野を
持って、当協会の更なる発展に力を尽くす所存です。
今後とも皆様のご支援と、ご助力の程宜しくお願い
致します。」
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■福岡市バスケットボール協会

【設立年月日】　　1961（昭35）年
【加盟年月日】　　1962（昭37）年
【歴代会長並びに理事長】
 1964（昭39）年～ 1974（昭49）年
  会　長 山 中 正 藤
  理事長 野 口 嘉 代
 1975（昭50）年～ 1977（昭52）年
  会　長 西 　 秀 夫
  理事長 福 田 俊 祐
 1988（昭63）年～ 1992（平　4　）年
  会　長 福 田 俊 介
  理事長 石 川 　 雄
 1993（平　5　）年～ 1994（平　６　）年
  会　長 大 神 茂 弘
  理事長 古 野 久 光
 1995（平　７　）年～現　在
  会　長 山 口 　 毅
  理事長 木 部 正 俊

【設　　立】

1923（大12）年にアメリカ人英語教師モアー
ルより福岡県にバスケットボールが紹介され1936

（昭11）年秋、福岡篭球クラブが組織されたが
1943（昭18）年大戦の為中断。1945（昭20）
年終戦の年9月、戦後の激動の中に早くも沖四郎（故
人）らにより復活する。福岡市バスケットボール協
会は1963（昭38）年福岡市体育協会の発足と共
に、初代会長山中正藤（故人）、理事長野口嘉代（故
人）によりバスケットボールの普及発展と技術力向
上を目的として、当時の福岡県バスケットボール協
会中部支部から独立し発足した。

1971（昭46）年福岡市社会人バスケットボー
ル連盟が発足し福岡市体育協会への参画も活発にな
り、協会組織の再編をなすべく1980（昭55）年
規約を改正し部会制を採り入れた。

1982（昭57）年福岡市小学生バスケットボー
ル連盟が別に発足し、現在は福岡市バスケットボー
ル協会としては、社会人（シニア含む）部会、小学

生部会、中学生部会、高等学校部会、審判部会、身
障者部会で活動している。

【沿　　革】

昭和40年頃、当時ローカル大会が開催されてい
たが、総てトーナメント方式で参加チームも少な
かった。その後、福岡市でリーグ戦方式を有志が思
い立ち、当時、福岡女子高校バスケット部顧問であっ
た熊本先生の協力を得て、常時メンバーが揃うカネ
カクラブ、なかよしクラブ、ドジッターズ、三菱電
機、九州松下電器、日本タングステンの6チームで
スタート。福岡市と西日本新聞社の協力を得て昭和
46年に第1回福岡市社会人連盟リーグ戦を開催。
当初は施設不足に悩み、各高校の体育館を借用して
の大会運営だったが「とびうめ国体」を契機に福岡
市のスポーツ施設の充実で各区に体育館が整備され
会場不足は解消された。

しかしながら、現在では2004（平16）からシ
ニア部門を加えた社会人連盟のチーム数は男女76
チーム、1200名以上の選手登録となり、楽しむバ
スケットをモットーに、春・秋のリーグ戦方式で年
間370試合を行う全国でも類のない大きな組織と
して発展しているが、会場不足は深刻である。

福岡市小学生バスケットボール連盟は1982（昭
57）年に男女65チームで発足。石川武先生（故人）、
木下正信先生、谷友雄先生らを中心に当時の福岡市
バスケットボール協会西会長（故人）、福田理事長
をはじめ、協会役員の指導により大会運営、指導者
講習会、審判講習会などが開催された。

1982（昭57）年に九州大会、1983（昭58）
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年には全国ミニバスケットボール大会を福岡市で開
催し、今の隆盛の基礎をつくった。

【現在の活動】

国際交流としては社会人チームが1978（昭53）
年福岡市青年友好の翼に参加し、マレーシア、シン
ガポールをはじめとして1995（平7）年には姉
妹都市になったバスケットボール本場の米国アトラ
ンタまで選手を派遣し国際親善を果たした。これが
きっかけになりロスアンゼルス日系四世との交流が
始まり、松井団長（現市協会顧問）のもと、中学生
男女のチームが４年に１度、既に5回の相互訪問を
している。

1992（平４）年５月に韓国釜山直轄市体育協会
と「スポーツに関する合意書」が締結されたのを期
に1993（平5）年社会人チームが相互交流大会を
行い、その後、釜山廣域市とは中学生が相互交流し、
2000（平12）年には初めて小学生チームが来
福し親善試合を行った。その後、2005（平17）、
2006（平18）年に高校生男子、2007（平19）、
2008（平20）年には杉森先生、山田先生の指導
で高校生女子チームが友好の輪を広げた。

1996（平8）年からは市民総合スポーツ大会の
一環として福岡市総合バスケットボール選手権大会
を開催、現在では中学校、高校の１７０校余のチー
ムが参加する大きな大会となっている。また、生涯
スポーツ推進の一環で2004年（平16）から開催
している「男子40歳、女子35歳」のシニア部門
も年々参加チームが増加し、2010年（平22）には、
男女の50歳以上によるオールスターゲームを開催
し、華やかさと元気さを与えている。

県民大会では2010（平２２）年、第53回大会
まで一般男子優勝20回、第10回大会から開催さ
れた一般女子28回優勝、青年の部は第12回大会
から実施され青年男子10回の優勝、青年女子8回
の優勝。全国青年大会では、2007（平19）年56
回大会で青年女子が福岡市のチームとして初の全国
優勝、2010（平22）年第59回大会では、今村
監督率いる青年男子が福岡市のチームとして初の全
国優勝を飾った。

2009（平21）年には木部理事長の発案による、
全国でも始めての試みである、午後9時からの社会
人を中心としたチームによる「ナイトリーグ」の創
設が実現し、定着化が図られている。

2003（平15）年山口会長の提唱により福岡市
中学生バスケットボール選抜大会（福太郎カップ）
が男女32チームの参加のもと始まった。川邉先生
らの大会運営のもと、2010（平22）には88チー
ムの参加があり、先生がたの熱い情熱と指導で、大
会規模の増大と充実度が年々図られている。

【今後の課題】

この10年で財政面の充実が徐々に計られてきた
が、市体協からの補助金が年々減少してゆくなか、
社会人連盟の登録料、市民総合スポーツの参加費等
だけは思うような活動が出来ないのが現状である。
新しい事業を実施するにも財政の裏付けが根底にな
ければ事業の継続はできない。当協会の役員が一丸
となって、自主財源の確立と組織体制強化、新規事
業の取り組みを、積極的に図っていくことが、今後
求められてくる。
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■福岡市フェンシング協会

【設立年月日】

 1967（昭42）年10月1日

【加盟年月日】

 1968（昭43）年5月

【歴代会長】

 1967（昭42）年～ 妹 尾 憲 介

 1988（昭63）年～ 石　橋　　　博

 1995（平7）年～ 稲　員　大三郎

　

【歴代理事長】

 1967（昭42）年～ 矢 野 昌 宏

 2010（平22）年～ 野　元　伸一郎

 2011（平23）年～ 金 丸 文 行

【設　　立】

福岡県フェンシング協会の下部団体組織として、

県協会加盟団体のうち福岡市内にある４つのクラブ

が集まり、1967（昭42）年10月に妹尾憲介（福岡

市議会議員）を会長に、矢野昌宏（法政大OB）を理事

長として福岡市フェンシング協会を設立し、1968

（昭43）年福岡市体育協会に加盟しました。

1968（昭43）年10月の第23回国民体育大会秋

季大会（福井県）への初参加を機に福岡市より毎年国

体に出場しています。

1973（昭和48）年10月の第28回国民体育大会

（千葉県）では成年男子フルーレ団体戦（監督/矢野昌

宏、下垣内豊、別府康司（福大OB）辻繁雄、黒石清

司（西南大OB））が第４位に入賞しました。これを機

に協会は競技人口を拡大し、競技者の技能を高め、

実践向上をいかに図るかを課題として、基本技術の

習得及び練習を柱とした、クラブチームの充実と高

校生の部員増加に力を注ぎました。

1975（昭50）年9月よりスポーツ教室を開設、

毎週水、土曜日の午後6時より8時までの2時間の教

室でした。これにより、競技人口の増加と共に、普

及と育成が一歩一歩着実に出来上がっていきまし

た。

1986（昭和61）年4月に第45回国民体育大会が

福岡に決定したことは本協会にとって普及の絶好の

チャンスであると同時に大きな試練でもあると考え

ました。何れにしても協会の総力を挙げて「とびう

め国体」を成功させる責任がありました。競技を行

う上では技を競い合う相手であっても、同じフェン

シングを志す遠来の友を暖かく迎えるために、これ

からの活動を、根幹を支えるものとして協会の組織

の再編を手掛け、理事を増員し、総務委員会、強化

委員会、競技委員会の専門部による責任指導体制を

確立しました。クラブ作りにも全力を注いだ結果、

以前にも増して活発な活動が出来るようになり、底

辺拡大についても初期の目標は達成出来ました。

1988（昭63）年に国体強化選手を決定し、指

導には強化委員会の理事をあて、本格的な強化をス

タートしました。基本技術の習得もさることながら、

遠征による他県との合同練習や交流試合を積み上

げ、実践力の強化に努めました。結果、とびうめ国

体では男女総合4位、女子総合優勝という輝かしい

成績を収めました。

1991（平3）年よりユニバーシアード福岡大会の

準備がスタートしました。協会全員が一致団結して

打ち合わせを重ね、1994（平6）年にはリハーサル

大会として第3回アジア・ユース・カデット大会を開

催、アジア地域から8 ヶ国を集め、大成功のうちに

終わりました。リハーサル大会終了後、ユニバーシ
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アード福岡大会の成功に向け、本協会と日本フェン

シング協会、及び連絡関係各位との綿密な打ち合わ

せを開始しました。本協会として初めての世界大会

ということで、多くの問題、課題に向き合いながら、

準備に取り組みました。8月23日から9月2日迄、

福岡大学第2記念会堂に世界42 ヶ国から選手・役員

を迎え、大成功のうちに、無事終了することが出来

ました。世界トップクラスのアスリートを目の前に

しますと、やはり日本の選手層の薄さを感じさせら

れ、当大会を終えて、感じた大きな課題として選手

の発掘・育成、それも小・中学生を対象にした早期育

成が上げられました。そのためには多くのコーチン

グ・スタッフの育成が先決となります。

【近年の活動】

本協会の競技活動の中心は社会人を柱とした成年

男女、高校生を柱とした少年男女です。中でも少年

の部においては、昭和40年代以降、団体・個人とも

全国大会での優勝、上位入賞は数多く、全国でも有

数の強豪として、名を馳せています。

又、発掘・育成に関しては、福岡県が全国に先駆

け、2004（平16）年から開始したタレント発掘事

業において、本協会も事業開始当初から連携をとり、

カリキュラムにフェンシング指導を取り入れていま

す。現在、このタレント出身者から6名が東京に居

住を移し、ナショナル・トレーニングセンターで将

来のオリンピック出場、メダル獲得を目指し、フェ

ンシングの英才教育を受けています。

このように、発掘・育成の環境は整いつつありま

すが、競技人口、指導者、練習環境に多くの課題を

残しています。今後は、これらの課題を解決すべく、

協会全員が一丸となってフェンシング競技の普及・

向上に取り組んで行きたいと思っています。
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■福岡市セーリング連盟

【設立年月日】1962（昭37）年1月10日
【加盟年月日】1962（昭37）年1月25日
【歴代会長】
 1962（昭37）年 平 田 　 潔
 1966（昭41）年 帆　足　万次郎
 1969（昭44）年 篠　原　雷次郎
 1985（昭60）年 柳ヶ瀬　　　勉
 2001（平13）年 高 田 茂 美
 2009（平21）年 松 本 　 孝

【歴代理事長】
 1962（昭37）年 高 田 茂 美
 1966（昭41）年 川 口 和 男
 1969（昭44）年 林 　 鉄 二
 1974（昭49）年 秋 山 雄 治

【沿　　革】

福岡市セーリング連盟は福岡県ヨット連盟の福岡

支部として1962（昭37）年1月に発足し、福岡市

体育協会に加盟しました。

博多湾のヨット（セーリング）の歴史は古く、九州

大学にヨット部ができたのが1927（昭2）年、日本

の大学で最初のヨット部です。

博多湾は海の中道や糸島半島に抱かれて玄海の荒

波を押さえ、適当な風に恵まれた日本有数のセーリ

ングに適した海面です。

日本が初めてオリンピックにヨットの代表選手を

送り出したのが1936（昭11）年のベルリン大会で、

その時の日本代表として博多湾育ちの九州大学OB

の三井卓雄、龍野一彦が出場しました。

太平洋戦争後は博多湾にはいち早くヨットがセー

リングするようになり九州大学、修猷館高校（当時

は中学）のヨット部が活動していきました。第3回の

福岡国体開催を機に西南学院大学、同高校、福岡高

校にもヨット部が創立され、恵まれた博多湾の中で

成長していきました。

福岡市体育協会が誕生した1962（昭37）年頃

の福岡のヨット界は東京オリンピックに焦点を合わ

せ、数名の候補選手を有しその強化に力を注いだ頃

でありました。

東京オリンピックにはドラゴン級代表選手とし

て、棚町三郎（修猷館高校―慶応義塾大学OB）を送

り出しました。

又、オリンピックのヨットの競技運営役員とし

て福岡支部より約30名が会場の江ノ島ヨットハー

バーに乗り込みレース運営に当たり、その経験とノ

ウハウが現在でも役立っています。

その頃の福岡のヨット界は九州大学を中心とした

グループは名島から志賀の島を基地として活動し、

西南学院大学、同高校、修猷館高校を中心としたグ

ループは百道、福岡大学を中心としたグループは小

戸を基地として活動していたが博多湾内の埋め立て

等の影響で百道海岸が使用しにくくなってきたの

で、博多湾に本格的ヨットハーバーが欲しいとの願

望が福岡のヨット界に強く持ち上がり、当時会長で

あった篠原雷次郎、副会長冬至堅太郎、理事長林鉄

二、理事高松隆之助等が中心となり福岡市当局に対

して陳情書を提出したりしてヨットハーバー建設推

進のあらゆる働きかけをしました。

福岡市がアジア大会の誘致で動き出したときに計

画が検討され、昭和49年全国高校総合体育大会、

福岡開催が決定されたのを機にヨットハーバー建設
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が実現し、1974年（昭49）年に福岡市西区小戸に

完成しました。1975（昭50）年正式開港したのが

大きな起爆剤となり一般市民のヨット愛好家も増加

し、また競技レベルも飛躍的に進歩し、このヨット

ハーバーは福岡市民の海洋スポーツの基地としてそ

の普及と振興に大きな役割を果たすようになりまし

た。

又このヨットハーバーは市の中心部から30分と

言う立地条件の良さと夏季においても適度な風が吹

き波と潮流の影響がすくないと言う海象条件の良さ

が各種の全国選手権大会等の開催の要望が強く、毎

年何らかの全国大会が開催され、国際大会も数年毎

に開催されるようになり、この種の大会の運営には

実績を積み、運営各分野での人材も育ち、オークラ

ンドー福岡ヨットレース（’89、’93）国際親善ジュ

ニアヨットレース（’89）第27回世界ユースヨット

選手権大会（’97）など国際大会の大きなイベントの

開催し国際交流にも貢献しています。

オリンピック選手も数多く輩出しています。三船

和馬（’80モスクワ）高木裕・山本悟（’84ロスアンジェ

ルス）佐藤麻衣子（’00シドニー、’04アテネ）石橋顕・

牧野幸雄（’08北京）上野太郎（同）。全国高等学校総

合大会（インターハイ）や全日本学生選手権大会（イ

ンカレ）では、このヨットハーバーをホームポート

する高校・大学が優勝・入賞の常連校となっており全

国から注目を集めています。

【現在の活動】

2006（平18）年3月、福岡市の機構改革により

（財）福岡市港湾海浜管理センターが解散、翌4月、

指定管理制度の導入でNPO福岡セーリング協会が

福岡市ヨットハーバーの管理業務の委託を受けまし

た。

「市民の海洋性スポーツの振興とあわせて海洋思

想の普及を図る」という設置理念に則り「開かれた

ヨットハーバー」を合言葉に日々活動を展開してい

ます。

具体的には、市民対象のセーリング教室の開催（生

涯スポーツとして一般市民、底辺を広げる小中学生

対象、希望者に随時対応する教室）しています。ア

スリート及び指導者の育成、子どもの健全な育成（地

域の学校の交流）、環境保全（講習会の実施）国際交

流を行っています。近年では地元開催のお祭り・イ

ベントも開催されるようになりました。

現在ディンギー（小型ヨット）は5校の高校、6校

の大学、市民愛好者によるクラブ、小中学生のジュ

ニアヨットクラブが本拠地として活動しています。

クルーザー（大型ヨット）は4つの団体が毎週のよう

に定例レースを開催し、週末ともなると活気あふれ

るハーバーとなっています。
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■福岡市ラグビーフットボール協会

【設立年】
 1962（昭37）年

【加盟年月日】
 1962（昭37）年

【歴代会長】
 1990 （平　2　）年 三 苫 　 学
 1993 （平　5　）年 田 村 稔 宏
 2006 （平18）年 田 中 久 生
 2007（平19）年 魚 住 俊 治

【歴代理事長】
 1991 （平　3　）年 江 頭 公 成
 1993 （平　5　）年 田 中 久 生
 1999（平11）年 小 島 敏 雄
 2007（平19）年 松 尾 　 林
 2009（平21）年 藤 島 保 雄
 2010（平22）年 大 町 博 憲

【目　　的】

福岡市ラグビーフットボール協会は、本市におけ
るラグビーフットボールの普及と振興を図るため、
福岡県ラグビーフットボール協会の下部組織として
平成2年に発足しました。

【理事及び会員】

現在、会長を含め14名の理事と45チームの会
員により構成されています。

理事は、会長、副会長、理事長、書記長、会計、
レフリー、総務からなり、また、会員は社会人チー
ム5、クラブチーム18、中学校12及び少年クラ
ブチーム10が登録され、毎年、様々な試合の開催
や応援等を行い、
ラグビー技術の
向上と選手の交
流促進を図って
いるところです。

－　会　員　－　平成23年5月10日現在
 [社会人チーム]
・西部ガス ・西日本シティ銀行 
・福岡銀行 ・福岡市消防局 
・福岡市役所
　　　　

[クラブチーム]
・朝青クラブ ・あすなろクラブ
・生松RFC ・S.R.C
・香椎クラブ ・草ヶ江クラブ
・玄海タンガロア ・電通クラブ
・どんたくクラブ ・名島クラブ
・福岡かぶと虫RFC ・シザースクラブ
・福岡ファルコンズ ・マルヒRFC　
・迷惑クラブ ・モンキーズクラブ
・放送クラブ ・隣友クラブ　

[中学校チーム]
・自彊館中学校 ・城南中学校
・次郎丸中学校 ・福岡舞鶴中学校　
・西南学院中学校 ・長丘中学校
・百道中学校 ・原中学校
・長尾中学校
　（･志摩中学校）
　（･輝翔館中等教育学校）
　（･明治学園中学校）

[少年クラブチーム]
・かしいヤングラガーズ
・片江ジュニアラガーズ
・ぎんなんリトルラガーズ
・草ヶ江ヤングラガーズ
・笹丘少年ラグビー
・城南スポ－ツラグビークラブ
・筑紫丘ラクビークラブジュニアスクール
・みやけヤングラガーズ
　（･玄海ジュニアラグビークラブ）
　（･引津リトルラガーズ）
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【活動内容】

（１）7人制ラグビー大会〈5月〉
2009（平成21）年までは「福岡シティセブ

ン・ア・サイド」の大会名で開催されていた7人
制のラグビー大会です。今年で19回目を迎え、
約15チームが自慢の健脚と個人技を披露してい
ます。

7人制ラグビーは、2016年夏季五輪の追加種
目に決定しており、注目を集めている種目です。

（２）小学生ちびっこラグビー大会〈6月〉
少年クラブチームに所属する幼稚園から小学4

年生までの子供たち約300名が一同に集い、交
流試合を開催しています。

熱心な保護者の声援に囲まれ、子供たちが日頃
の練習の成果を発揮しています。

　　　　　　
（3）中学校新人大会〈1月〉

本市におけるラグビーの振興を図る上で、中学
校にラグビーを普及させることは大変意義のある
ことであり、その一助として福岡市中学校ラグ
ビー新人大会を開催しています。

近隣市町村の中学校も交え、各チーム優勝を目
指し、グラウンド一杯駆け回っています。

（4）中学生ジュニアラグビー大会（3月〉
2008（平20）年から開催している少年のク

ラブチーム（中学生）が参加する12人制の交流
大会です。

（5）市民総合スポーツ大会
（ア） 社会人ラグビー大会〈2月〉

毎年1月から2月の間、本市にある社会人
やクラブチームが参加して、トーナメント方
式で試合を開催しています。

今年で46回目を迎えた大会で毎年20チー
ム程が参加しています。

（イ） 小学生ミニラグビー大会〈10月〉
少年のクラブチームに所属する小学6年生

と5年生の子供たちが9人制のラグビーを通
じ、集団生活の大切さやルールを学ぶ大会で
す。

（ウ） 中学生タッチフット大会〈10月〉
タッチフットとは、タックルの代わりに相

手の身体にタッチして攻撃を止めるもので、
スクラムもないパスゲームのようなものです。
この大会には中学校チームが参加しています。

【今後の課題と展望】

2019年ラグビーワールドカップが日本で開催さ
れることが決定しており、福岡市内にある球技場に
おいても世界のトップレベルのラグビーが観られる
可能性が高い。

今後は、子供たちへの普及のみならず老若男女全
方位の競技者増加とスポーツ少年団など、地域に根
付いた団体と連携を図り、地域活性化に繋がる拠点
作りが重要である。
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■福岡市陸上競技協会

【設立年月日】

 1946（昭21）年 （福岡ACとして設立）

 1960（昭35）年（福岡市陸上競技協会へ改称）

【加盟年月日】

 1962（昭37）年

【歴代会長】

 1963（昭38）年 佐　藤　篤二郎

 1964（昭39）年 橋 岡 八 郎

 1983（昭58）年 関 　 克 敏

 1995（平　7　）年 古 賀 圭 二

 2003（平15）年4月～現在  南  原　  茂

【歴代理事長】

 1963（昭38）年 西田　広、蓑原義孝

 1973（昭48）年 小 堀 　 栄

 1975（昭50）年 渡 辺 　 忍

 1988（昭63）年 徳 丸 　 広

 1999（平11）年 波 佐 間 　 宏

 2001（平13）年 瀬 口 俊 光

 2011（平23）年4月～小　藤　　昭

【沿　　革】

福岡市陸上競技協会は、1946（昭21）年福岡
市近郊の愛好者で組織し、（福岡市アスレチッククラ
ブ）福岡ACとして発足しました。1960（昭35）
年規約改正など整理して1962（昭37）年福岡市
体育協会設立と同時に福岡ACから福岡市陸上競技

協会に改称しています。
組織は会長、顧問をおき理事長以下副理事長、総

務部、審判部、競技部、強化部、普及部、記録部の
専門部で各競技の統括を図っています。

発足当時の役員は、岡部平太（平和台の命名者）、
楢崎正雄の両雄で、1948（昭23）年第3回国民
体育大会開催にあたり国体式典委員長として活躍さ
れた業績は今でも語り草となっています。

この国体の平和台会場のメインポールには楢崎正
雄が当時占領下である中で敢えてGHQと交渉した
結果、「君が代の演奏裡に国旗の掲揚差し支えなし」
との朗報を得て、戦後日本で初めて日章旗が君が代
の演奏裡に掲揚されました。歴史に残る1ページと
もなっています。

また、聖火台には肥之松を集めて燃やし細々と火
が灯った（これも楢崎正雄案）こともエピソードと
して残っています。

【1990年代は国際試合で大盛況】
1989（平元）年 博多の森陸上競技場が建設
①1990年 （平　2　）年 第45回とびうめ国体
②1993年 （平　5　）年 TOTOスーパー陸上福岡
③1995年 （平　7　）年 ユニバーシアード福岡大会
④1997年 （平　9　）年 IAAF世界グランプリ 

  ファイナル福岡大会
⑤1998年 （平10）年 アジア選手権

【2000（平成12）年以降の世界選手権大会】
2007（平成19）年
第11回世界陸上選手権　大阪大会　

＊前田和浩（九電工）
　10000M　第17位 29分48秒17
＊吉形政衡（三洋信販）
　400MH出場　予選敗退

2009（平成21）年
第12回世界選手権　ベルリン大会　

＊前田和浩（九電工）　
　マラソン39位　2時間19分59秒　　
＊桝見咲智子（九電工）
　走幅跳　 27位　6M
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【平和台陸上競技場が存続の危機】
2002（平14）年、平和台陸上競技場のオール

ウェザーがボロボロになりました。 鴻臚館遺跡問題
で改修予算がつかないという情報も流れて市陸協の
執行部は困惑をしていました。

この時、古賀圭二市陸協会長（九電工）が福岡市
長に直接お会いして請願をしました。更に当時の役
員（坂井和義副会長、瀬口俊光理事長）が、平和台
を活用している高校の指導者から署名を集めて、陸
上の経験があり且つ理解がある南原茂市議（2003
年から会長就任）に協力を求めるために議会室を訪
問しました。

南原議員の紹介で市民局長を訪問し、グラウンド
を持たない周辺の高校が平和台を活用してインター
ハイ、国体、全国高校駅伝等で優勝していることを
伝えて競技場存続を訴えました。その努力が実り改
修にこぎつけることができました。あれから約8年
後、2010（平成22）年度には博多の森のサブグ
ラウンド改修工事も行われ、同時に平和台も堀側に
2コースのサブ練習場（オールウェザー）が新設さ
れました。

【経済不況で伝統の大会が消えていく】
この10年バブルの崩壊やリーマンショックで日

本の経済も大不況に見舞われました。大会にスポン
サーがつかなくなってきたために、福岡市陸協が主
管、協力していた下記大会を最後に消えていきまし
た。

<下記が最後の大会となる>
□第5回ユニバーシアード記念大会（博多の森）
  2004（平16）年6月6日　
□第36回博多の森（平和台）クロスカントリー

大会
  2005（平17）年3月13日（朝日新聞社）
  「廃止理由に国際クロカンの開催も影響する」
□第21回レディースロード大会（西日本新聞社）
  2006（平18）年2月18日平和台スタート
□第28回日刊大濠マラソン（朝日新聞社主催） 
 2008（平20）年11月9日　

□第62回朝日駅伝大会（朝日新聞社主催）
 2011（平23）年1月10日　福岡〜小倉

【現在の活動（市体協主催大会・教室）】
2011（平23）年度
①主催　第42回福岡市民陸上兼第25回福岡市

　　民総合陸上競技大会「6月11、12日博多の森」
②主管　第16回福岡市障害者スポーツ大会
　　「10月2日博多の森」
③協力　第25回市民総合スポーツ大会開会式
　　「平和台10月10日」
④主催　第10回博多の森カーニバル
　　「10月22、23日博多の森」
⑤主管　第22回シティマラソン福岡2011
　　「11月13日ヤフードーム」
⑥主催　第13回福岡市陸上教室　　　　
　　「12月18日博多の森」
⑦主管　第25回海の中道市民クロスカントリー

　　　「H24年2月25日海の中道」
⑧主催　平和台ジュニアクラブ陸上指導
　　「毎月1回　第3土曜日平和台」会員300人

【議員有志の会と市民ランナーとの意見交換会】
　2010（平22）年8月4日（水）19時〜 20時30分
　場所:議会棟7階応接室で議員有志の会6名、市

民ランナー等11名　市陸協から理事長（瀬
口）と副理事長（大神）が出席しました。

　議題:市民フルマラソン開催検討について
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■福岡市テニス協会

【設立年月日】1974（昭49）年11月1日

【加盟年月日】1962（昭37）年

【歴代会長】

　1963 （昭38）年～ 瓦 林 　 潔

　1978 （昭53）年～ 中牟田　喜一郎

　1982 （昭57）年～ 太 田 五 郎

　1991 （平　3　）年～ 隈 丸 次 郎

　1993 （平　5　）年～ 小 野 治 嗣

　2003 （平15）年～ 岡 野 高 大

　2009 （平21）年～ 松 村 等 彰

【歴代理事長】

　1963 （昭38）年～ 高 田 　 博

　1966 （昭41）年～ 太 田 五 郎

　1982 （昭57）年～ 畑 瀬 四 郎

　1991 （平　3　）年～ 秋 竹 善 枝

　2001 （平13）年～ 鬼　塚　冨久美

　2004 （平16）年～ 松 村 等 彰

　2009 （平21）年～ 上和田　　　茂

【沿　　革】

九州のテニス（硬式）を統括する機関として日本
庭球協会九州支部（現九州テニス協会）が正式に発
足したのは1925（大14）年、そして1930（昭
5）年、この九州支部のメンバーが中心となって福
岡ローンテニス倶楽部（現福岡テニス倶楽部。以下
福岡倶楽部と略称）が設立されました。

終戦直後の1946（昭21）年、中牟田喜一郎氏（岩
田屋会長）等のご尽力により春日原コート2面を確
保することができ、福岡市におけるテニス再開の端
緒となりました。

第3回国体の福岡県開催決定に伴い、1947（昭
22）年に九州支部と福岡倶楽部が一心同体の形で
福岡県庭球協会（現福岡県テニス協会）として県体
育協会に加盟しました。

更に1962（昭37）年に福岡市体育協会が設立
され、同年福岡倶楽部がこれに加盟しました。

福岡市庭球協会は、1981（昭56）年3月に福
岡市テニス協会と改称し今日に及んでいます。

【主な事業】

当協会は、「福岡市に所在するテニス団体の相互連
携を密にし、テニスの普及と技術の向上を図るとと
もに、健全なるスポーツ精神の育成を目的」（会則第
2条）として事業を行っていますが、その大部分は
底辺拡大といえます。

（1）　博多の森テニス競技場の活用
博多の森テニス競技場は、1990（平2）年

の第45回国体（とびうめ国体）のために新設さ
れたものですが、福岡市は、1995（平7）年
のユニバーシアード福岡大会で使用するため国
際試合の開催が可能となるよう、大改造を行い
ました。当協会は、これにテニス界の意見、要
望を反映させ、活用しております。このコート
はユニバの後1996（平8）年から2000（平
12）年までアジアジュニアテニス選手権大会の
会場として使用されました。その後、2001（平
13）年より、世界の若手女子の登竜門としての

「福岡国際女子テニス大会」を開催しています。

（2）　市民総合スポーツ大会テニス競技
日頃、競技大会に参加する機会が少ない中級

者以下を対象に、1974（昭49）年11月に
第1回市民テニス大会を開催し以後毎年実施、
1987（昭62）年に題記のように名称を変え、
2010（平22）年で通算37回目を迎えました。
年々参加者も増え、年齢、技術レベルも多様化
して種目が増加したため、現在は博多の森と今
津運動公園の2箇所で、10月に土曜、日曜を3
日間使って実施しており、当協会最大のイベン
トとなっています。

（3）　915ベテランテニス大会
高齢者の健康増進を目的として1975（昭

50）年9月15日に第1回敬老テニス大会を開



2010.10　ねんりんピック石川（金沢市）

2010.9　日韓親善大会（釜山広域市）
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催、その後題記のように名称を変更して毎年実
施しています。男性60歳以上、女性50歳以
上を対象に和気藹々とした雰囲気の中で行われ、
年々参加者も増え、現在では150名を超えてい
ます。

（4）　全国健康福祉祭大会テニス競技
1988（昭63）年に第1回全国健康福祉祭大

会テニス競技が行われ、以後毎年参加していま
す。2005（平17）は福岡市が開催市となり、
決勝リーグベスト8と活躍しました。

（5）　日韓親善テニス大会
テニスを通じての国際親善は、過去1980（昭

55）年から1988（昭63）年にかけての豪州
との間のもの（都合7回試合を実施）、1996（平
8）年のマレーシアのイポー市への選手派遣など
がありますが、現在もなお継続しているのは韓
国釜山広域市との間の親善試合です。

1989（平元）年に福岡市と釜山広域市（当
時は釜山直轄市）の間で行政交流都市の締結が
行われ、これに伴って、1991（平3）年に「第
1回福岡市・釜山直轄市親善テニス」を博多の
森テニス競技場で開催しました。同年11月17
日に2回目の大会を釜山市で開催し、以後は毎
年1回交互に相手国を訪問して友好親善を深め
ており、既に21回を数えています。今年までの
勝敗は、10勝10敗2分けと接戦となっていま
す。

 
（6）　福岡市・北九州市対抗試合

両市相互の技術レベルの向上と親善を図るた
め、1995（平7）年以来毎年交互に両市で開
催し、レベルの高いテニスの交流を行っていま
す。今年までの勝敗は6勝8敗2分けです。

【これからの展望】

当協会では、九州テニス協会、福岡県テニス協会
の事業のうち福岡市だけに関わる部分、特に底辺拡
大を担当することで発足しましたが、2000（平
12）年度から会費を定め、グループ登録制をとる
こととし、会則を改正しました。目下会員は50数
団体でありますが、「マナーとルール」の向上をめざ
し、市民テニス愛好者のための協会として更に会員
数の増大を図っていく所存です。既に、団体リーグ
戦やミックスの試合なども好評を得ています。又、
テニス協会の充実やジュニアの育成強化にも取り組
み、ネットを通じてテニスに関する情報の提供や会
員相互の連携強化を図っていきたいと念願していま
す。



小学生ハンドボール教室 10 周年記念祝賀会
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■福岡市ハンドボール協会

【設立年月日】1948（昭23）年

【加盟年月日】1970（昭45）年

【歴代会長】

 1970（昭45）年 ～ 1974（昭49）年

   村 山 助 雄

 1975（昭50）年 ～ 2000（平12）年

   南　原　勇一郎

 2001（平13）年 ～ 2010（平22）年

   おばた　久　弥

 2011（平23）年 ～ 現在 城 島 　 浩

【歴代副会長】

 1970（昭45）年 ～ 1974（昭49）年

   四 宮 重 信

 1975（昭50）年 ～ 1997（平　9　）年

   今 村 孝 一

 1975（昭50）年 ～ 2008（平20）年

   中 西 敬 一

 1999（平11）年 ～ 2010（平22）年

   笹 渕 信 嘉

 2009（平21）年 ～ 現在 高 木 　 泉

【歴代理事長】

 1970（昭45）年 ～ 1974（昭49）年

   中 西 敬 一

 1975（昭50）年 ～ 1995（平　7　）年

   野 村 良 水

 1997（平　9　）年 ～ 現在 川　村　浩　之

【沿　　革】

福岡市ハンドボール協会は『1948（昭23）年』、
福岡県における、第3回国民体育大会開催決定に
伴い、福岡県体育協会に加盟という形で発足し、

『1970（昭45）年』正式に福岡市ハンドボール協
会を設立し福岡市体育協会に加盟致しました。
『1975（昭50）年』、南原勇一郎会長を迎え、

機構を一新し、第1回福岡市議長杯（6月）、同じく

第1回市長杯（10月）を開催致しました。さらに、
『1978（昭53）年』4月には、韓国・ソウル市に
おいて、福岡市とソウル市の交流試合も行われまし
た。また、市民総合スポーツ大会を、第1回より、
福岡市長杯と併せて開催しております。残念ながら
福岡市議長杯は『1990（平2）年』、第16回大会
で中止となりましたが、福岡市長杯、市民総合スポー
ツ大会は本年『2011（平23）年』で、それぞれ
37回・24回を数え、小学男・女、中学男・女、高
校男・女、一般の部を合わせて約40チーム、750
名程の参加があり、活気のある大会に成長してまい
りました。

その間の大きな事業として、『1985（昭60）年』
8月には南原勇一郎会長のご尽力により、友好都市
である中国・広州市へ、役員、選手（男・女）44
名で遠征し、親善試合を行いました。

また、『1998（平10）年』、南原勇一郎会長が長
年の功績を評価され、福岡市体育協会表彰を受けら
れました。このことは、福岡市ハンドボール協会に
とって、非常に喜ばしい出来事でありました。

このように、順調に歩んでまいりましたが、長年
にわたって協会を支えて下さった、野村良水『1995

（平7）年』、今村孝一『1997（平9）年』両氏が
他界され、協会は組織の再編を余儀なくされました。
その結果、『1997（平9）年』より、理事長に川村
浩之、事務局長に髙木泉が就任し、南原勇一郎会長
のもと、理事も一新し、新たなスタートを切りまし
た。



2006 年度　高校生スポーツ交流事業
中学生クラブチームカップ出場
（大阪府堺市:大浜体育館にて）
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新しい事業としては従来の福岡市長杯・市民総合
スポーツ大会に加え『1998（平10）年』6月、
第1回福岡市中学生ハンドボールフェスティバル

（毎年6月）を開催し本年で14回目の開催となりま
す。また、『2000（平12）年』8月より、長年の
課題であった、小学生ハンドボール教室をスタート
させることとなりましたが、特に、この小学生ハン
ドボール教室は全日本・オリンピック代表選手を多
数輩出している、福岡大学（田中　守:ハンドボー
ル部監督）の協力を得て年間を通して開催する運び
となりました。これと同時に小学生対象のクラブ
チームを立ち上げ、様々な大会へと参加し『2009

（平21）年』11月にはクラブチーム創部10周年
を迎え、OBを交え喜びを分かち合いました。また、

『2008（平20）年』より中学生対象のクラブチー
ムを発足しましたが、昨年『2010（平22）年』
11月大阪府・堺市で行われた「中学生クラブチー
ムカップ」に出場し3位という結果を残しチーム内
からも優秀選手が選出されました。この事業はこれ
かも本協会の重要課題と位置付け、継続・拡大して
行き、小学生ハンドボール教室から、将来の日本を
代表する選手が育つことを願う次第であります。

他の事業としては『2005（平17）年』から
『2008（平20）年』の4年間、福岡市・福岡市体
育協会などが主催されております、『福岡市・釜山広
域市高校生スポーツ交流事業』のハンドボール競技
として参加させて頂き、福岡市の高校生にとっては

貴重な経験をさせて頂き、高校生のレベルアップに
も繋がりました。この間、『2007（平19）年』川
村浩之理事長が長年の功績が評価され、福岡市教育
委員会表彰を受けられ、福岡市ハンドボール協会に
とって、大変喜ばしい出来事でありました。

ハンドボールは、走る・跳ぶ・投げると、あらゆ
るスポーツの要素を兼ね備え、ダイナミックでス
ピーディーな競技です。今後は広く一般市民にハン
ドボールに親しんで頂くために、福岡市長杯・市民
総合スポーツ大会の「一般の部」において「未経験
者」のパートの充実を計り、さらに、普及、底辺拡
大のために、今後もさらに小学生・中学生の教室や
大会に力を入れたいと考えております。

皆様の御支援・御協力の程、よろしくお願い致し
ます。

■本協会の主催の大会・教室
・福岡市中学生ハンドボールフェスタ
・市民総合スポーツ大会
（福岡市長杯）
・福岡市会長杯小学生大会
・小学生ハンドボール教室



2006 年 10 月 9 日
市民総合スポーツ大会に人馬の初の入場行進
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■福岡市馬術協会

【設立年月日】

 1971（昭46）年1月29日

【加盟年月日】

 1971（昭46）年4月28日

【歴代会長】

 桑 原 廉 靖、高 松 光 彦、林 　 武 彦

 矢 田 靖 夫、徳 永 真 治、田 中 雅 幸

【歴代理事長】

 今石　貞二郎、平 田 尚 志、矢 田 靖 夫

 上 野 貴 士、徳 永 隆 弘、田 中 雅 幸

【沿　　革】

福岡県馬術連盟は1961（昭36）年創立され、
年二回の県馬術大会や対山口戦、或は国民体育大会
の予選等を行って来ました。その福岡県馬術連盟が
推進母体となり1971（昭46）年1月29日福岡
市馬術協会が設立されました。そして同年4月28
日福岡市体育協会に加盟しました。

1976（昭51）年9月22日南部流域下水処理
場内に七千平米の仮馬場を設置。同年11月27日
第14回福岡県馬術選手権大会を開催しました。参
加人員は約70名、馬は約50頭でした。翌1977（昭
52）年9月15日に第一回九州中国四国近県馬術大
会に参加。この大会は参加人員約100名、馬は70
数頭にも及びました。

 現在までに福岡市馬術協会が参加した競技会は、
福岡県馬術大会、福岡県馬術選手権大会、とびうめ
国体記念馬術大会、佐賀県馬場開設記念馬術大会、
宮崎県馬術大会、熊本国体記念馬術大会、九州馬術
大会、西日本馬術大会、全日本馬術大会、国民体育
大会、桜花杯馬術大会、福岡馬事公苑親善馬術大会、
九州グランプリ、新春馬場馬術大会、オータムホー
スショー、クリスマスホースショー等の馬術大会等
があります。

福岡とびうめ国体で福岡県馬術競技場が開場し、
福岡での競技会が定着する基盤となりました。

 
福岡市馬術協会は今後も福岡県馬術連盟と協力し

て、馬術人口の増加を図るため少年少女への馬術教
室や、市民への無料乗馬体験などを開催し広く啓蒙
活動を行って行く予定であります。

 



いつか、こんな日が来ることを夢見て　文　深津澄子
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「私の乗馬体験」
一般人にとって乗馬の機会と言うのはどのくらい

あるのだろうか?　私に関して言えば小学生の時に
遊園地でポニーに乗った一回と、高校の修学旅行で
行った阿蘇の草千里で、とってもくたびれた感じの
馬に乗った一回の計二回である。おおかたの人に
とって乗馬とのかかわり合いはそんなものであろ
う。あるいはそれ以下かも知れない。

ポニーに乗ったのは小学校三年生の時のことだっ
た。その遊園地には他にもいろいろな乗り物があり
私もいくつか乗ったはずなのだが、その日のことで
覚えているのはポニーのことだけ。一段高い台の上
で自分の番を待つ間に、乾いた草の臭いがしていた
のを覚えている。それくらい強烈な印象を受けたと
いうことだろう。

あの時から半世紀近く経ってしまったが、子ども
の時のあのわくわく感を思い出したら、本当の馬に
乗ってみたくなった。

乗馬はいったいどこでするのだろうか?と言うの
がまず最初の疑問。さっそくインターネットで調べ
てみた。驚いたことにわが家から車で二十分ほどの
ところに、乗馬クラブが二つもあることがわかり、
体験レッスンが受けられるとも書いてあった。

富士の見える高台にそのクラブはあった。
間近で見る馬たちの重量感に圧倒された。これは、

ポニーに乗るのとはまるで違うぞ、そう思ったがも
う逃げだす事は出来ない。

体験レッスンを受けるのに必要なブーツ、ヘル
メット、乗馬ズボン、チャップス（ズボンカバーの

一種）は無料でお借りできた。
着替えを済ませ自分のレッスンを待つ。
待っている間に不安はどんどんつのり、五十代半

ばの私が乗馬なんて無謀過ぎたかと思い始めた頃、
六十代と思しき乗馬服姿の女性が、馬を引いて前を
通り過ぎたのを見て少し安心した。

レッスンは三十分ほどであった。小さな踏み台を
借りたのだが、鐙に左足をかけて鞍にまたがるだけ
で、もうその日の気力を全部使い果たした気分。やっ
とよじ登った馬の上からインストラクターに「もう
降りられませんから。」と泣きを入れた。

一周百メートルほどの馬場を並足（当然!）で回っ
た。初めはガチガチに固まっていた体が二周、三周
と回るうちにほぐれてきた。馬の揺れに身体を任せ
ると何とも心地よい。もっと乗っていたかったのだ
が、あっという間に三十分が経ってしまった。今日
のパートナー、ランスロット君にお別れして夢見心
地で帰宅の途についた。馬について何の経験もな
かった私が、たった一度の体験レッスンで大の乗馬
ファンになってしまった。いつか一人で馬に乗れる
ようになりたいなあと強く思った。



体操競技・鉄棒の演技

　94

　●加盟団体史●

■福岡市体操協会

【設立年月日】

 1967（昭42）年4月1日

【加盟年月日】

 1971（昭46）年4月1日

【歴代会長】

 1971 （昭46）年 川 原 俊 夫

 1981 （昭56）年 池 辺 敬 光

 1996 （平　8　）年 犬 丸 嘉 人

 2007 （平19）年 山 野 孝 子

【歴代理事長】

 1971 （昭46）年 犬 丸 嘉 人

 1981 （昭56）年 村 山 　 亨

 2005 （平17）年 湯 浅 芳 雄

【沿　　革】

福岡市体操協会は、1967（昭 42）年、川原
俊夫（株式会社ふくや創業者）を会長に迎え、犬
丸嘉人を理事長とし、事務局を西南学院高等学校
に設置、発足しました。

福岡市体育協会には、1971（昭 46）年に正
式加盟しました。

1981（昭 56）年、新会長に池辺敬光、副会
長に薮内ふじ江、犬丸嘉人、生田清衛門、理事長
に村山亨を迎え、本協会に多大な貢献、尽力を頂
きました。

1995（平 7）年開催のユニバーシアード福岡
大会から犬丸嘉人が会長代行を務め、1996（平
8）年、犬丸が正式に会長に就任しました。

2004（平 16）年、村山亨が理事長を勇退し、
翌年 2005（平 17）年より湯浅芳雄（東福岡高
等学校）が理事長となり、事務局を東福岡高等学
校に移しました。

2006（平 18）年、犬丸会長と薮内副会長が
勇退し、翌年 2007（平 19）年、新会長に山
野孝子、副会長に柴戸幸枝、村山亨、平田哲史（福
岡教育大学）が就任し、現在に至っています。

【2001（平13）年からの活動】

福岡市体操協会の会員は、幼児から大学生まで
の約 500 名以上を擁し、体操競技、新体操とも
に若い指導者が増加してきています。

体操競技では、近年減少傾向にあった競技人口 
が、2004（ 平 16） 年 開 催 の ア テ ネ オ リ ン ピ 
ックでの日本男子チームの活躍により、小学生を
中心に男女とも増加してきています。

グリーンカレッジ体操クラブやアクシオン体操
クラブなどが中心となり、活発になってきました。
10 月に開催される市民総合スポーツ体操競技大
会の参加者も年々増加し、盛況な大会となってき
ています。

大学生の体操競技では、福岡大学が中心となり、
福岡の体操競技を牽引しています。

男子では、田口晴康監督の下、西日本学生体操
選手権大会において、団体優勝を成し遂げ、個人
も好成績を収め、また全日本学生体操選手権大会
おいても、上位に入賞しています。

女子においては、部員数も増加しており、今後
の活躍が期待されます。

新体操においては、市内に多数の教室やクラブ
があり、毎年 7 月第 2 土・日に新体操ジュニア大
会を開催しています。

1993（平 5）年、福岡市ジュニア新体操連盟
が設立され、福岡市体操協会にも加盟しました。
会長には柴田清美（グリーンカレッジ）、理事長に
加藤純子（加藤 RG クラブ）が就任し、現在に至 
っています。

高校生では、女子の活躍がめざましく 2003（平
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15）年、浦谷郁子（中村学園女子高等学校）が
長崎インターハイ個人総合優勝しました。

また翌年 2004（平 16）年には、緒方ひかり
（現・光安ひかり）（中村学園女子高等学校）が、
広島インターハイの種目別リボンで優勝するなど
素晴らしい活躍をしました。

男 子 で は、2006（ 平 18） 年 か ら 3 年 連 続 
で、中村優太（福岡舞鶴高等学校）がインターハ
イに出場し、活躍しました。

また、団体では東福岡・中村学園女子の両高等
学校が全国選抜大会に連続出場するなど活躍して
います。

大学生では、福岡大学が柿本真弓監督・江口和
文コーチの指導により、男子は毎年全日本選手権 
大会の団体に上位入賞を果たし、2010（平 22）
年、 個 人 総 合 で 廣 庭 捷 平（2 年 ） が 第 5 位 に 
入賞するなどのめざましい活躍をしています。

女子においても、柿本監督の指導により西日本 
学 生 選 手 権 大 会 で 2009（ 平 21） 年 に 団 体 優 
勝、個人総合で光安ひかり（3 年）が第 2 位とな
るなど好成績を残しています。

2003（ 平 15） 年 に は、 当 時 の 理 事 長、 村 
山亨の発案により福岡市体操祭を実施する運びと
なりました。

真冬、1 月末の開催のため、参加者が集まるか
不安視されましたが、関係者の多大な尽力により
多数の参加による第 1 回の体操祭が開催され、無
事大成功を収めました。

現在も毎年 1 月に開催し、今回で第 9 回を迎え、
参加者も 400 名を越え、観衆も多く盛大な発表
会へと発展しました。

また翌年より実施されることになった福岡県体
操祭の引き金ともなりました。

今後は生涯スポーツとして、体操関係だけでな
く、より多くの市民の参加を望んでいます。

 【今後の課題】

体操競技・新体操とも、クラブチームの活動に 
よりジュニア層の競技人口は、増加しました。た
だ、中学・高校などの高学年なるに従い、減少 
傾向が著しく、早急な対策が必要と思われます。
また、協会役員の高齢化も進み、今後の本協会の 
発展のためにも、より一層の若い指導者の育成と 
役員の移行も協会の大切な仕事と考えています。

また、ユニバーシアード大会で使用し、現在は 
ほとんど利用されていない体操器具の使用も考え
ていきたいと思います。

【本協会主催の大会・発表会】
福岡市市民総合スポーツ体操競技大会
福岡市市民スポーツ新体操大会
福岡市体操祭
福岡市ジュニア新体操選手権大会
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■福岡市レスリング協会

【設立年月日】　1971（昭46）年3月

【加盟年月日】　　　　同　上

【歴代会長】　　初代 渕 上 栄 一

 二代 藤 原 俊 和

 三代 太 田 誠 一

【歴代理事長】　初代 市 川 孝 夫

 二代 間 中 彰 夫

 三代 山 方 隆 美

 四代 田 中 忠 道

【沿　　革】

本協会は、日本のレスリングが国際的に、最も活
躍していた昭和40年代に福岡市におけるレスリン
グ競技の普及発展を図り、世界的に活躍できる選手
の育成や青少年の健全育成に寄与することを目的と
して、1971（昭46）年3月に加盟チーム2、賛
助会員25名、会長　渕上栄一、理事長　市川孝夫
で発足致しました。

協会発足から今年でちょうど40年が経過いたし
ました。全国大会や国際大会で活躍する選手の輩出
にも成功し一定の成果を収めております。

1996（平8）年からは、女子選手が加盟し国内
大会をはじめ国際大会での優勝者を出す等、男子選
手を超える活躍を致しました。しかしながらレスリ
ング競技は日本では未だマイナー競技の域を脱せ
ず、九州では更に理解度も低く競技人口の拡大は常
に困難を極めております。女子選手は平成18年、
ついに加盟者0となりました。また少子化の波も手
伝い、高校生・大学生の競技者の数が減りつつ有る
のも懸念されます。

歯止めと競技人口の回復増加を図るべく若年層
（小学生・中学生）選手の育成をし、底上げを図ら
なければなりません。今後の目標としましては若年
層を対象とする組織の整備が急務といえます。

【活動内容】

現在加盟チームは2つ、福岡大学レスリング部と
東福岡高校レスリング部です。

個人加盟として、加盟チームそれぞれのOBと一
般レスリング経験者が在籍しております。

加盟チームはそれぞれに部活動として普段は練習
（個人加盟者は各チームの練習に参加）をしており、
年に数回の合同練習を行い相互交流を図っておりま
す。体育協会事業と致しましては、例年9月に強化
合宿（強化事業）、3月には市民総合スポーツ大会レ
スリング競技として、本協会員に加え一般（レスリ
ング経験者）参加者も交えての試合を行なっており
ます。

今後は前述致しました、若年層を対象とした組織
（レスリング教室等）の発足、またレスリング未経
験者にも競技を体験して頂ける企画を催す等の活動
を計画し競技の普及発展に尽力していきたいと考え
ております。
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【活躍した選手】過去10年〜

◎国内大会
○全日本学生選手権大会
 2001（平成13）年 グレコ69㎏

松 本 八 洋　（福岡大学） 3位
 2002（平成14）年 フリー 48㎏

世 良 桃 子　（福岡大学） 優勝
 2002（平成14）年 フリー 51kg

赤 坂 幸 子　（福岡大学） 優勝
 2003（平成15）年 フリー 48㎏

世 良 桃 子　（福岡大学） 2位
 2004（平成16）年 フリー 59kg

大 島 貴 子　（福岡大学） 優勝
 2005（平成17）年 フリー 51kg

赤 坂 幸 子　（福岡大学） 優勝
 2006（平成18）年 フリー 84kg

斎 藤 和 弥　（福岡大学） 5位
 2006（平成18）年 フリー 60㎏

宮 原 利 仁　（福岡大学） 5位
 2007（平成19）年 フリー 84kg

斎 藤 和 弥　（福岡大学） 5位
 2010（平成22）年 フリー 66kg

黒 崎 辰 馬　（福岡大学） 5位

○全日本大学レスリング選手権大会
 2001（平成13）年 グレコ55㎏

森　山　振一郎　（福岡大学） 2位
 2004（平成16）年 フリー 84kg

安 藤 康 弘　（福岡大学） 3位
 2006（平成18）年 フリー 60㎏

宮 原 利 仁　（福岡大学） 5位
 2010（平成22）年 フリー 74㎏

笠 井 晋 吾　（福岡大学） 8位

○天皇杯　全日本レスリング選手権大会
 2008（平成20）年 グレコ96kg

廣 瀬 佳 将　（福岡大学） ベスト16
 2009（平成21）年 フリー 66kg

黒 崎 辰 馬　（福岡大学） 5位
 2010（平成22）年 フリー 66kg

黒 崎 辰 馬　（福岡大学） 7位

○JOCジュニアオリンピックカップ
 2006（平成18）年 グレコ50㎏　

佐 藤 皓 平　（福岡大学） 5位
 2007（平成19）年 フリー 120kg

澤 　 翔 大　（福岡大学） 5位
 2009（平成21）年 フリー 74㎏

笠 井 晋 吾　（福岡大学） 3位

◎国際大会
○世界ジュニアレスリング大会
 2000（平成12）年 フリー 46㎏

幹　　加奈子　（福岡大学） 優勝
 2001（平成13）年 フリー 43㎏

世 良 桃 子　（福岡大学） 優勝
 2003（平成15）年 フリー 50㎏

赤 坂 幸 子　（福岡大学） 優勝
 2003（平成15）年 グレコ96kg

吉 田 光 志　（福岡大学） 2回戦

○世界学生レスリング選手権大会
 2004（平成16）年 フリー 48㎏

世 良 桃 子　（福岡大学） 優勝

○クランズマン国際レスリング選手権大会
 2000（平成12）年 フリー 76㎏

池 邊 尚 宏　（福岡大学） 6位
 2000（平成12）年 フリー 51kg

篠 村 敦 子　（福岡大学） 優勝
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■福岡市空手道連盟

【設立年月日】1970 （昭45）年11月

【加盟年月日】1973 （昭48）年　5　月

【歴 代 会 長】 初代 船 越 栄 一

 二代 為 末 紀 元

 三代 中 野 重 信

【歴代理事長】 初代 倉 光 英 雄

 二代 板 井 角 馬

 三代 茂 田 長 俊

【沿　　革】

空手道は、沖縄を発祥の地とする我が国固有の文
化です。17世紀初頭薩摩藩の島津氏による征服の
ため、一切の武器を取り上げられた琉球（現在の沖
縄）の人たちが、自己防衛のために編み出した徒手
空拳の武技、武術が起源といわれていますが、明治
中葉まで秘技として伝承されたため、古い文献や資
料はほとんど無く、その発祥を正確に把握すること
は困難です。

空手道には形と組手があります。形には首里手と
那覇手の2大系
別がありますが、 
いずれも先人が
実戦の中で編み
出した技の数々
をつなぎ合わせ
たもので、形を
練習することで
基本動作や基本
となる技を身に 
つけることができます。このように形の一つ一つの
動作には奥深い意味が含まれており、空手道では 

「形に始まり形に終わる」といわれるほど形の練習
が重要視されています。

組手は、形の練習によって身につけた技を応用し
て試合を行うもので、互いに突きや蹴りを出して相

手を攻撃したり相手の技を防御したりすることに
よって、勝敗を競い合います。組手は相手との戦い
ではありますが、「空手に先手なし」といわれるよう
に、人を傷つけるためのものではなく、あくまでも
自分の心を鍛え身を守ることを目的としています。

空手道は、1922 （大11）年に船越義珍によっ
て東京に紹介され、発展の基礎が築かれました。そ
の後、空手道が普及する間に様々な流派が生まれま
した。今日では各流派の大会が盛んに開催され、日
本のみならず広く海外にも普及しています。

福岡市空手道連盟は、日本の伝統文化の一つであ
る空手道を若い世代に伝え
るため、また空手道を通し
て青少年の健全な育成を願
い、福岡市及びその近郊の
道場が流派を問わず心を一
つにして、1970 （昭45）
年11月に発足しました。
1973 （ 昭48） 年5月 に
は、福岡市体育協会に加盟
し、翌年10月6日には第
1回福岡市空手道綜合演武
大会を開催しました。

【現在の活動】

本連盟が主催する大会は年3回で、福岡市少年空
手道大会（4月）、市民総合スポーツ大会での福岡市
空手道綜合演武大会（9月）、少年スポーツ交流空手
道競技大会（10月の体育の日）です。

これらの大会で育った多くの選手が、世界空手道
選手権大会、アジア空手道選手権大会、アジア大会・
空手道競技、世界学生空
手道選手権大会などで輝
かしい戦績を残していま
す（【競技記録】を参照）。
空手界を担うであろう次
世代の中・高・大学生の
活躍ぶりには目を見張る
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ものがあります。
平成24年度からは、中学校保健体育の授業で、「武

道」が必修になり、当連盟においても対応が求めら
れています。当連盟では、現在の加盟69団体が団
結し、組織をあげて中学校での武道必修化に全面的
に協力していかなければならないと考えています。
中学校の授業で空手道に親しんでもらい、空手道へ
の興味や関心を高めてもらうとともに、その中で、
常に相手に敬意を払い、相手の人格を尊重し、礼を
尽くす態度といった礼節を身につけてもらいたいと
願っています。　

当連盟は、空手道の健全な発展とその普及をはか
り、伝統的技術と精神によって、市民の心身の練成
に寄与する事業を展開することを目指しています。
そのために、指導者の資質向上のための指導者養
成、小・中・高校生のトップアスリートへの発展・
育成の指導一貫体制の確立、潜在的に空手道を志す
者を顕在化させるスポーツ教室の開催、国際交流の
促進等の事業に積極的に取り組んでいます。さらに、
事業内容の充実と新しい創造を求める試みとして、
2010（平成22）年4月釜山広城市空手道連盟と
国際交流協定書を交わしました。青少年の空手道交
流を通して、両国の友好親善に努めるとともに、優
れた国際感覚と広い視野を持ち、海外での試合にも
動じない選手を育成したいと思っています。

福岡市空手道連盟は、永年にわたって培われた
「和」「礼節」「信義」の伝統を守りつつ、空手道の魅
力をさまざまな形で発信し、老若男女を問わず空手
道が親しまれる環境づくりに取り組み、更に新しい
飛躍に努力して参りたいと考えています。

【競技記録】

2010（平22）年
○第16回アジア大会（空手道競技）
 女子個人組手61キロ級　優勝
  宮 本 　 優（九州産業大学空手道部）
○第38回全日本空手道選手権大会
 女子個人組手　準優勝
  宮 本 　 優（九州産業大学空手道部）

○第20回世界空手道選手権大会
 女子個人組手61kg5位　団体組手出場　
  宮 本 　 優（九州産業大学空手道部）
○第54回全日本学生空手道選手権大会
 女子個人組手　優勝
  宮 本 　 優（九州産業大学空手道部）
○第18回全国中学生空手道選手権大会
 女子個人組手　優勝
  宮 原 美 穂（福岡市立西福岡中学校）
   （正剛会西福岡道場）
○第65回国民体育大会
 男子個人形　5位
  中 園 拓 也（泰星高等学校）
   （正剛館福岡本部道場）

2009（平21）年
○第37回全日本空手道選手権大会
 女子個人組手　優勝
  宮 本 　 優（九州産業大学空手道部）
○第53回全日本学生空手道選手権大会
 女子個人組手　準優勝
  宮 本 　 優（九州産業大学空手道部）
○第53回全日本大学空手道選手権大会
 女子団体組手　準優勝
  宮 本 　 優（九州産業大学空手道部）
○第16回全国中学生空手道選手権大会
 男子個人形5位
  宮 原 泰 成（福岡市立西福岡中学校）
   （正剛会西福岡道場）
 男子個人形5位
  中 谷 　 陸（福岡市立原中学校）
   （正剛館福岡本部道場）

2008（平20）年
○第6回FISU世界学生空手道選手権大会
 女子団体組手3位
  宮 本 　 優（九州産業大学空手道部）
○ジュニアカデットアジア空手道選手権大会
 女子個人組手・女子団体組手優勝
  宮 本 　 優（九州産業大学空手道部）
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■福岡市アーチェリー協会

【設立年月日】1976（昭51）年12月

 ２団体、47名の会員で発足

【加盟年月日】

 1978（昭53）年5月

【歴代会長】

 1978（昭53）年～ 1998（平10）年

  高　山　久　生

 1999（平11）年～ 2002（平14）年

  川　鍋　寅　政

 2003(平15)年～現在

  湯　村　重　人

【歴代理事長】

 1978（昭53）年～ 1979（昭54）年

  大　原　光　男

 1980（昭55）年～ 1987（昭62）年

  角　　　治　助

 1988（昭63）年～ 1996（平8）年

  岡　村　和　昭

 1997（平9）年～ 2002（平14）年

  川　鍋　寅　政

 2003(平15)年～現在

  湯　村　重　人

【沿　　革】

体育協会加盟時、既に福岡市内の大学には複数の

アーチェリー部が活動しており、その卒業生が社会

人となり当協会会員として活動していました。

また、社会人のクラブが行っていた初心者教室等

の活動により徐々に会員数も増え、1980（昭55）

年にアーチェリーが国体の正式種目となってから

は、当協会会員が県代表選手の主力として活躍しま

した。

アーチェリーは車椅子でも競技可能なスポーツと

して盛んでありパラリンピックの正式競技種目に

なっていますが、福岡市においても古くから障がい

者のクラブ活動があり、1991(平3)年から競技会

を主催、障がい者、成人一般、学生の枠を超えたイ

ンドア大会(『博多っ子杯』)を開催してきました。

【現在の活動】

現在本協会には約40名の社会人会員が登録して

おり、アーチェリー愛好者として各種競技会等に参

加しています。

体育協会加盟以前から主催してきた大会：『福岡

市アーチェリー選手権大会』は現在、市民総合スポー

ツ大会の一環となりましたが、学生、一般の区別無

く競技会を通じて交流できる大会として定着してい

ます。

また、『博多っ子杯』は、福岡市及びその近郊だけ

でなく県外からも広く参加者があり、障がい者、一

般、学生の区別無く競技できる公認大会として親し

まれています。

高校では柏陵高校にアーチェリー部があり全国で

も古豪として知られています。2010（平22）年

のインターハイでは同校女子部が準優勝するなど活

躍していますが、残念ながら市内の高校にアーチェ

リー部は依然として同校のみであり、社会人同様、

アーチェリーの裾野を広げるには難しい状況です。

各個人の体格や体力に見合った道具を使うことで

他者と対等な立場で競技ができるのがアーチェリー

の競技としての最大の特質であり、それゆえに、生

涯スポーツ、障がい者のスポーツとしての可能性が

豊かなアーチェリーではありますが、少子化社会を

迎えた今、今後はいかにして草の根レベルで親しむ

ことができる環境を作り、維持していくかが大きな

課題となっています。
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■本協会主催の大会・教室

　・『福岡市アーチェリー選手権大会』(主管)

　・『博多っ子杯』

　・初心者体験教室

 　(春日市クローバープラザ射場にて毎月開催)
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■福岡県ゲートボール連合福岡市支部

【設立】1985（昭60）年

【加盟】1984（昭59）年

 

【歴代の支部長】

1986（昭61）年 初代 吉　田　甚太郎

1989（平  1  ）年 二代 小 松 繁 雄

1991（平  3  ）年 三代 貴 島 国 光

1994（平  6  ）年 四代 伊　佐　茂太郎

1996（平  6  ）年 五代 宗 村 　 至

1998（平10）年 六代 樋 口 正 光

2006（平18）年 七代 月　岡　美次郎

2008（平20）年 八代 野 下 和 雄

【ゲートボールの特性】

―《文字通りの生涯スポーツ》―
ゲートボールは子供たちの健全育成のため、

1947年北海道で「クロッケー」をヒントに考案し
た、日本生まれのスポーツで、今日世界35カ国で
楽しまれている国際スポーツです。

5人対5人の出場によるチーム対抗形式の競技
で、１５ｍ×２０ｍのコートに設置された3つの
ゲートを通過させ中央のゴールポールに当てて上が
りにすることによる総得点で勝敗を競います。

ゲートボールは、同じルール、同じ用具、同じコー
トで、年齢性別を問わず誰もが一緒にプレー出来る
という大きな長所を持つ、世界に広がる日本の誇り
高いスポーツです。

【福岡支部最近10年のあゆみ】

福岡県ゲートボール連合福岡支部は、福岡県ゲー
トボール連合の中核となって、数多くの恒例大会の
開催のほか、

☆ゲートボールを通じての社会奉仕活動

☆国際的な交流活動
☆地域でのふれあい活動
☆研修活動
など幅広い活動を継続しています。

【月例大会】

福岡支部では毎月、各区協会代表チームによる月
例大会を開催。同時に各区協会でも同様に月例大会
を開催している。

この他地域を超えてオープンな親善大会を開催し
て、事実上各地で毎日のように競技会を行っている。

そして代表を県の大会・九州の大会・全国の大会
に送っています。

ゲートボールは何時も身近に取り組め、次々と様
変わりの競技会に誰もが参加出来るように工夫して
おります。

【チャリティ大会】

ゲートボールを通じて社会奉仕に尽くす為に、平
成16年より毎年12月の第2土曜日に恒例の「ふ
くおかチャリティゲートボール大会」を行っていま
す。

最近は、この大会に周辺地域から参加もいただき
賑やかな催しになりますし、西日本新聞民生事業団
を通じての義援金も、毎年10万円を超え、第7回

（H.22年）で累積755,362円に達しています。
 



審判にとってゼスチュアは大切です

台湾花蓮県現住民チームの歓迎
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【青年層の大活躍】

オール年代で楽しめるゲートボールは競技でも
ジュニアクラス・ミドルクラス・シニアクラスの３
ブロックで行うことがあります。

福岡支部では、ジュニア（小中学生）の部でザ・
山笠チーム（東月隈）が、全国ジュニア大会（H.14.8）
で見事第3位に入賞の栄冠に輝きました。

ミドルの部では、「青友会（西区）」が、常時福岡
県のトップを占め、九州大会でも栄冠を続けており
ます。

その上、最近では「どんたくクラブ（博多区）」
が頭角を現し、青友会と並んで福岡県や九州地域の
代表的存在になっていて、私たちの誇りになってい
ます。

【国際交流】

福岡市は空港・港湾・交通などで県の玄関です。
私たちは早くから隣の韓国釜山ゲートボール協会

との交流を重ねています。
そのご縁から平成１４年には、江原道江陵市のお

招きで国境を見学し、その近くので親善競技を経験
させて頂きました。

また、台湾とは先ず、台湾南端の屏東県から大勢
の仲間を迎えて中比恵公園で親善競技を行うことが
出来ました。

殊に台湾東部の花蓮県とは再三の交流を得て、次
第に個人的にも親交の仲間を増やしています。

このように韓国や台湾と交流できるのは、ゲート
ボール競技が柔道と同じで日本語で通じることと、
両国とも高齢者で日本語での会話が出来ることにあ
ります。

いわば、ゲートボールでは3か国の仲間が日本語
で会話できる訳です。

【福岡市体育協会からの助力】

私たちは、市体育協会に加盟することによって、
いろいろな情報を得ること、さらにその指導によっ
て充実・前進の糧にしています。

☆先ず、毎年10月に体育祭ゲートボール大会を
開催し、この時には幅広い愛好者の参加を歓迎
して、ゲートボールの輪を広げること役立って
います。

☆審判員の研修
ゲートボールにとって審判員は華であり、大切

なゲームの進行役である。
また競技において絶えず判定を必要とするこ

とから、ルールの知悉、正確な判定、さらに節度
のあるゼスチュアを身に着けるために、毎年１泊
２日の合同の審判員の研修を行い、相互の親睦も
高めています。

☆作戦・技術の研修
またゲートボールは個々の技術の集積ですか

ら、次々に高度な技術を磨く必要があります。
加えて、チームワークの競技ですから、その総

合力を高めるための作戦が必要です。
ルールを再研修し、技術を高め、さらに高度な

作戦を身に着けるため、体育協会からの支援は極
めて有効に活用させて頂いています。
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■福岡市ボウリング協会

【 設立年月日 】

 1987（昭62）年  8月

【 加盟年月日 】

 1985（昭60）年

【 歴代会長名 】

 1987（昭62）年  津 田 隆 士

【 歴代理事長名 】

 1987（昭62）年  有 髙 哲 郎

 1993（平　5　）年  高 橋 　 博

 2001（平13）年  四 宮 和 裕

【沿　　革】

1987（昭和62）年、第42回国民体育大会（沖
縄）の公開競技としての参加を機に、津田隆士を会
長に選出し福岡市ボウリング協会が設立されまし
た。

先に発足していた全日本ボウリング協会、福岡県
ボウリング連盟でも要職を務めた木林博一（故人）
の指導力により国体を始めとする国内の主要大会は
もちろん、国際大会で日本代表として活躍する選手
やトッププロボウラーが当協会より多数輩出されて
いることは特記すべきことであります。

【生涯ボウリングと競技ボウリング】

当協会は、福岡市民へのボウリングの普及と振興
を図るとともに、ボウリングへの関心を高め、健康
で健やかな生活を送ることを目的とした生涯ボウリ
ング、国体や全日本選手権等に出場するトップアス
リートの育成とスポーツボウリングの普及を目的と
した競技ボウリングの2つの役割を担うべく活動を
始めました。

【ボウリングブームとオイルショック】

昭和30年代から昭和40年代にかけてボウリン

グブームが訪れ、県内でもボウリング場の開場が相
次ぎ、数時間の待ち時間が出来、出勤前の早朝ボウ
リングも話題となりました。

一方、米軍キャンプ駐留兵とプレーすることで本
場アメリカのボウリングを目の当たりにし、ボウ
ラーの競技力向上へも繋がっていきました。

【昭和から平成へ】

現在でも団塊世代より年長者の中にはボウリング
ブームを体験され、当時の様子を若手のボウラーに
話をされている場面に出くわす事があります。

また、当時はメディアでボウリングシーンが流れ
ることも多く、中山律子プロ（現、社団法人日本プ
ロボウリング協会会長）が、「さわやか律子さん」と
して一世を風靡したのもこの頃でした。

しかし、昭和40年代後半から昭和50年代前半
にかけてオイルショックの影響を受け、ボウリング
場の閉店が相次ぎ、現在も開場、閉鎖が繰り返され
ているのが現状であります。

【市民総合スポーツ大会】

毎年、10月に開催されている福岡市民総合スポー
ツ大会に市民ボウリング大会として参加をしてお
ります。総合開会式には、協会のメンバー 20人〜
30人が行進に参加し、午後から大会を行うのが恒
例となっています。現在は、2人チーム戦を6ゲー
ム、更に個人の上位者による個人優勝決定戦を行っ
ていますが、協会加盟選手以外のマイボウラー市民
の参加が若干名であり、今後はゲーム数やレベルを
考慮し、一般市民の参加し易い大会への移行も検討
の必要があるのかもしれません。

【福岡市釜山廣域市親善大会】

1992（平成4）年、大韓民国・釜山廣域市より
20数名が来福され、第1回釜山廣域市・福岡市親
善ボウリング大会が開催されました。翌年には、福
岡市より12名の選手団を釜山廣域市に派遣し、第



ねんりんピックふくおか 2005
来日された釜山廣域市選手団

2010（平22）年
福岡市・釜山廣域市高校生スポーツ交流大会

ボウリング会場:アシアドボウリングセンター
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2回大会が開催されました。以後、交流を続け、大
会の実施回数は17回を数えています。

【ねんりんピックふくおか2005】

福岡県にて開催された「ねんりんピックふくおか
2005」に於いても、かねてより親交のあった釜山
廣域市ボウリング協会を窓口として、釜山廣域市選
手団を特別参加として「ボウリング交流大会」にお
迎え出来たことによって、アジアの玄関口としての
福岡市の存在を全国にアピール出来たことは、この
上ない喜びでありました。

【福岡市釜山廣域市高校生スポーツ交流大会】

2009（平21）年、福岡市釜山廣域市高校生ス
ポーツ交流大会の種目に選んでいただき、福岡市の
パピオボウルに釜山廣域市選手団の役員4名、選手
10名をお迎えし、翌年の2010（平22）年には、
福岡市選手団の役員4名、選手10名が釜山廣域市
を訪問し、同交流大会が開催されました。

しかし、両大会とも福岡市在住、在学の高校生が
人数に満たなかった為、福岡市近郊の高校生や中学
生にも協力を呼びかけての開催であり、当協会とし
てジュニア選手の発掘や育成といった今後の課題を
露呈した形とはなりましたが、福岡市、財団法人福
岡市体育協会、釜山廣域市体育会、釜山廣域市ボウ
リング協会の皆様に、当協会の現状をご理解いただ
き開催させていただきましたことを深く感謝致して
おります。

【スポーツ振興基本計画】

文部科学省が提唱した「スポーツ振興基本計画」
に則り、総合型地域スポーツクラブの設立が全国的
に展開されている中、当協会は新たな問題に直面す
ることとなりました。

公共施設やグラウンドを使用するスポーツとは違
い、全国ボウリング公認競技場協議会に加盟してい
るボウリング場にクラブを設置しているのが現状で
あり、また民間の商業施設を使用して行うボウリン
グは、地域に根ざすのが難しく苦悩の日々を送って
おります。

現在も福岡県ボウリング場協会、福岡県ボウリン
グ公認競技場協議会など関係団体と打開策を模索し
ております。

【今後の活動】

市民が気軽に参加出来る大会や教室等を開催し、
ボウリング愛好者を増やし、底辺の拡大と競技力の
向上を図っていきたいと考えております。

また、2011（平23）年11月には、福岡市体
協50周年記念事業の冠をいただき、博多スターレー
ンで第2回西日本シニアボウリング競技大会の開催
を予定致しております。



武式太極拳の講習
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■福岡市武術太極拳連盟

【設立年月日】

　1995（平　7　）年1月28日

【加盟年月日】

　1996（平　8　）年5月28日

【歴代会長】

　1995（平　7　）年1月　　　浦　　　了

【沿　　革】

太極拳は現在では健康法の一つとして日本では定
着しているが、本来は350年前の明朝末期、清朝
の初めごろに創始されたと言われている。敵から身
を守るための拳法であり、当然その動きは複雑で、
目に見えない繊細な技術を要した。しかも一子相伝
で受け継がれるものであり、よそ者を拒んできた経
緯がある。その後いろんな門派が派生し、その動き
に創意工夫と研究が進み、門派独自の太極拳が作り
だされた。それでも民衆が気安く取り組むまでには
いかず、ごく一部の人にだけに限られた。1956（昭
31）年中国政府は太極拳をスポーツの一環として 
｢簡化太極拳｣ を制定、これにより中国全土に広く
健康太極拳として受け入れられた。1969（昭44）
年に各門派の特徴を取り入れ一つにまとめた「48
式太極拳」が制定されると、より技術のレベルアッ
プを目指していた愛好家に引き継がれ、またたくま
に世界へと広まった。後の1989（平元）年門派ご
とに試合用に編纂した「競技用規定套路」が発表さ
れ、各国で競技大会が開催されるようになり太極拳
への人気が一気に高まった。

福岡市では1974（昭49）年に第1号の団体が
発足し、以来次々と諸団体が誕生した。1995（平
7）年に各団体が集結して「福岡市武術太極拳連盟」
を結成した。

1996（平8）年福岡市体育協会への加盟が認め
られ、現在では福岡市近郊を含め当連盟で5,000
人の会員数となった。

【活動状況】

<若年への浸透>　太極拳は生涯スポーツと位置
づけされたが、年寄りだけが取り組むものだと勘違
いされている面がある。ここ数年テレビに放映され
ているように、20代そこそこのチャンピオンが誕
生しており、そのはつらつたる動きは華麗で荘厳さ
を感じさせる。もっと若い人に太極拳の魅力を知っ
てもらおうと、幼稚園児に遊び感覚で指導をしてい
る。園児は楽しく体を動かし、覚えようと一生懸命
に講師のあとについて回っている。このように将来
を見据えた若年層への浸透を図っている。

<種目の紹介>　太極拳の主要な門派として5大
太極拳があるが、その一門派の中にもいくつもの種
目がある。人それぞれ好みがあるように太極拳もベ
テランになってくると自分の好みに合った太極拳を
模索するようになる。種目の選択ができるように、
講習会の実施、教科書等の資料の提供をしている。

<個人の能力アップ>
■　指導者の育成　会員のレベルアップを図るた

めに、指導者の技術の向上と、多くの指導者の
誕生を目指している。中国の北京、上海等への
研修団の派遣、あるいは中国老師（先生）、日本
人チャンピオンの招聘を行い、講習会を通じて
指導者の育成をしている。

■　推手の装備　太極拳を行ううえで必要不可欠
なものが3種の神器と呼ばれるもので、その一
つが推手である。

太極拳は武術であり、本来の目的は相手の力
を利用して自分の体制を有利にして相手を倒す
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ための鍛錬法である。推手は2人でお互いの手
を密着させ、8つの技撃法と5つの歩法と眼法
を用いて、相手の動きを一瞬の間に感じとる練
習を行う。その技術を太極拳の動作の中で意識
して実践し練りこんでいく。美しさを追求する
のでなく、真の目的を実現する手段の一つであ
る。

■　器械の使用　これも3種の神器の一つで主に
刀剣類を使用して行うもので、体の動きを増幅
したり形や重さで体の動きを導いたりする作用
があるため、バランスと身のこなしが問われる。
これを学ぶことにより、太極拳を行ううえでの
慣れから熟練していく過程を養うものである。
動作や姿勢の基礎を固め、全身を協調させるた
めに身につける大切な用法である。

■　段位の習得　当連盟では柔剣道と同じように
段位制等を設けている。自分の技術の程度がど
の程度かを知る手段として、また後進の指導の
目的に段位の習得を薦めている。習得するため
の絶え間ない努力は、生徒へのゆるぎない見本

となり、ひいては練習への大切さを学ぶことに
なる。

但し習得した段位に奢ることなく、今後とも
努力を重ね、より上の段階を目指すよう奨励し
ている。

<老人対策>
■　老人ホーム　先にも述べたように幅広い活動

の一環で、老人ホームへのボランティアを実
施している。車椅子の人には座ったままで、上
半身だけを使った太極拳を体験してもらってい
る。体を使う機会が少ないお年寄りには、軽い
運動とはいえ今まで経験したことがない未知へ
の世界への挑戦が大変好評をいただいている。

■　ねんりんピックへの参加　全国の60歳以上
の者が集って、いろんな種目を競う大会で毎年
開催されている。大会への参加は、世代を超え
た新たな絆と、良き縁づくりと位置づけし、奮っ
て参加するよう奨励している。当連盟では太極
拳の部で参加しており、選抜競技大会を実施し
て福岡市の代表として送りだしている。競技は
6人から7人のチームで演武を行うため、お互
いの協力が必須条件であり、協調性あるいは健
康面の自己管理を養う意味で大いに役立ってい
る。

■　導引養生の推進　太極拳は武術的な要素を要
求するが、お年寄りには太極拳は健康志向のた
めの手習いの手段の感をゆがめない。そのため
に太極拳と平行して、健身を主とした気功法の
導入を図った。中国伝統の医学的な要素を取り
入れ、優美な動きは、本人はともかく見る人に
も感銘を与える動作でもある。これによりさら
に健康レベルを高めることができる。

<大会への参加>　最高峰の全国大会での優勝、
あるいは世界大会への出場を目指して日々会員
は技術の研鑽に励んでいる。

最初は小さな大会から勇気を持って出場する
ことを、それが牽いては大輪の花を咲かせるこ
とを念じて会員への参加を薦めている。
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■福岡市トライアスロン連合

【設立年月日】1998（平10）年8月8日

【加盟年月日】2000（平12）年4月1日

【歴代会長及び理事長】

　会　長　1998（平10）年～現在に至る

 岩 岡 文 彦

　理事長　1998（平10）年～ 1999（平11）年

 今 西 　 肇

　　　　　2000（平12）年～現在に至る

 河 波 裕 二

【沿　　革】

トライアスロンは、1974（昭49）年、アメリ
カ・カリフォルニア州サンディエゴで誕生したスイ
ム（水泳）、バイク（自転車）、ラン（長距離走）の
3種目をトランジション（中継）で継いで連続して
行うマルチスポーツです。名称の由来は、ラテン語
の3の「トライ」と競技の「アスロン」を合成して
地元クラブのメンバーが命名したものです。 

その4年後の1978（昭53）年、ハワイのワイ
キキ2.4マイル・ラフウォータースイム（3.86km）、 
アラウンド・オアフ112マイル・バイクレース 

（180km）、ホノルルマラソン（42.195km）と同
じ距離をそれぞれスイム、バイク、ランに設定した
トータル225.2kmのトライアスロンが、アイアン
マン（鉄人）レースと名付けて行われました。

その後、トライアスロンは1980（昭55）年前
後のフィットネスブームに乗って、世界中で競技人
口が急増し、1994（平6）年のIOCパリ総会決定
で2000（平12）年シドニーオリンピックから正
式種目となりました。

普及とともにスポーツ競技としての整備が図ら
れ、1982（昭57）年には、米国トライアスロ
ン・シリーズ（USTS）で、各種データに基づき3
種目のバランスを考慮し、スイム1.5km、バイク
40km、ラン10km（計51.5km）の「オリンピッ

ク・ディスタンス」が設定され、世界選手権はじめ
数多くの大会で採用されています。この距離の1/2
のスプリント・ディスタンスや1/4のスーパー・ス
プリント・ディスタンスが選手育成のスピード強化
の観点から採用されましたが、距離が短いことから
初心者向けとしても評価され、ジュニア選手権や一
般大会にも導入されています。今日では120 ヵ国
を越える国と地域で様々なトライアスロン、デュア
スロン（ラン+バイク+ラン）、アクアスロン（ス
イム+ラン）など関連複合競技が行われています。

国内では、1981（昭56）年に鳥取県皆生温泉
で最初の大会が開かれ、1985（昭60）年には、
沖縄県宮古島、滋賀県びわ湖で長距離タイプ、熊本
県天草では51.5kmの大会が開催され、トライアス
ロンの飛躍の年となりました。今日、一般公道を利
用したトライアスロンやデュアスロンが全国で毎年
約50大会、公園やプールを利用した大会やリハー
サルイベントは100を超えています。

その後、国内外ともに複数の競技団体が独自に活
動する時期を経て、1989（平元）年国際トライア
スロン連合（ITU）が設立され、国内では都道府県
での組織統一を経て、1994（平6）年に日本トラ
イアスロン連合（JTU）が設立されました。JTU
は1998年（財）日本体育協会に加盟し、翌年には

（財）日本オリンピック委員会（JOC）に加盟しま
した。オリンピック種目でありながら、国体種目で
はありませんが、2016（平28）年岩手国体から
正式種目になる予定です。

また、福岡県では、1993（平5）年に福岡県ト
ライアスロン連合（FTU）が設立しました。

国際スポーツ都市を宣言する福岡市は、大都市の
中でも自然に恵まれたトライアスロンに適した環境
があり、市レベルでのきめ細かで強力な活動を行
う組織設立の機運が高まり、福岡市はじめ関係諸
団体のご支援により、1998（平10）年8月8日
に福岡市トライアスロン連合（FCTU）を設立し、
2000（平12）年4月1日には福岡市体育協会に
加盟し、福岡市での普及活動を行っています。
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【現在の活動内容】

エアロビクス効果の高い3種目のフィットネス
性、地域の人々の声援を受け完走する醍醐味、そし
て新しい環境適応型スポーツへの展望・・・。

本連合は、トライアスロンの普及と競技レベルの
向上を目指し、講習会、練習会等を開催するととも
に、次の2つの大会を主管しています。

■アクアスロン in シーサイドももち
毎年6月にシーサイドももち海浜公園でスイムと

ランのアクアスロンを開催しています。スイムはマ
リゾン東側の人工海浜のエリアで、ランコースは公
園内周回道路および菰川添いの遊歩道です。

1999（平11）年からこれまで12回開催し、
2000（平12）年からは市民総合スポーツ大会と
なりました。会場が市内の人気スポットでギャラ
リーが多く、参加者に好評です。

競技カテゴリーは、4つです。
①キッズ部門は、小学1年から中学3年まで、男

女学年別に表彰しています。

②16歳以上の一般男女は、アクアスロン（スイ
ム1.5km+ラン10km）と初心者向けのチャ
レンジアクアスロン（スイム0.5km+ラン
3km）、スイム担当とラン担当の二人組みのリ
レーの3部門で、参加しやすいカテゴリーを採
用し、毎年参加者が増加しており、2010（平
21）年は約600名の参加がありました。　
　

■福岡トライアスロンフェスタ
トライアスロンの祭典と位置づけ、様々の競技カ

テゴリーをカバーする大会で、福岡市体育協会のご
後援を得て、毎年10月に2日間に渡って海の中道
海浜公園で開催しています。

スイムは園内の流水プール（1周約300m）、バ
イクとランはサイクリングコースなどを使用してい
ます。なお、スイム会場は、天候の影響が大きいた
め外海から博多湾へ変更後、一層の安全確保から、
流水プールに変更しました。

競技カテゴリーは3つあります。
①EKIDENは、3人1チームで各自3種目（ス

イム700m+バイク21.2km+5km）を行い、
次々にリレーする人気種目です。全国でも数少
ない開催地となっており、全国各地から愛好者
が参加しています。男女別、男女混合、年代別、
大学対抗など様々なチーム編成で競われます。

②キッズ部門は、小学1年から中学3年まで、男
女学年別に表彰し、毎年参加者が増えていま
す。

③エリートの部は、スーパースプリント（スイム
350m+バイク8.6km+2.5km）の九州・沖
縄選手権大会として開催しています。
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■福岡市パラグライダー協会

【設立年月日】

 1997 （平　9　）年 4月

【加盟年月日】

 2001 （平13）年 4月1日

【歴代会長】

 1997 （平　9　） 年 河 部 清 治

 2007 （平19）年 金 子 勝 義

 2010 （平22）年 安 部 一 之

【沿　　革】

パラグライダーという魅惑的な響きを耳にするよ
うになってから、もう15年は過ぎただろうか?ちょ
うど15年前は、全国的にもパラグライダーの人口
が大きく増え、ブームといってもよい時期だった。

パラグライダーの福岡市内における初フライト
は、今の西区毘沙門山で勇敢な若者が挑んだ。

以来、パラ人口は、大きくは漸増のうねりの中に
あり、最近は、悠々自適な男性古参フライヤーを押
しのけて、意外にも若い女性が体験スクールや体験
フライトを気軽に申し込んでくる状況になった。

また、全国的な傾向でもあるが、日本のフライ
ヤーがヨーロッパ、韓国そして、アジアへと自由な
空間を求めて転戦し、あるいはレジャーフライトに
挑み始めた。

福岡市内とその周辺地区（市内から車でおおむね
1時間以内）のフライトエリアは、5カ所から7カ

所（当協会が直接管理しているのは、篠栗町「米の
山エリア」で、7チームと会員約50名、ビジター
フライヤー 30名からなる。）あり、地元フライヤー
だけでなく、福岡県内あるいは県外からも、さらに、
時には韓国やヨーロッパ（留学生、あるいはフライ
トツアーで訪れた者たち）からもフライヤーがやっ
てきて、ミニ海外交流が催されたりもしている。

福岡市パラグライダー協会は、福岡市内及びその
周辺のフライトエリアの有効利用とパラグライダー
人口の増加を目指しつつ、フライヤーの安全フライ
トの確保、技能の向上、フライヤー同士の友好、活
性化に努めている。また、パラグライダーを経験し
たことのない方々への広報にも心がけ、パラグライ
ダーの魅力と新たな挑戦へのいざないにも取り組ん
でいる。

また、パラグライダーには、フライヤー以外のサ
ポーターが存在している。大空に浮かぶ美しいパラ
グライダーをシャッターに納めるカメラマンたち
だ。

ヨーロッパでは、パラフライヤーは、ただフライ
トだけを楽しむのではしない。風が悪くて、飛べな
い日は、ほかのスポーツ（カヤック、スイミング、
登山など）に汗を流し、多角的に人生を謳歌してい
る。日本では、パラをする人の多くは、パラだけに
特化しているが、今後は、例えば、九州のフライト
エリアは、多くは海が近いのだから、カヤックとか
フィッシングとの掛け持ちでエンジョイすることが
あり得るだろう。もちろん、カメラとの掛け持ちは
今すぐにでもできる。

日本人のエネルギーは、もっともっと仕事以外に
も使われるべきであり、日本人はもっともっと人生
を楽しむべきである。そして、それは意外にも近い
ところにある。ヨーロッパではエリアまで丸一日か
かるが、福岡なら1時間でフライトエリアに行ける。
そして、飛べない日は、フライヤー仲間とまったり
した時間をこころゆくまで楽しむことができるの
だ。

これまでは、技術の伝達と安全管理にばかり協会
の目は向いていた。もちろん、それは基本中の基本
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ではあるだろう。しかし、今後は、このような楽し
さを含めての協会活動であり、広報活動にしていか
なければならないだろう。

【現在の活動】

現在、当協会では、一般向けのスポーツ教室を年
に1回、春と秋に、主に福岡市内で活動しているパ
ラフライヤーが参加するターゲット大会を主催し、
飛行技術や目標地点へのランディング技能の向上を
図りながら、フライヤーの交流の場として活用して
いる。

また、フライヤー各位が海岸、フライトエリアで、
パラグライダーのハンドリング等の基礎的練習を
行っている。

また、メンバーには力量の差はあるものの、ベテ
ランで意欲のあるメンバーは、海外遠征、国内の選
手権に積極的に参加しているものもいる。

協会としては、これらの選手権フライトに時間を
割けるメンバーとそれほどではないメンバーとの交
流、連絡を保つとともに、パラ人口の増加にも工夫
を重ねているところである。

　

【加盟団体史】

福岡市パラグライダー協会の前進は、フライトエ
リア「米の山クラブ」、フライトエリア「奈多海岸
友の会」という友好団体であった。ところが、それ

よりも草分け的な時代にあって、大変な苦労を重ね
て、道なき道を歩み、フライトエリアを作っていた
だいた先輩方がいた。

その方々の苦労があったればこそ、現在の福岡市
周辺のフライトエリアが存在し得た、と言っても過
言ではない。なにしろ、“空飛ぶ”人をほぼ白眼視さ
れるのが普通だった時代があったのだ。その方々の
無理解に挑み、対話を重ねて、フライトエリアを提
供していただけるようになったのである。

私どもフライヤーは、その諸先輩方に感謝の思い
を忘れないようにしたいと思う今日この頃である。

■協会主催の大会・教室
　・春、篠栗米の山春らんまん大会
　・秋、米の山草大会、
　・夏、百道浜スポーツ教室
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■福岡市インディアカ協会

【設立年月日】

 1989（平　元　）年5月17日

【加盟年月日】

 2001（平13）年4月1日

【歴代会長】

 1989（平　元　）年5月～ 井 浦 　 巌

 1996（平　8　）年6月～ 柳 武 繁 行

 2000（平12）年12月～原 田 清 子

【歴代理事長】

 1989（平　元　）年5月～ 柳 武 繁 行

 1996（平　8　）年6月～ 成 吉 静 穂

【沿　　革】

福岡市インディアカ協会の歩はすでに競技スポー
ツとしての枠を確保して、チャンピオンを目指して
のクラブ組織つくりが多数となっている。

設立当初はただ、レクリェーションの仲間つくり
とインディアカ競技の普及を目指すことを目的と
し、やさしく、楽しくがモットーであった。

そのため、現在よりも高齢者が多かったのだが、
競技力の向上･強化に走るクラブチームの増加に伴
い徐々に反比例を招いている傾向にある。

45歳以上のシニア部門を設けて高年齢者の参加
を図りながら、ルールの適用も市独自の特別ルール
を取り入れたり、参加者の意見を基に楽しさを感じ
る企画を案じたりしている。

インディアカの資材に関しては羽根の値段が高額
で、スポーツ店ではなかなか手に入らず、人目に触
れることが少ないことが興味を持つ以前の問題であ
り、普及の妨げになっている。

羽根は大変折れやすく、ドイツ製で水鳥の羽を使
用されているのだが、アタックで強く叩いて地面に
落ちた瞬間に折れてしまうことがよくあり、1大会
で多いときは10本程度を交換しなければならず、
本体も傷みやすく革にひびが入ったりすると使い物

にならなくなる。
競技力が上がるということは、それだけ資材が必

要になり、クラブチームの運営にも経済的に大きな
負担となっている。

しばらくの間、年齢層と参加者が一定化して普及
の目途が進まない時期もあったが、世代交代の時期
でもあり、今や若い男女の参加者が増加し、徐々に
登録チームの更新が伸びている。

福岡市インディアカ協会では今後の目標として、
福岡市を中心とした大規模大会を年間に1 〜 2回計
画して幅広く発展普及を目的に、実施する予定であ
る。体育館の確保が難しいこともあり、緻密な計画
と企画を練りながら、九州管内のチームを呼び込む
などもっと生涯スポーツとしての力量を発揮しなが
らも、一方では勝負にこだわる競技スポーツとして
の実力主義を取り込んだインディアカの組織拡大を
目指したいと考えている。

日本インディアカ協会のルールが毎年変更されて
いる中、参加者からの多くの意見で福岡市のルール
を考案して取り入れてやっているが、今はそのほう
が好評であり、参加者拡大の狙いは的を得ているよ
うである。

高齢者が楽しめるスポーツとして活発に取り組ん
でいた頃は勝つことが目的ではなく、健康と仲間つ
くりを優先したため、ラリーも緩やかでパスだけで
やってみたり、アタックラインを設けたり、都度都
度ルールを変更したりと試行錯誤しながら生涯ス
ポーツとしてその言葉どおりに幅広く誰でも何処で
もと続けてきたが、時代は変化するのだ。



113　

●加盟団体史●　

結局現在のようにチャンピオンスポーツの形式と
なり、若年層を取り込まなければインディアカの普
及は途絶えると考えられ、徐々に世代交代をしつつ
ある。

福岡市内でも区によって区大会等を行ったりして
いるところもあるが特に南区は、南区スポーツ協会
が組織にあり、そこに南区インディアカ協会が加盟
している。

この協会は市に繋がる役員と校区から選出された
代表が理事となり、一丸となり活動は大変盛んに行
われており、近隣校区との情報も密になされ、会議
等でも活発な意見交換が交わされている。

また、大会等での運営に関する相違や工夫などで
も、福岡市インディアカ協会に相談しながら、普及、
発展を目的として協力を要請しあう。

マイナー的な分野でのスポーツであるが、やって
いる個人や、団体は夢中で頑張っている。

そのため時折意見の衝突や、考え方の違いから分
裂したり、脱退したりも見受けられるがどのスポー
ツにも有りえる問題であり、その中でも少数の4人
だけがコートに入って実力を発揮できるのに、チー
ムワークの良し悪しで個人の力が半分も出せなかっ
たり、反対に個人の力不足は否めないのに勝ち上
がったりする。想像とは違い結果が思いがけない方
向に走るとムードは最悪になったりする場面もある
が、切り替えも早い。気を許しあう家族のようなチー
ムほど、狭いコートの中で怒ったり、笑ったりの場
面が激しい。

それもこのインディアカの魅力のひとつでもある
だろう。

大会の進行に関連して、参加者の意見で受付時に
組み合わせの抽選を行い、当日抽選で不平不満を解
消していることがチームには好評である。

男女混合で年齢に関係なく誰でもが出来て楽しめ
るスポーツを原点に裾野を広げて行きたいものであ
る。部門を分けた意味が必然だったとみんなが納得
してこそ、年代別の意味もある。

笑い声が館内に響くスポーツであるように願い、
自由な空間、自由な発想でチームを作り、育ててい

くクラブつくりを手助けできるよう、福岡市イン
ディアカ協会が出来る限りのサポート役として、ま
た指導者としての両面から取組み、今後の発展に結
びつくよう組織力の向上を目指したい。

【現在の活動】

※　福岡市年間事業計画の大会運営
※　南区インデイアカ大会運営協力
※　研修会等の開催・協力
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■福岡市家庭婦人バレーボール連盟

【設立年月日】 1981（昭56）年　2月27日

【加盟年月日】 2002（平14）年　5月24日

【歴代会長】 1981（昭56）年 保 住 栄 子

  2005（平17）年 吉 田 昌 子

【歴代理事長】 1981（昭56）年 吉 田 昌 子

  2001（平13）年 町 田 祐 子

  2005（平17）年 副 田 宥 子

【沿　　革】

1976（昭51）年　連盟設立準備委員会を発足
させ5 ヶ年の準備を経て1981（昭56）年に福岡
市家庭婦人バレーボール連盟を設立いたしました。
同時に各区の組織を充実させ一人でも多くの家庭
婦人が広く友を得、視野を広めフェアスポーツマン
シップを身につけ健康保持につとめ、女性で、主婦
であり、母である事を自覚し、素敵な仲間作りをす
る事を目標にしました。

1981（昭56）年 福岡県家庭婦人バレーボール
連盟に加盟。1981（昭56）年 全国家庭婦人バレー
ボール連盟に加盟し、全国47都道府県の皆さんと
親しく、楽しく集う事が出来る喜びも感じる事が出
来、嬉しく思えました。

全国ママさんバレーボール大会福岡県代表に福岡
市家庭婦人バレーボール連盟より県代表として出場
し、早良チームは全国制覇をいたしました。
1981 （昭56）年 第12回 月隈チーム（博多区）
1988 （昭63）年 第19回 若宮チーム（東　区）
1989 （平　元　）年 第20回 別府チーム（城南区）
1997 （平　9　）年 第28回 奈多チーム（東　区）
2005 （平17）年 第36回 早良チーム（早良区）

以上のように校区で、結成したチームが全国で親
睦と交流を深め良い思い出を作って帰り、又近くの
体育館を借りて練習に励んでいます。

【国際交流】

1990（平12）年 福岡市と韓国釜山直轄市と
の行政交流締結がなされました。スポーツ交流団を
派遣するに当たり第1回の交流団として釜山直轄市
へ大変有意義な国際交流の場を与えていただきまし
た。 以後自分達組織単独で交流することが出来ると
言う条件で平成9年からソウル高陽市と2年に一度
の締結書を交わしながら来福訪韓と交流を続け、今
年度は15回目で韓国チームをお迎えします。福岡
市をけがさぬよう心して国際交流・友好親善を更に
深めたいと思っています。

【ボランティア並びに福祉活動】

日頃のご支援に感謝の意を込めて連盟で出来る事
を考え国際大会の総務関係、シティマラソン、ユニ
バーシアード大会の協力等、又第1回アジア太平



ことぶき大会
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洋男子国際バレーボール大会を平成元年からお手伝
し、アシアンの国々の方とのふれ合いが大変嬉しく
待ち望んでいます。

【福祉活動】

とびうめ国体が終わった翌年に市教育委員会、民
生局福祉課の方々と話し合いし、視覚障がい者のバ
レーボールのお相手にと障がい者スポーツセンター
にて講習会を開いていただき心の交流とケアへの取
りくみ方を最初から教わりながら年1回の研修会を
開き真剣に取り組んでいます。

　

【年間行事】

1.各種講習会の開催
2.各種競技会の開催
3.指導者　審判員の講習会
4.本連盟の目的達成に必要な作業

障がい者スポーツセンターでのボランティア
を毎週水曜日に実施

◎2010（平22）年　行事報告
 4月 全国家庭婦人審判講習会
  県家庭婦人審判講習会
 5月 九州ブロック審判講習会
  全国九州ブロックリーダー研修会
  年令別第35回西日本ママさん

  バレーボール大会
  いそじ大会（50才以上）
 6月 福岡市審判講習会
  第45回福岡市長杯市議会議長杯
  アジア太平洋カップ国際男子
  　バレーボール大会ボランティア
 7月 全国ことぶき60才以上大会
  第36回ナリスカップ九州ママさん
  年令別大会
 8月 第30回創立30周年記念大会
 9月 第6回ローソンカップ市予選
 10月 24回市民総合スポーツ大会
  区対抗交流競技
  ママさんバレーボール大会
  70才以上おふく交流会6チーム
  シティマラソン福岡協力
 11月 国際交流韓国高陽市選手派遣
  第19回九電カップ年令別
 12月 ふくやカップ第38回福岡市家庭婦人
  クラス別バレーボール大会
 1月 第31回シニア親善
  バレーボール大会（45才以上）
 3月 女性スポーツ協議団体スポーツフェスタ

◎2011（平23）年　行事予定
12 月全国家庭婦人バレーボール第 1 回冬季大会

が福岡市民体育館を主会場とし開催されます。平成
16 年、18 年、23 年の 3 回目の全国大会の大役
です。北海道から沖縄まで優勝チ―ムが集まります。
役員・選手団 1,000 人強をお迎えします。

　
協会、関係行政機関企業各社の温かいご支援やサ

ポートをいただきながら「婦人の手」で 30 年平凡
な生活に後退しつつあった女性スポーツママさんバ
レーボールをみごとな花に開花させました。

地域スポーツとして健全な普及発展を願うため会
員の研修が続きます。
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■福岡市バウンドテニス協会

【設立年月日】

 2004（平16）年　5月29日　

【加盟年月日】

 2005（平17）年　5月26日

【歴代会長】

 2004（平16）年 権 丈 静 子

【沿　　革】

1982（昭57）年11月、日本バウンドテニス
協会関係者により、この競技が福岡に紹介され、県
バウンドテニス協会発足となりました。

市協会が発足するまでは、県協会会員として、第
2回全日本バウンドテニス選手権大会・第2回市民
総合スポーツ大会・総合開会式に参加および競技会
の主管をしております。

県協会が20周年を迎えたのを機に、市協会設立
の要請を受け、当時、県協会理事をしていた市内会
員により設立をし、現在に至っております。

総合開会式に参加するたびに、体協への加盟は願
望でした。開会式には多くの人に呼びかけ、アピー
ルしているつもりですが、いまだニュースポーツの
感があります。

2013（平25）年には、設立10周年を迎える
ことになります。

【現在の活動】

22クラブ・約400名の会員が、市立の各体育館、
小・中学校体育館で、大会練習を行っております。

また、2ケ月に一度、レベルファイブスタジアム
の地下体育館で、希望者による合同練習会を「ステッ
プアップ」と称して行い、技術を磨いております。

昼間の初心者教室に参加される方は、高齢者が多
く、口コミでの入会者も定年後の65歳以上の方で、
何かスポーツでもということで始められているよう
です。入会された方には、健康でケガのないよう長
く続けていただくために、指導員が丁寧に指導をし、
早くクラブに馴じんでもらうよう努力をしておりま
す。

また、夜間の初心者教室は、勤め帰りの若い方が
多く、将来が楽しみです。

バウンドテニスという競技は、室内で行うので、
日焼けの心配はなく、天候に左右されないこと、そ
して誰でも手軽にできる「生涯スポーツ」であるこ
とが最大の特長です。

硬式テニスの技法・ルール・打球感・打球音と類
似しており、手軽に誰でも始められて、実は奥が深
く、頭を使った作戦も必要となります。各自の体力、
レベルに合わせて楽しめる競技です。一度始めたら
そのおもしろさにはまり、次の練習日が待ち遠しく
なるほどです。

さらに技術を極めた人たちは、毎年東京体育館で
開催される「全日本選手権大会」に出場しています。
当協会からは数多くの人が参加し入賞しておりま
す。

昨今、予防医学の観点からもスポーツを通じての
健康維持・健康増進が推奨されています。「生涯ス
ポーツ」や「レクリエーション・スポーツ」として
いつでも・どこでも・誰でも手軽に楽しめるという
面と、さらに「競技性」も楽しめるという二面性を
持ったバウンドテニスという競技が、より広く世の
中に認知され普及していくことを願い、当協会は今
後も努力を続けたいと思います。
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■本協会主催の大会・教室
 新日本酵素杯大会
 ステップアップ合同練習会
 市民総合バウンドテニス大会
 研修会
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■福岡市カヌー協会

【設立年月日】

 2005（平17）年4月1日

【加盟年月日】

 2005（平17）年5月26日

【歴代会長】

 2005（平17）年4月1日 相 良 直 文

【歴代理事長】

 2005（平17）年4月1日 古 川 　 悟

【沿　　革】

福岡市カヌー協会は、平成17年（2005年）4
月に設立いたしました。福岡県カヌー協会の福岡支
部として、昭和55年（1980年）より活動し、平
成2年の「とびうめ国体」等の各種大会に協力参画
して参りました。

福岡市内では福岡市南区五十川塩原大橋河畔にて
「とびうめ国体」の練習会場としてカヌー競技をは
じめました。その後、福岡市南区主催のカヌー教室・
大会を開催してきました。夏休み期間を利用して校
区単位で練習を行い、夏休み最後の日曜日に練習の
成果を校区対抗リレーというかたちで地域に根づい
たすばらしい夏のイベントとして、認知されるよう
になりました。カヌー教室・カヌー大会は地域コミュ
ニティの成熟を図るとともに河川等の自然環境を守
り、青少年の健全育成を図るうえで非常に意義深い
ものとなりました。

しかし毎年夏休み時期しかカヌー教室ができない
ということで、また塩原大橋河畔という場所が番詫
取水場の施設をカヌー教室の期間のみ利用させてい
ただいていた経緯もあり、年間を通じてカヌーを楽
しめる施設が是非整備されることを目指して「那珂
川をカヌーのメッカに!!」という活動を行っており
ました。

そのおかげで平成20年（2008年）に待望のカ
ヌー専用艇庫が福岡市南区老司の老司河畔公園内に

竣工しました。老司河畔公園は親水型階段・常設の
トイレ・ベンチ・遊歩道等が整備されており、年間
を通じて安全且つ快適にカヌーを楽しむことができ
るすばらしい環境にあります。

現在は、老司河畔公園を福岡市カヌー協会のメイ
ンの練習場として活動しております。

また、東区香椎浜において、平成17年（2005
年）に福岡県カヌー選手権大会・九州ブロック大会・
九州大会を開催いたしました。九州各地トップアス
リート達によるすばらしい大会となりました。また
東区香椎浜会場は特設会場ですがオリンピック福岡
招致の際は非常に高い評価をいただきました。

平成17年（2005年）以降は毎年、東区カヌー
教室・大会を行っております。小学生・中学生を中
心に約300名が参加していただいております。

しかし、香椎浜会場は年間を通じてカヌーの練習・
大会ができる環境ではありません。そのための環境
整備に今後も活動していく予定です。
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【現在の活動】

現在は、福岡市南区老司と福岡市東区香椎浜でカ
ヌー競技の練習及びカヌー大会等の強化活動とカ
ヌー体験教室等の普及活動を行っております。

福岡市南区老司河畔公園では年間約12回（5月
〜 10月）小学生（4年生以上）・中学生・高校生・
大学生・一般の方を対象にカヌー体験教室を行って
おります。リピーターの方もたくさん参加され、回
数をかさねるごとに上達されております。年間のカ
ヌー体験教室参加者は約300名です。

また年間を通じて沖学園中学・高等学校カヌー部
が練習を行っております。毎年九州大会・全国大会
等ですばらしい戦績をあげています。

協会メンバーの練習及び福岡大学の練習も行なっ
ています。

毎年9月には市民総合スポーツ大会のカヌー競技
として福岡市カヌー選手権大会を老司河畔公園でお
こなっております。この大会には体験教室に参加さ
れた方のエントリーもあり、非常にもりあがる大会
となっております。

福岡市東区香椎浜におきましては夏休み期間を利
用して特設会場にて東区フェスティバル実行委員会
主催のカヌー体験教室・大会を行っております。東
区内の校区単位での参加で約300名の参加があり
ます。

また香椎工業高校カヌー部が練習をおこなってお
ります。

強化事業として、福岡県カヌー選手権大会・九州
カヌー選手権大会・国民体育大会カヌー競技等の国
内大会および海外大会に向けて選手強化を行ってお
ります。

また、普及活動におきましては南区老司・東区香
椎浜の他にいろいろなカヌー教室にインストラク
ター及び選手を派遣しております。
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■福岡市少林寺拳法協会

【設立年月日】

 2005（平17）年4月   1日

【加盟年月日】

 2006（平18）年3月24日

【歴代会長】

 2005（平17）年 安 川 哲 史

【歴代理事長】

 2005（平17）年 佐 藤 健 二

 2010（平22）年 浦　　　　一

【沿　　革】

福岡市少林寺拳法協会（以下市協会）は2005（平
成17）年に設立され、翌2006（平成18）年に
福岡市体育協会に加盟しました。加盟団体としては
最も新しいものの一つです。

福岡市内の大学支部を含めた22道場、約720名
で構成されています。

これまでは福岡市内の少林寺拳法の支部は福岡県
少林寺拳法連盟（以下県連）の中で2 〜 3のブロッ
クにまとめられていましたが、福岡市の団体として
の組織化はされていませんでした。

県連は84道場、約3千名で構成されていますの
で、その中で市協会は最大の下部組織です。

少林寺拳法全体しては、SHORINJI KEMPO
UNITY、少林寺拳法連盟、専門学校禅林学園等、

の5つの団体が組織され、現在では世界34か国、
2900支部に広がっています。

そもそも少林寺拳法は1947（昭和22）年に戦
後間もない日本において、創始者宗道臣（開祖）が

「平和で豊かな社会を築くために、社会で役に立つ
人間を育てたい」という志を持ち、創り出した人づ
くりのシステムです。

その2年前1945（昭和20）年、太平洋戦争の
戦時下に中国東北部にいた開祖は国家や民族の利益
が優先し、力だけが正義であるような国際政治の厳
しい現実を目の当たりにしました。その中で開祖は、
物事は影響力のある立場に立つ人の人格や考え方に
よって大きな差があることに気付き「人、人、人、
すべては人の質にある」と悟りました。「すべてが
人によって行われるなら、本当の平和は、正義感と
勇気と慈悲心の強い人間を一人でも多く育てる以外
にない」と気付いたのです。そして「志のある青少
年を集め、道を説いて正義感を引き出し勇気と自信
と行動力を養わせて、祖国復興に役立つ人間を育成
しよう」と決心しました。

帰国した開祖が見たものは、敗戦下の混乱する日
本の姿でした。道義も人情もすたれ日本人同士がい
がみ合い、不正と暴力が横行する社会で、青少年も
大人たちも国民の大多数が将来の希望もなく右往左
往していました。そこで開祖は、中国在往時に学ん
だ拳技を整理、再編し、創意工夫を加え一人ひとり
が楽しみながら技法を習得できるような新しい技術
体系をつくり、自宅を道場とし、拳技を教えると同
時に自分の人生観や世界観を説いたのです。拳技を
中心とした人づくりのはじまりでした。こうして人
間の心身の改造と平和的手段による社会変革を目指
し、人づくりと平和で物心ともに豊かな社会の実現
を目的に、開祖によって少林寺拳法が創始されまし
た。

このように少林寺拳法は、ただ単に腕力の強い人
や技の上手な人をつくるために創始されたのではあ
りません。少林寺拳法の修行を通じて、人間は育つ
可能性を有する種子であるということを信じ、健康
な肉体と不屈の勇気と円満な人格を得て、個人が幸
福な人生を送れるように、そして同時に平和で豊か
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な社会を実現するために積極的に行動していける勇
気と情熱、しっかりとした考えと正義感あふれた真
のリーダーを育成します。少林寺拳法の拳士は、自
己の信じる生き方ができる人間、主体性を持った生
き方ができる人間、他人の幸せを考えて行動できる
人間、連帯し協力し合う生き方ができる人間になる
ことを目指します

少林寺拳法の主な技法体系の特徴としては剛柔一
体があります。剛法という突き蹴り等と、柔法とい
う抜き技、逆技、投げ、固め技等をバランス良く学
びます。これは実際の護身の場面では、剛法だけ柔
法だけでは対応できないことも多いからです。

また修練体系の特徴として、主に乱捕りと演武が
あります。このように少林寺拳法は偏らず楽しみな
がら稽古をして行きます。

【現在の活動】

2006（平成18）年に福岡市体育協会に加盟し、
その年の体育の日に博多の森競技場で開催されまし
た市民総合スポーツ大会開会式のアトラクションと
して約200名で団体演武を披露させて頂きました。

同じく2010（平成22）年の体育の日に平和台
競技場で開催された市民総合スポーツ大会開会式で
もアトラクションとして約170名で団体演武を披
露させて頂きました。

毎年の恒例行事としては、市民総合スポーツ大会
の秋の大会として「福岡市少年少女錬成大会」を福

岡市九電記念体育館で開催しています。この大会は、
主に中学生以下の拳士を対象に、勝敗にこだわるこ
となく日頃の修練を発表する場として、研修も行い、
各支部間や保護者も含めた交流を目的に楽しく開催
しています。

また市民総合スポーツ大会開会式には毎年多数の
拳士が参加していますが、その日の午後は福岡医療
専門学校の武道場をお借りして、高校生、大学生、
一般の拳士を対象により専門的な研修を行い、ここ
でも各支部間や高段者の指導者との交流を図ってい
ます。

また要請があれば、博多どんたく港祭りやその他
公的な行事のアトラクションに演武披露として参加
したり、老人ホーム等への慰問や、公園や公共施設
の清掃等のボランティア活動も定期的に行っていま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■本協会主催の大会等
・ 福岡市少林寺拳法少年少女錬成大会
・ 福岡市少林寺拳法合同稽古
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■福岡市レディースバドミントン連盟

【設立年月日】 1987（昭62）年　4月　8　日

【加盟年月日】 2010（平22）年　5月27日

【歴代会長】

　1987（昭62）年～ 1996（平　8　）年

   吉 田 信 子

　1997（平　9　）年 ～ 現　在 安 武 壽 子

【歴代副会長】

　1987（昭62）年～ 1996（平8）年

   原　田　ヒサ子

　1997（平　9　）年～ 2002（平14）年

   友 永 順 子

　2009（平21）年 ～ 現　在 松 岡 順 子

　2011（平23）年 ～ 現　在 金 子 正 子

【歴代理事長】

　1987（昭62）年～ 1996（平　8　）年

   安 武 壽 子

　1997（平　9　）年～ 2006（平18）年

   興 膳 律 子

　2007（平19）年～ 2008（平20）年

   桑 畑 理 恵

　2009（平21）年 ～ 現　在 近 藤 房 子

【沿　　革】

「福岡市家庭婦人バドミントン連盟」を前身とし
て発足した当連盟は、福岡市7区の加盟団体で構成
され、各区から選出された理事を中心に運営されて
います。

折しも連盟設立当時に市民総合スポーツ大会が創
設され、第1回から参加させて頂くようになった
ほか、「とびうめ国体」、「ユニバーシアード福岡大会」
等、福岡を舞台に相次いで開催された全国規模、世
界規模のスポーツ大会にもボランティアとして参加
する機会に恵まれました。

1995（平成7）年には体育協会の薦めとご指導
の下、福岡市・釜山廣域市家庭婦人バドミントン大

会を開催、その後も数回に渡る交流を重ね親睦を深
める等、バドミントンを通じた国際交流にまで活動
の幅を広げることができました。

こうした連盟の活動が実を結び、2002（平成
14）年には文部科学大臣賞（社会体育優良団体）を、
2003（平成15）年には福岡市スポーツ賞を受賞
する栄誉に浴しましたが、これも関係機関のご指導
や会員の協力の賜物との思いを胸に、受賞を機に更
なる飛躍を誓いました。

そして、2007（平成19）年には連盟創立20
周年を迎え、記念大会を開催、400名が熱戦を繰り
広げて大会を盛り上げたほか、大会後のレセプショ
ンも多方面からの参加を得て、大盛況の中20周年
を祝うまでに至りました。

さらに、連盟の足跡を振り返りつつ、加盟クラブ
を紹介した記念誌「あゆみ」も発行して一区切りと
しつつ、「家庭婦人連盟」から「レディース連盟」へ
と改名し、幅広い女性会員とともに新たな一歩を踏
み出しました。

当連盟は、今後も、レディースバドミントンの普
及、会員相互の親睦、健康増進、スポーツ振興をモッ
トーに、明るく楽しく元気よく活動して行きたいと
思います。

【現在の活動】

○福岡市レディースバドミントン大会
年1回のランクアップ戦で、家事・育児を忘

れ、日頃の練習の成果を出し切ります。

○初心者交歓会
ラケットを持って間もない人や、経験が少な

い初級者が一同に集まり、バドミントンで楽し
い交流をします。
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○実技講習会
素晴らしい指導者を招き、ランク別に分かれ

てきめ細かい指導を受け技術向上を目指しま
す。

○ゴーゴー親善交歓会
50歳以上の会員同士が勝敗にこだわらず、

いろいろな人と楽しく交流します。

○市民総合区対抗バドミントン大会
予選を勝ち抜いた選手が15ダブルスの団体

戦を行います。区が団結する大会といえます。

○7区会長会
各区の会長に、連盟の事業説明や各区の情報

交換、また、会長交流の場とします。

○レディースだより発行
年2 〜 3回、会員の皆様に連盟の活動等を

知らせる広報紙で、理事の手作りが魅力です。

○「市民総合スポーツ大会」総合開会式
150名のレディースが、シャトルを手にか

ざして行進します。
開会式終了後、大縄跳びに参加します。

○「シティマラソン福岡」ボランティア
早朝からのボランティアですが、ランナーの

完走を願って笑顔でお手伝いをしています。

【結　び】

現在登録数700名のレディースバドミントン
の会員も、生涯スポーツ志向と、競技スポーツ志
向に分かれる中、そのニーズに応える事業をして
いく事が今後の課題と思われます。

これからも、レディース連盟として、バドミン
トンの普及と会員相互の連携を図り、活動をして
いきたいと思います。
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■福岡スポーツバトン協会

【設立年月日】

 2002（平14）年４月１日

 福岡県スポーツバトン協会として

【加盟年月日】

 2011（平23）年５月　

【歴代顧問並びに理事長】

 2002（平14）年～

  顧　問　　本 田 從 子

  理事長　　城 野 裕 美

 2011（平23）年～

 　福岡スポーツバトン協会発足

  顧　問　　本 田 從 子

  理事長　　高 良 和 子

【設　　立】

2002（平 14）年、全日本マーチングバンド・
バトントワリング連盟より「日本スポーツバトン協
会」が単独の組織として独立したことを受け、「福
岡県スポーツバトン協会」を設立しました。競技バ
トンの普及発展及び資質の向上をはかると共に、そ
の活動を通して、青少年の健全育成と、心身の健全
な発展に寄与することを目的として、活動を開始し
ました。

当初は少なかった会員数も、年々増加し、2010
（平 22）年には、福岡県内で加盟登録団体 23・選
手登録数764名・コーチ登録数39名となりました。
そこで、2011（平 23）年、福岡市内を中心に活
動している 12 団体（選手 488 名・コーチ 28 名）
で構成された新組織「福岡スポーツバトン協会」の
設立となりました。設立と同時に、（財）福岡市体
育協会に加盟させていただき、よりスポーツとして
の競技バトンが普及発展していきますよう、協会員
一同努力して参りたいと思います。

【沿　革】

2002（平 14）年、福岡県スポーツバトン協会
設立以降の選手たちの活躍を以下に述べたいと思い
ます。

＜全日本バトントワリング選手権大会＞
◎第 30 回大会（2005）・第 34 回大会（2009）

ソロストラットの部
　　グランプリ　中村　麻美　選手

その他、多くの選手が、全日本バトントワ
リング選手権大会、各部門において上位入賞
を果たしています。

＜世界バトントワリング選手権大会＞
◎第 25 回大会（2004）・第 27 回大会（2006）
　フリースタイル個人・女子シニア部門
　　第 1 位　本庄　千穂　選手

◎第 23 回大会（2002）・第 24 回大会（2003）
　フリースタイル個人・男子ジュニア部門
　　第 2 位　筒井　亮　選手

◎第 25 回大会（2004）・第 26 回大会（2005）
　フリースタイル個人・女子ジュニア部門
　　第 3 位　河野　綾子　選手

◎第 27 回大会（2006）
　フリースタイル個人・男子ジュニア部門
　　第 3 位　村上　泰兵　選手

◎第 29 回大会（2008）
　フリースタイル個人・女子ジュニア部門
　　第 3 位　小林　綾香　選手

◎第 30 回大会（2010）
　フリースタイルペア・ジュニア部門
　　第 1 位　杉　瑛梨奈  選手／谷川　咲  選手

＜ＷＢＴＦインターナショナルカップ＞
　種目別世界大会として、2005 年より開始

◎第１回大会（2005）
　ソロトワール・アダルト部門
　　第１位　本庄　千穂　選手
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◎第４回大会（2008）
　ソロトワール・アダルト部門
　　第１位　中村　麻美　選手

◎第５回大会（2009）
　トゥーバトン・ジュニア部門
　　第１位　江副　光　選手
　ペア・ジュニア部門
　　第１位　松尾　佳恵 選手／田中菜津美 選手

このように、福岡からたくさんの選手が、全日本
選手権大会・世界選手権大会といった競技バトンの
場で活躍していることは、福岡スポーツバトン協会
に加盟登録している団体・選手にとって、大きな励
みとなっています。これからも、多くのトワラーが
福岡から世界に羽ばたいてくれることを願っていま
す。

【活動内容】

福岡スポーツバトン協会としては、前組織福岡県
スポーツバトン協会の事業を引き継ぎ、以下４事業
をおこなっております。

　１．日本スポーツバトン福岡大会
初級者〜上級者まで参加できる競技会となっ

ており、トワラーの資質の向上を図っています。

　２．全国共通規定演技バトンコンテスト
日本全国共通の振り付け（入門〜上級）の競

技会となっております。

　３．日本代表選手講習会
世界選手権・インターナショナルカップに日

本代表として出場する選手を講師に迎え、福岡
のトワラーたちに、技術指導をしていただいて
おります。

　４．福岡バトントワリング講習会
ダンスやボディーワークなど、バトントワリ

ング演技に必要な技術を習得できる講習会で
す。

現在、上記４事業は、福岡スポーツバトン協会に
加盟登録している団体及び選手の参加となっており
ます。バトントワリングの普及・発展のためには、
一般参加型の講習会等も（財）福岡市体育協会のご
協力のもと、企画していきたいと思っています。

【今後の課題】

福岡スポーツバトン協会主催の競技会や講習会の
内容充実を図り、選手やコーチの資質向上に努めて
いきたいと思います。また、バトントワリングの普
及のため、スポーツ教室等での指導や加盟登録団体
以外の方でも参加できる講習会等の開催ができるよ
うになりたいと思います。
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■福岡市スポーツ少年団

【設立年月日】 1963（昭38）年7月

 福岡市体育協会スポーツ少年団を設立

【歴代本部長】

 1963（昭38）年～ 1988（昭63）年

   大　神　健太郎

 1989（平　元　）年～ 1990（平　2　）年

   日下部　國　巳

 1991（平　3　）年～ 2002（平14）年

   前   田 　 　 毅

 2003（平15）年～ 2010（平22）年

   千代島　隆　利

 2011（平23）年～現　在

    武 田 健 児

【沿　　革】

1962（昭和37）年6月23日オリンピックデー
を期し、（財）日本体育協会50周年記念事業として

「ひとりでも多くの青少年にスポーツの歓びを!」「ス
ポーツを通して青少年のからだと心を育てる組織を
地域社会の中に!」と願い、スポーツ少年団は創立
されました。

福岡市においては1963（昭和38）年福岡市体
育協会スポーツ少年団本部を設置、1964（昭和
39）年福岡市長よりスポーツ少年団旗が授与され、
5団体の登録で活動をはじめました。その後団数も
増加し、10月10日のオリンピック夏季大会に向け
ての聖火リレーには9月16日・17日の2日間にわ
たり、スポーツ少年団より正・副走者11名が参加
し、その存在をアピールしました。

1966（昭和41）年には、指導者協議会を発足、
続いて1977（昭和52）年には本部事業実行委員
会や専門部会を設置し、各種事業の推進と団員の拡
大に努め、1982（昭和57）年体協20周年時には、
団数89団 、種目別20、団員数2,900名、指導者
数250名の組織に発展し、各種事業も活発に展開
してきました。しかしながら、その時期をピークに
その後団数も次第に減少してきました。

これについては、少子化の進展やテレビゲーム等
の室内ゲームの隆盛など、子どもの遊びの変化の影
響、あるいは各種目団体のジュニア部門の組織化が
急速に進んだことなど、様々な要因が考えられます。

この傾向は特に大都市において顕著にみられ、日
本スポーツ少年団本部では1997（平成9）年から
1999（平成11）年にかけて「大都市育成モデル
地区事業」を実施しました。

本市もこれに参加し、一般の子どもたちを対象
に「チャレンジジュニアスポーツクラブ」の名称
で事業を実施しました。その結果、それなりの成果
はありましたが、団数の減少に歯止めはかからず、
2001（平成13）年、40周年頃には団数39団に
まで減少してきました。

そこで2003（平成15）年頃から、いかに団数
を増やすかということを最大の目標に事業方針を定
め、取り組みを進めてきたところ、それ以来団数も
年々増加し、2010（平成22）年現在、登録団数
76団、団員1,492人までに回復してきました。

 

【活動状況】

1.活動の理念
（1）　スポーツ少年団の活動のモットーはス

ポーツの楽しさ、すばらしさを体験させ、
スポーツを通じて青少年の健全育成につと
めることです。

スポーツの指導にあたっては子どもの年
齢、心身の状況、技術レベルなど子どもの
実態に基づいた適切な指導を行い、技術の
みを習得するのではなく、活動を通して自
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主性、自立性、協調性、創造性、仲間意識
の高揚など教育的配慮を重視することにし
ています。

（2）　スポーツ少年団はスポーツ活動のみなら
ず、地域の一員として地域の事業や奉仕活
動など地域活動に積極的に参加するように
しています。

（3）　指導者や育成母集団（保護者、地域の支
援者）の研修を重視しています。

2.事業方針
子どもたちのスポーツ環境の醸成を積極的に

推進するため、関係者をはじめ、一般市民に対
して少年スポーツの中核を担っているスポーツ
少年団に対する理解と認識を高めるとともに、
単位団の活動の充実及び魅力ある本部事業の実
施につとめ、少年団の拡充に努めます。
○チャレンジジュニアスポーツクラブなどの本

部事業の内容の充実に努めます。
○指導者の育成と資質の向上に努めます。
○少年スポーツ交流事業の充実に努めます。
○既存の各種スポーツ団体との連携に努めま

す。
○広報活動を積極的に展開します。

3.活動内容
（1）　単位団（選手、指導者、保護者、地域の

支援者）の活動
　●Rスポーツ少年団（単一型）

・主となるスポーツ活動…サッカー
・社会活動…清掃活動、校区祭りへの出店
・その他の活動・・キャンプ、クリスマス会、

ぜんざい会、スケート体験、ヨット体験、
水分補給講習会、宿泊交歓会  他

　●Aスポーツ少年団（複合型）
・主となるスポーツ活動・・・・空手、サッカー
・その他の活動・・キャンプ、ハイキング、

スケート体験、ヨット体験、宿泊交歓会  
他

（2）　本部事業
○宿泊交歓会（1泊2日、100人程度）

　既存の単位団及び一般公募のチャレンジ
ジュニアスポーツクラブとの共同事業で、

自然環境の中にある青少年の家等で宿泊生
活を通して参加者相互の親睦と団体生活に
おけるマナーの学習、自然観察などの学習
を行います。

○ヨットセーリングやカヌー体験教室
　海に開かれた本市の特性を活かし、日頃
体験しないセーリング又はカヌーの初歩的
な操作方法を学びながら共同作業を体験す
るとともに、海に親しみその爽快感を味い
ます。

○スケート体験教室
　少年期の身体的発達が顕著である、敏捷
性やバランス感覚を養います。

○種目別スポーツ交流会の実施
　毎年5種目程度のスポーツ交流会を実施
し、少年団に登録していないチームにも参
加を呼びかけ、技術の相互研修や単位団と
未登録チーム相互の親睦を図ります。

○ホークスJrアカデミーによる野球教室
　ソフトバンクOBによる野球の技術指導
と単位団相互の親睦を図ります。

○指導者・育成母集団の研修
　救急救命、栄養とスポーツ、スポーツの
意義などを学習します。

○市民総合スポーツ大会への参加
　市民総合スポーツ大会の総合開会式の入
場行進において、国旗・市旗・大会旗の旗
手として先導役を務め、続いてスポーツ少
年団から選抜された200人が先頭集団とし
て行進します。

（3） 　福岡地区､ 県､ 日本スポーツ少年団事業
への参加

○福岡地区駅伝大会
○少年スポーツ指導者養成講習会
○日本スポーツ少年団交流大会
○国際スポーツ交流（日韓、日中、日独）



第 ３ 章

福岡市体育協会の事業
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Ⅰ　事業方針等

１　基 本 方 針
本協会が持つ官民共同組織としての特性や専門的な知識や経験、ネットワークなどを活用し、

市民総合スポーツ大会やシティマラソン福岡などのスポーツイベントの開催、各種スポーツ教室

の実施、さらには学校開放事業などにより地域スポーツの振興を図るとともに、スポーツボラン

ティアや指導者の育成、国際交流事業を行い、より多くの市民がスポーツに参加する機会を提供し、

子どもから高齢者まで、初心者からトップアスリートまで、多様な市民ニーズに対応した効果的、

効率的なスポーツ事業を実施します。

また、本協会が管理を行う公共スポーツ施設については、地域や市民と共に歩む施設を目指し、

職員の資質向上に努めていくとともに、利用者サービスの更なる向上と幅広いスポーツ機会の提

供を行い、指定管理における模範的・先導的役割を担うなど、スポーツ環境の充実を図ります。

２　各 専 門 委 員 会 等
　(1)　財務強化委員会

各種事業の充実に向けた財政基盤の強化を行うため、賛助会員（個人、法人）の継続加入

を促進するとともに、地元有力企業などを対象に新規会員の開拓を行います。

　(2)　総務委員会
各委員会の情報収集や連絡調整に努めるとともに、関係機関・団体との連携を深め、本協

会の諸事業推進に全力を尽くします。

　(3)　普及委員会
市民スポーツの祭典である「市民総合スポーツ大会」の充実を目指すとともに、市民の多

様なスポーツ活動におけるニーズに応えるため、各種 ｢スポーツ教室｣ の実施や各種普及事

業の積極的な情報提供を行い、市民のスポーツへの参加率向上とスポーツ人口の拡大に努め

ます。

　(4)　強化委員会
加盟団体の組織強化及び競技力向上を図り、特にジュニア層(小中高生)の強化と指導者の

資質向上に努めます。

また、県民体育大会の各競技において上位入賞を目指すとともに、釜山廣域市との高校生

交流をはじめ、加盟団体ごとの国際交流についても援助を進めるなど、スポーツを通した国

際交流事業を積極的に推進していきます。

　(5)　広報委員会
加盟団体等の活動や様々なスポーツ情報の収集に努め、情報誌の発行やホームページを

使った幅広い広報活動に努め、市民スポーツに関する情報センター機能を目指します。

財団法人福岡市体育協会の事業



131　

●体育協会の事業●　

　(6)　表彰委員会
本市スポーツの普及と振興に寄与し、その功績が顕著な団体及び個人、また各スポーツ大

会において良好な成績を収めた団体及び個人に対して、表彰を行います。

　(7)　福岡市スポーツリーダー・バンク運営委員会
スポーツ指導者派遣要請に対し、登録指導者を派遣するとともに、体育協会と市民とが直

結した「スポーツリーダー・バンク」制度の定着に向け、派遣機会の拡充や指導者研修など

による登録者の資質向上に努めます。

　(8)　福岡市スポーツ少年団
スポーツ少年団に対する理解と認知を高めるため、本部事業の充実を図るなど、魅力ある

事業の展開と拡充に努め、少年スポーツ環境の醸成を積極的に推進します。

Ⅱ　事業内容

１　企画事業
　(1)　加盟団体等スポーツ普及事業　　

市民スポーツの祭典として、昭和62年から実施している「市民総合スポーツ大会」に参

加する加盟団体実施競技の充実を目指すとともに、市民の多様なスポーツ活動におけるニー

ズに応え、スポーツ人口の拡大を図るため、加盟団体による各種の ｢スポーツ教室｣ を実施

します。

①市民総合スポーツ大会への参加　
②加盟団体スポーツ教室の開催

　(2)　加盟団体強化事業
加盟団体の組織強化及び競技力向上を図り、特にジュニア層(小中高生)の強化と指導者の

資質向上に努めます。

また、県民体育大会の各競技において上位入賞を目指すとともに、スポーツを通した国際

交流事業を実施します。

①加盟団体組織整備強化
②少年スポーツ大会
③コーチングクリニック
④県民体育大会予選会等
⑤国際交流事業
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　(3)　表彰事業
本市スポーツの普及と振興に寄与し、その功績が

顕著な団体及び個人、また各スポーツ大会において

良好な成績を収めた団体及び個人に対して、表彰を

行います。

　(4)　福岡市スポーツ少年団事業
「21世紀を担う子どもたち」に対するスポーツ環境の醸成を積極的に推進するため、少年

スポーツの中核となるスポーツ少年団本部事業について、魅力ある展開と拡充を行います。

①スポーツ少年団本部事業　　
　○宿泊交歓会　　　○ヨット体験教室　　　○スケート体験教室
　○育成母集団研修（AED実践講習会）
　○少年野球教室
　　（NPO法人ホークスジュニアアカデミー）
　○登録事業

　

②チャレンジジュニアスポーツクラブ
様々なスポーツ、レクリエーションの体験な

どを通じ、スポーツをするきっかけ作りとして、

またスポーツの楽しさを子どもたちに提供します。

③全国大会等参加
スポーツ少年団登録団体の地区大会や全国大会等の出場に対し援助を行います。

④少年スポーツ交流大会
各種競技ごとに開催される交流大会の運営等

に対し援助を行い、スポーツ少年団登録単位団

相互の交流と新規登録単位団の加入促進を目指

します。

⑤福岡地区スポーツ少年団本部事業
・福岡地区スポーツ少年団ジュニア交流事業

・指導者養成講習会

・福岡地区スポーツ少年団駅伝大会
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　(5)　スポーツ普及啓発事業
市民のスポーツへの関心や理解を深め、スポーツ活動への参加を促すとともに、様々なス

ポーツ情報を広く市民に提供します。

①スポーツ情報の収集及び提供
生涯スポーツの推進を図るため、スポーツ

ニーズ等の把握に努めるとともに、福岡都市

圏を中心としたスポーツ施設の概要や各種事

業等についての情報収集と市民への情報提供

を行います。

・ホームページによる情報提供

・「市政だより」等による情報提供

②情報誌の発行
大会情報、イベント情報を含め、様々なスポーツ情報を広く市民に提供するため、情

報誌を発行します。

・発行回数　　年4回発行

・発行時期　　4月、７月、10月、1月

・発行部数　　各12,000部

・配 布 先　　加盟団体及び市民を対象に地区体育施設などや区役所で配布するとと

もに、関係団体、公共施設等に配布し、市民の閲覧に供します。

③ニュースポーツ普及事業
市民体育館及び地区体育館でニュースポーツ用具を貸し出すともに、各種事業時に

ニュースポーツの紹介を行います。

【ニュースポーツの種目】

　キンボール、グラウンドゴルフ、ペタンク、ファミリーバドミントン　など

④スタージャンプ福岡活動
福岡に活動拠点を置くトップスポーツチーム

と協力して、こども達に種目を超えてスポーツ

の素晴らしさや体を動かすことの楽しさを伝え

るための体験機会の提供活動などを展開します。

　　ア　こどもスポーツフェスタ
　　イ　親子スポーツフェスタ

⑤地域スポーツサポート事業
地域と各種スポーツ団体との交流をサポートし、地域における生涯スポーツの確立に

貢献します。
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　(6)　スポーツ教室事業
市民一人ひとりが、日常生活の中にスポーツを取り入れるきっかけづくりとしての、各種

スポーツ・レクリエーション教室等を実施します。

①スポーツ教室等の実施
屋内外での各種スポーツ教室の実施やルール

等の解説を加えたプロスポーツ競技等の観戦教

室を実施します。

・ジュニアマリンキャンプ教室、食とスポーツ

教室、バレーボール観戦教室など

②体力テスト
市民の体力と運動能力を把握するため、体力テスト測定用具の貸し出しを行います。

　(7)　人材育成事業
生涯スポーツの視点に立って、多様なスポーツ・レクリエーション活動を支援するためス

ポーツリーダー・バンクの運営及び指導者の養成を図るための講習会等を実施します。

①生涯スポーツ講座
多様なスポーツ・レクリエーション活動に必要な基本的内容の講座を実施します。

・対象者　　スポーツリーダー・バンク登録者や地域でスポーツ・レクリエーション

を指導している人

・内　容　　生涯スポーツ概論、スポーツと栄養、ジュニアのスポーツ指導、スポー

ツ指導の一般理論など

②スポーツリーダー・バンク
体育協会と市民とが直結した「スポーツリーダー・バンク」制度の定着を目指し、市

民からのスポーツ指導者派遣要請に対し、登録指導者を派遣するとともに、指導者研修

などを実施し資質の向上を図ります。

ア　スポーツリーダー派遣
スポーツ指導者の派遣要請において、登録指導者を派遣するとともに、各団体　

（サークル等）に対し派遣費の一部について援助を行います。

イ　スポーツリーダー研修会
指導者（登録指導者含む）の指導力向上とスポーツリーダー・バンクへの新規登

録等を目的に、加盟団体が実施する各種研修事業に対し援助を行います。



福岡市民体育館
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③女性スポーツ指導者育成事業
女性スポーツ指導者の養成・資質の向上を図り、女性スポーツの振興・発展・普及を

目的とした研修等を実施します。

④スポーツボランティア育成事業
スポーツイベントやスポーツ教室においてボランティアとして活動できる人材の登録

と派遣、ボランティアへの研修を実施します。

２　指定管理事業
　(1)　福岡市民体育館指定管理事業

福岡市の拠点スポーツ施設である福岡市民体育館

を指定管理者として管理・運営し、また、初心者向

けのスポーツ教室やフォローアップ教室等を実施し

ます。

・スポーツ教室

・フォローアップ教室

各自の体力に応じた運動を自主的・継続的に行えるようストレッチやレクリエーショ

ンダンス、実技、水泳指導、水中体操の指導助言を行います。

・無料開放事業

子どもの日及び体育の日に体育館・プールの無料開放事業等を行います。

　(2)　地区体育施設等指定管理事業
市民の身近な施設である東体育館などの地区体育館6施設、総合西市民プールなどの市民

プール3施設、計９施設を指定管理者として管理・運営します。また、市民が気軽にスポー

ツが楽しめ、健康の増進に寄与できる施設運営を行い、地域性にも配慮した初心者向けのス

ポーツ教室やフォローアップ教室等を実施します。

■ 地区体育館（６施設）

　・東体育館 　・中央体育館 　・城南体育館 　・早良体育館 　・西体育館

　・ももち体育館

■ プール（３施設）

　・東市民プール　　・中央市民プール　　・総合西市民プール

①スポーツ教室
②フォローアップ教室（体育館）

各自の体力に応じた運動を自主的・継続的に行えるように、ストレッチ、レクリエー

ションダンス、実技などの指導を行います。
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③ワンポイントレッスン（プール）
各自の体力に応じた運動を自主的・継続的に行えるように、水泳、水中歩行、アクア

ビクス、ストレッチなどの指導を行います。

④健康づくり運動促進事業
保健福祉センターのヘルスアップスクールの修了者等を対象に、保健福祉センターと

タイアップして各種の実技指導を行います。

⑤無料開放事業
子どもの日及び体育の日に体育館・プールの無料開放事業等を行います。

３　福岡市からの受託事業
　(1)　学校施設開放事業

市民のスポーツ・レクリエーション活動の普及振興を図るため、福岡市立の小・中学校の

体育館施設を開放し、市民に身近なスポーツ活動の

場を提供します。

①学校体育館開放事業
②学校校庭夜間開放事業
③学校プール開放事業
④運動広場開放事業

　(2)　体育指導委員研修事業
地域におけるスポーツ・レクリエーション活動の普及・振興に取り組んでいる体育指導委

員の技能向上を図るための各種研修会などを実施します。

　(3)　スポーツ招待事業
①プロ野球観戦招待事業　

日ごろスポーツ参加の機会が少ない障がい者や福

祉施設の入（通）所者をプロ野球観戦に招待します。

②大相撲観戦招待事業
大相撲九州場所に親子を招待します。
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●体育協会の事業●　

４　主催・共催事業
　(1)　 市民総合スポーツ大会

市民によるスポーツへの関心と参加意欲の高揚を図るため、市民スポーツの祭典として、

加盟団体と連携し「市民総合スポーツ大会」を開催します。

・主 　 催　　福岡市、福岡市教育委員会、(財)福岡市体育協会、

 NPO法人福岡市レクリエーション協会、福岡市体育指導委員協議会、

 福岡市障がい者スポーツ・レクリエーション振興会、各区体育振興会

・開 催 期 日 夏季大会　　 4月～ 8月

 秋季大会　　 9月～ 11月

 冬季大会　　 12月～ 3月

 総合開会式　 10月

・開 催 種 目 約110種目

・会 　 場 市内スポーツ施設

 （総合開会式：平和台陸上競技場）

　

　(2)　シティマラソン福岡
幅広い市民の参加はもちろん、全国から多くの参加者を募る福岡市のスポーツイベントと

して全国にアピールする市民マラソン（ハーフマラソン・５㎞・５㎞車いす）を開催します。

・主 　 催 福岡市、福岡市教育委員会、（財）福岡市体育協会

　(3)　福岡市・釜山廣域市スポーツ交流事業
スポーツにおける国際交流及びジュニア層の競技力向上を目的に、福岡市と姉妹都市であ

る釜山廣域市との間で、両市の高校生を対象にスポーツの交流大会を開催します。

・主 　 催 福岡市、福岡市教育委員会、

 (財)福岡市体育協会、

 釜山廣域市、釜山廣域市体育会
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　●体育協会の事業●

　(4)　スポーツイベント
市民に新たなスポーツへの参加機会を提供し、市民スポーツの振興を図るため、多様なス

ポーツイベントを開催します。

①　ビーチバレー大会（KYUSHU SUN-CUP ）
・主　催　　KYUSHU SUN-CUP実行委員会

・共　催　　（財）福岡市体育協会、日本ビーチ

バレー連盟、NPO法人九州ビーチバ

レーリーグ

②　福岡トライアスロンフェスタ
・主　催　　福岡トライアスロンフェスタ実行委

員会

・共　催　　（財）福岡市体育協会、（財）公園緑地

管理財団、（社）日本トライアスロン

連合、福岡県トライアスロン連合

③　ウィンタースポーツフェスタ
・主　催　　ウィンタースポーツフェスタ実行委

員会

・共　催　　福岡市、福岡市教育委員会、

 （財）福岡市体育協会、福岡市スケー

ト連盟、西部ガス興商（株）



第 ４ 章

福岡市の体育・スポーツ年表
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　●体育・スポーツ年表●

福岡市の体育・スポーツ年表

体育協会の主なできごと スポーツ振興事業団の主なできごと 　 　主な大会やイベント　 プロスポーツに関すること 体育施設の建設

1962年
（昭和37）

・福岡市体育協会発足
	 会長：佐藤篤二郎
	 加盟団体：１９団体
・財務委員会発足
・日本体育協会スポーツ少年団結成

1963年
（昭和38） ・福岡市スポーツ少年団発足 ・薬院に県営プール開館

1964年
（昭和39）

・加盟団体が21となる（相撲・漕艇加盟）
・オリンピック・デー（市中パレード） ・東京オリンピック・聖火リレー

1965年
（昭和40）

・会長：森　俊雄　就任
・加盟団体が22となる（スケート加盟）

1966年
（昭和41） ・加盟団体23となる（なぎなた加盟） ・第20回国際マラソン選手権

　（朝日国際マラソンから名称変更）
1967年

（昭和42）
1968年

（昭和43） ・加盟団体25となる（フェンシング、サッカー加盟）

1969年
（昭和44） ・「福岡市スポーツ振興審議会」設置

1970年
（昭和45） ・加盟団体26となる（ハンドボール加盟）

1971年
（昭和46） ・加盟団体29となる（レスリング・馬術・体操加盟） ・雁の巣レクリエーション

センター
1972年

（昭和47） ・加盟団体30となる（銃剣道加盟） ・福岡市民体育館
・今宿野外活動センター

1973年
（昭和48）

・加盟団体31となる（空手道加盟）
・各区に体育振興会設立

1974年
（昭和49）

・会長　橋岡八郎　就任
・市民スポーツ振興に関する意識調査

・全国高等学校総合体育大会開催
・第28回福岡国際マラソン選手権
　（国際マラソン選手権より名称変更）

・大相撲九州場所開催場所変更
　(九電記念体育館 )

・西市民プール
　（現早良市民プール）

1975年
（昭和50） ・「福岡市市民スポーツ振興計画」策定 ・中央市民プール

・東市民プール
1976年

（昭和51）
・普及委員会発足
・スポーツ振興総合計画第1次5ヶ年計画が始まる ・南市民プール

1977年
（昭和52）

・強化育成委員会発足
・表彰委員会発足
・校区体育振興会設立

・小戸ヨットハーバー

1978年
（昭和53）

・会長　菱山芳造　就任
・加盟団体32となる（アーチェリー加盟）

1979年
（昭和54） ・福岡市レクリエーション協会発足 ・市制施行90周年記念市民総合スポーツ大会開催 ・博多市民プール

1980年
（昭和55）

・福岡市スポーツリーダーバンク発足
・市民スポーツ振興に関する基本調査
・スポーツ振興総合計画第2次5ヶ年計画が始まる

・東体育館

1981年
（昭和56）

・第1回九州国体開催
・フィギュアスケート’81世界チャンピオンズ大会
・ワールドカップバレーボール大会

・大相撲九州場所開催場所変更
（福岡国際センター） ・福岡国際センター

1982年
（昭和57）

・会長　開克敏　就任
・加盟団体33となる（アマチュアボクシング加盟） ・南体育館

1983年
（昭和58） ･「体育協会20年史」発刊 ・第1回福岡国際女子柔道選手権大会 ・中央体育館

1984年
（昭和59）

・「第45回国体を契機としたスポーツのあり方について」
スポーツ振興審議会に諮問

・加盟団体34となる（ゲートボール加盟）
・博多体育館
・障害者スポーツセンター

1985年
（昭和60）

・福岡市国体準備事務局設置
・市民スポーツ振興に関する基本調査実施
・加盟団体35となる（ボウリング加盟）
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●体育・スポーツ年表●　

体育協会の主なできごと スポーツ振興事業団の主なできごと 　 　主な大会やイベント　 プロスポーツに関すること 体育施設の建設

1962年
（昭和37）

・福岡市体育協会発足
	 会長：佐藤篤二郎
	 加盟団体：１９団体
・財務委員会発足
・日本体育協会スポーツ少年団結成

1963年
（昭和38） ・福岡市スポーツ少年団発足 ・薬院に県営プール開館

1964年
（昭和39）

・加盟団体が21となる（相撲・漕艇加盟）
・オリンピック・デー（市中パレード） ・東京オリンピック・聖火リレー

1965年
（昭和40）

・会長：森　俊雄　就任
・加盟団体が22となる（スケート加盟）

1966年
（昭和41） ・加盟団体23となる（なぎなた加盟） ・第20回国際マラソン選手権

　（朝日国際マラソンから名称変更）
1967年

（昭和42）
1968年

（昭和43） ・加盟団体25となる（フェンシング、サッカー加盟）

1969年
（昭和44） ・「福岡市スポーツ振興審議会」設置

1970年
（昭和45） ・加盟団体26となる（ハンドボール加盟）

1971年
（昭和46） ・加盟団体29となる（レスリング・馬術・体操加盟） ・雁の巣レクリエーション

センター
1972年

（昭和47） ・加盟団体30となる（銃剣道加盟） ・福岡市民体育館
・今宿野外活動センター

1973年
（昭和48）

・加盟団体31となる（空手道加盟）
・各区に体育振興会設立

1974年
（昭和49）

・会長　橋岡八郎　就任
・市民スポーツ振興に関する意識調査

・全国高等学校総合体育大会開催
・第28回福岡国際マラソン選手権
　（国際マラソン選手権より名称変更）

・大相撲九州場所開催場所変更
　(九電記念体育館 )

・西市民プール
　（現早良市民プール）

1975年
（昭和50） ・「福岡市市民スポーツ振興計画」策定 ・中央市民プール

・東市民プール
1976年

（昭和51）
・普及委員会発足
・スポーツ振興総合計画第1次5ヶ年計画が始まる ・南市民プール

1977年
（昭和52）

・強化育成委員会発足
・表彰委員会発足
・校区体育振興会設立

・小戸ヨットハーバー

1978年
（昭和53）

・会長　菱山芳造　就任
・加盟団体32となる（アーチェリー加盟）

1979年
（昭和54） ・福岡市レクリエーション協会発足 ・市制施行90周年記念市民総合スポーツ大会開催 ・博多市民プール

1980年
（昭和55）

・福岡市スポーツリーダーバンク発足
・市民スポーツ振興に関する基本調査
・スポーツ振興総合計画第2次5ヶ年計画が始まる

・東体育館

1981年
（昭和56）

・第1回九州国体開催
・フィギュアスケート’81世界チャンピオンズ大会
・ワールドカップバレーボール大会

・大相撲九州場所開催場所変更
（福岡国際センター） ・福岡国際センター

1982年
（昭和57）

・会長　開克敏　就任
・加盟団体33となる（アマチュアボクシング加盟） ・南体育館

1983年
（昭和58） ･「体育協会20年史」発刊 ・第1回福岡国際女子柔道選手権大会 ・中央体育館

1984年
（昭和59）

・「第45回国体を契機としたスポーツのあり方について」
スポーツ振興審議会に諮問

・加盟団体34となる（ゲートボール加盟）
・博多体育館
・障害者スポーツセンター

1985年
（昭和60）

・福岡市国体準備事務局設置
・市民スポーツ振興に関する基本調査実施
・加盟団体35となる（ボウリング加盟）
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　●体育・スポーツ年表●

体育協会の主なできごと スポーツ振興事業団の主なできごと 　 　主な大会やイベント　 プロスポーツに関すること 体育施設の建設

1986年
（昭和61）

・福岡市体育協会強化5ヶ年計画策定
・総務・企画委員会発足
・広報委員会発足
・強化育成委員会から強化委員会に名称変更
・スポーツ振興総合計画第3次5ヶ年計画が始まる

・第1回福岡国際クロスカントリー大会
・第45回国体のテーマ・スローガン決定を記念して「少
年スポーツフェスティバル」を開催

1987年
（昭和62） ・第1回市民総合スポーツ大会開催

1988年
（昭和63） ・体育協会事務局、福岡市庁舎北別館5階に移転 ・第29回全国体育指導委員研究協議会を福岡市で開催 ・城南体育館

1989年
（平成1）

・第1回全国レクリエーション研究大会開催
・第10回「みんなのスポーツ」全国研究大会開催
・第1回アジア太平洋カップ福岡国際男子バレーボール大会
・第1回福岡シティマラソン開催
・第1回市民ゴルフ大会開催

・プロ野球
　「福岡ダイエーホークス」誕生

・博多の森テニスコート
・県立総合プール

1990年
（平成2）

・第45回国民体育大会「とびうめ国体」開催
　　スローガン「ときめき、出会い、みなぎる力」　
　　マスコット「ふっくん」
・第26回全国身体障害者スポーツ大会開催
・第1回ジャパントライアスロン駅伝大会開催
・第1回ビーチバレーボール大会開催

・博多の森陸上競技場

1991年
（平成3）

・福岡市体育協会、財団法人になる
・ユニバーシアード福岡大会組織委員会設立

・第8回アジア女子サッカー選手権大会
・第4回アジア選手権水泳競技会、水球競技会

・パピオアリーナ（スケー
トリンク）

1992年
（平成4）

・「21世紀に向けたスポーツの振興方策について」
・福岡市・釜山直轄市体育協会相互交流開始 ・今津運動公園

1993年
（平成5）

・市民スポーツ基本調査報告
　「福岡市における体育・スポーツの現状と推移」 ・第1回ウィンタースポーツフェスタ開催

・福岡ドーム
・マリノア
・桧原運動公園

1994年
（平成6）

・市民スポーツ基本調査報告
　「福岡市における体育・スポーツの現状と推移」

・(財 ) 福岡市スポーツ振興事業団発足
　　理事長　佐藤　善郎
・水不足のため全プール使用中止になる

・城南市民プール
・西体育館
・健康づくりセンター「あ
いれふ」

1995年
（平成7） ・国際スポーツ都市宣言

・プール時間短縮で再開
・市から学校施設開放事業を受託
・「市民総合スポーツ大会」「シティマラソン福
岡」の実行委員会が事業団に移管される

・事業団シンボルマークの決定

・第18回ユニバーシアード大会1995福岡
　（8月23日～9月3日）
　　マスコット「カパプー」

・「福岡ブルックス」Ｊリーグに
昇格

　（アビスパ福岡誕生）

・アクシオン福岡
・総合西市民プール
・早良体育館
・博多の森球技場
・マリンメッセ福岡

1996年
（平成8）

・会長　古賀圭二　就任
・加盟団体36となる（武術太極拳加盟）
・体育協会事務局、福岡市庁舎北別館2階に移転
・市出向職員（係長級）新設
・個人賛助会制度の発足
・「ユニバーシアード福岡大会記念スポーツ振興基金」創設

・理事長　波多江　宣喜　就任
・FUKUOKA	indoor	3on3大会　開催

・第1回ユニバーシアードデーラン開催
・第11回アジアジュニアテニス選手権大会
・第1回福岡国際オープン
　　ウォータースイミング競技会

・雁の巣球技場

1997年
（平成9）

・福岡地区スポーツ少年団大都市モデル地区事業を引き受
ける

・国際スポーツ大会等招待事業を実施
・公共施設案内・抽選予約システム事業を一部受託
・福岡市ユニバーシアード福岡大会記念スポー
ツ振興基金助成事業を実施

・第27回世界ユースヨット選手権大会
・パンパシフィック水泳世界選手権大会 '97福岡大会
・国際陸上競技連盟グランプリファイナル福岡 '97

・平和台野球場閉鎖

1998年
（平成10）

・加盟団体35となる（銃剣道連盟退会）
・市民スポーツ基本調査報告
　「福岡市における体育・スポーツの現状と推移」

・理事長　松薗　守一　就任 ・第12回アジア陸上競技選手権福岡大会
・1998バレーボール世界選手権大会（福岡大会）

1999年
（平成11）

・「市民総合スポーツ大会」実行委員会事務局が体育協会
に移管される

・市出向職員（係員）新設
・40周年記念事業特別委員会を設置（委員長　秋山雄治）

・博多南地域交流センターにスポーツ指導員を
派遣 ・第20回男子アジアバスケットボール選手権福岡大会

2000年
（平成12） ・加盟団体37となる（小学校体育研究会、ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ加盟）・理事長　住吉　武志　就任　
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体育協会の主なできごと スポーツ振興事業団の主なできごと 　 　主な大会やイベント　 プロスポーツに関すること 体育施設の建設

1986年
（昭和61）

・福岡市体育協会強化5ヶ年計画策定
・総務・企画委員会発足
・広報委員会発足
・強化育成委員会から強化委員会に名称変更
・スポーツ振興総合計画第3次5ヶ年計画が始まる

・第1回福岡国際クロスカントリー大会
・第45回国体のテーマ・スローガン決定を記念して「少
年スポーツフェスティバル」を開催

1987年
（昭和62） ・第1回市民総合スポーツ大会開催

1988年
（昭和63） ・体育協会事務局、福岡市庁舎北別館5階に移転 ・第29回全国体育指導委員研究協議会を福岡市で開催 ・城南体育館

1989年
（平成1）

・第1回全国レクリエーション研究大会開催
・第10回「みんなのスポーツ」全国研究大会開催
・第1回アジア太平洋カップ福岡国際男子バレーボール大会
・第1回福岡シティマラソン開催
・第1回市民ゴルフ大会開催

・プロ野球
　「福岡ダイエーホークス」誕生

・博多の森テニスコート
・県立総合プール

1990年
（平成2）

・第45回国民体育大会「とびうめ国体」開催
　　スローガン「ときめき、出会い、みなぎる力」　
　　マスコット「ふっくん」
・第26回全国身体障害者スポーツ大会開催
・第1回ジャパントライアスロン駅伝大会開催
・第1回ビーチバレーボール大会開催

・博多の森陸上競技場

1991年
（平成3）

・福岡市体育協会、財団法人になる
・ユニバーシアード福岡大会組織委員会設立

・第8回アジア女子サッカー選手権大会
・第4回アジア選手権水泳競技会、水球競技会

・パピオアリーナ（スケー
トリンク）

1992年
（平成4）

・「21世紀に向けたスポーツの振興方策について」
・福岡市・釜山直轄市体育協会相互交流開始 ・今津運動公園

1993年
（平成5）

・市民スポーツ基本調査報告
　「福岡市における体育・スポーツの現状と推移」 ・第1回ウィンタースポーツフェスタ開催

・福岡ドーム
・マリノア
・桧原運動公園

1994年
（平成6）

・市民スポーツ基本調査報告
　「福岡市における体育・スポーツの現状と推移」

・(財 ) 福岡市スポーツ振興事業団発足
　　理事長　佐藤　善郎
・水不足のため全プール使用中止になる

・城南市民プール
・西体育館
・健康づくりセンター「あ
いれふ」

1995年
（平成7） ・国際スポーツ都市宣言

・プール時間短縮で再開
・市から学校施設開放事業を受託
・「市民総合スポーツ大会」「シティマラソン福
岡」の実行委員会が事業団に移管される

・事業団シンボルマークの決定

・第18回ユニバーシアード大会1995福岡
　（8月23日～9月3日）
　　マスコット「カパプー」

・「福岡ブルックス」Ｊリーグに
昇格

　（アビスパ福岡誕生）

・アクシオン福岡
・総合西市民プール
・早良体育館
・博多の森球技場
・マリンメッセ福岡

1996年
（平成8）

・会長　古賀圭二　就任
・加盟団体36となる（武術太極拳加盟）
・体育協会事務局、福岡市庁舎北別館2階に移転
・市出向職員（係長級）新設
・個人賛助会制度の発足
・「ユニバーシアード福岡大会記念スポーツ振興基金」創設

・理事長　波多江　宣喜　就任
・FUKUOKA	indoor	3on3大会　開催

・第1回ユニバーシアードデーラン開催
・第11回アジアジュニアテニス選手権大会
・第1回福岡国際オープン
　　ウォータースイミング競技会

・雁の巣球技場

1997年
（平成9）

・福岡地区スポーツ少年団大都市モデル地区事業を引き受
ける

・国際スポーツ大会等招待事業を実施
・公共施設案内・抽選予約システム事業を一部受託
・福岡市ユニバーシアード福岡大会記念スポー
ツ振興基金助成事業を実施

・第27回世界ユースヨット選手権大会
・パンパシフィック水泳世界選手権大会 '97福岡大会
・国際陸上競技連盟グランプリファイナル福岡 '97

・平和台野球場閉鎖

1998年
（平成10）

・加盟団体35となる（銃剣道連盟退会）
・市民スポーツ基本調査報告
　「福岡市における体育・スポーツの現状と推移」

・理事長　松薗　守一　就任 ・第12回アジア陸上競技選手権福岡大会
・1998バレーボール世界選手権大会（福岡大会）

1999年
（平成11）

・「市民総合スポーツ大会」実行委員会事務局が体育協会
に移管される

・市出向職員（係員）新設
・40周年記念事業特別委員会を設置（委員長　秋山雄治）

・博多南地域交流センターにスポーツ指導員を
派遣 ・第20回男子アジアバスケットボール選手権福岡大会

2000年
（平成12） ・加盟団体37となる（小学校体育研究会、ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ加盟）・理事長　住吉　武志　就任　
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　●体育・スポーツ年表●

体育協会の主なできごと スポーツ振興事業団の主なできごと 　 　主な大会やイベント　 プロスポーツに関すること 体育施設の建設

2001年
（平成13）

・会長　白石司　就任
・加盟団体39となる（インディアカ、パラグライダー加盟）
・創立40周年記念行事開催
・「体育協会40年史」発刊

・事業団のホームページを開設

・第9回世界水泳選手権大会福岡
　（7月16日～7月29日）
　マスコット「ぱちゃぽ」
・福岡国際女子テニス2001
・2001バレーボール（女子）ワールドグランド・チャン
ピオンズカップ（福岡大会）

・福岡トライアスロンフェスタ2001開催

2002年
（平成14） ・加盟団体40となる（家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）

2003年
（平成15）

・福岡市・釜山廣域市高校生スポーツ交流大会を福岡市で
開催 (以後，「受入」「派遣」を隔年で実施 )

・事務局を九電記念体育館に移転
・協会のホームページを開設

・和白地域交流センターにスポーツ指導員を派
遣 ・ワールドカップバレーボール2003男子福岡大会

2004年
（平成16）

・理事長　大森　邦明　就任
・「事業団改革プラン」策定

・福岡サニックスブルースがジャ
パンラグビートップリーグに
昇格

2005年
（平成17）

・会長　松村隆　就任
・加盟団体42となる
　（バウンドテニス協会、カヌー協会加盟）

・福岡県西方沖地震により、九電記念体育館が
玄界島島民の避難所になる

・理事長　澤田　哲司　就任
・全国健康福祉祭ふくおか大会
　（ねんりんピックふくおか2005）

・プロ野球
　「福岡ダイエーホークス」が「福
岡ソフトバンクホークス」に
球団名変更

・コカ・コーラウエストレッ
ドスパークスがジャパンラグ
ビートップリーグに昇格

2006年
（平成18）

・福岡市九電記念体育館の指定管理者となる
・「（財）福岡市体育協会オリンピック招致推進委員会」設立
・事業委員会発足
・加盟団体42となる
　（小学校体育研究会退会、少林寺拳法協会加盟）
・第20回市民総合スポーツ大会総合開会式を博多の森陸
上競技場で開催

・福岡市市民スポーツ実態調査報告

・九電記念体育館と今宿野外活動センターの管
理が事業団から他団体へ

　九電記念体育館
　　→　福岡市体育協会
　今宿野外活動センター
　　→　福岡市レクリエーション協会
・事務局をパピヨン２４から市民体育館に移転

・第34回 IAAF世界クロスカントリー選手権福岡大会
・2006バレーボール世界選手権男子福岡大会

2007年
（平成19） ・会長　河部　浩幸　就任 ・福岡市ももち体育館の開館。事業団が管理者となる ・ワールドカップバレーボール男子福岡大会

・新体操国際大会 in ＦＵＫＵＯＫＡ2007

・キューデンヴォルテクスがジャパ
ンラグビートップリーグに昇格

・プロバスケットボール「ライジン
グ福岡」設立

2008年
（平成20）

・理事長　佐本文男　就任
・アスベスト除去・耐震工事のため、市民体育
館が長期休館

・事務局を鮮魚市場会館に移転
・新体操国際大会 in ＦＵＫＵＯＫＡ2008

2009年
（平成21）

・「福岡市体育協会統合推進委員会」設置（委員長　木部正俊）
・（財）福岡市スポーツ振興事業団と合併契約を締結
・福岡市九電記念体育館の指定管理終了

・指定管理者公募の結果を受けて、管理施設が減少
【管理施設】
　市民体育館	 総合西市民プール
　東体育館	 東市民プール
　中央体育館	 中央市民プール
　城南体育館
　早良体育館
　西体育館
　ももち体育館
・スタージャンプ福岡が本格始動
・(財 ) 福岡市体育協会と合併契約を締結

・バレーボール女子ワールドグランド・チャンピオンズ	
カップ福岡大会

・福岡・Ｊアンクラスがなでし
こリーグＩ部［女子サッカー］
に昇格

2010年
（平成22）

・福岡市スポーツ振興計画策定
・事務局を市民体育館に移転
・（財）福岡市スポーツ振興事業団と統合し、事務局３課
体制で、新たな（財）福岡市体育協会が発足

・加盟団体43となる（レディースバドミントン連盟加盟）
・「21世紀ビジョン」( 仮称 ) 策定特別委員会 ( 委員長　
秋山雄治）

・50周年記念事業特別委員会（委員長	佐本文男）を設置
・公益財団法人認定推進委員会（委員長	木部正俊）を設置
・加盟団体42となる（アマチュアボクシング連盟退会）

2011年
（平成23）

・加盟団体43となる（スポーツバトン協会加盟）
・スポーツ基本法施行



145　

●体育・スポーツ年表●　

体育協会の主なできごと スポーツ振興事業団の主なできごと 　 　主な大会やイベント　 プロスポーツに関すること 体育施設の建設

2001年
（平成13）

・会長　白石司　就任
・加盟団体39となる（インディアカ、パラグライダー加盟）
・創立40周年記念行事開催
・「体育協会40年史」発刊

・事業団のホームページを開設

・第9回世界水泳選手権大会福岡
　（7月16日～7月29日）
　マスコット「ぱちゃぽ」
・福岡国際女子テニス2001
・2001バレーボール（女子）ワールドグランド・チャン
ピオンズカップ（福岡大会）

・福岡トライアスロンフェスタ2001開催

2002年
（平成14） ・加盟団体40となる（家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）

2003年
（平成15）

・福岡市・釜山廣域市高校生スポーツ交流大会を福岡市で
開催 (以後，「受入」「派遣」を隔年で実施 )

・事務局を九電記念体育館に移転
・協会のホームページを開設

・和白地域交流センターにスポーツ指導員を派
遣 ・ワールドカップバレーボール2003男子福岡大会

2004年
（平成16）

・理事長　大森　邦明　就任
・「事業団改革プラン」策定

・福岡サニックスブルースがジャ
パンラグビートップリーグに
昇格

2005年
（平成17）

・会長　松村隆　就任
・加盟団体42となる
　（バウンドテニス協会、カヌー協会加盟）

・福岡県西方沖地震により、九電記念体育館が
玄界島島民の避難所になる

・理事長　澤田　哲司　就任
・全国健康福祉祭ふくおか大会
　（ねんりんピックふくおか2005）

・プロ野球
　「福岡ダイエーホークス」が「福
岡ソフトバンクホークス」に
球団名変更

・コカ・コーラウエストレッ
ドスパークスがジャパンラグ
ビートップリーグに昇格

2006年
（平成18）

・福岡市九電記念体育館の指定管理者となる
・「（財）福岡市体育協会オリンピック招致推進委員会」設立
・事業委員会発足
・加盟団体42となる
　（小学校体育研究会退会、少林寺拳法協会加盟）
・第20回市民総合スポーツ大会総合開会式を博多の森陸
上競技場で開催

・福岡市市民スポーツ実態調査報告

・九電記念体育館と今宿野外活動センターの管
理が事業団から他団体へ

　九電記念体育館
　　→　福岡市体育協会
　今宿野外活動センター
　　→　福岡市レクリエーション協会
・事務局をパピヨン２４から市民体育館に移転

・第34回 IAAF世界クロスカントリー選手権福岡大会
・2006バレーボール世界選手権男子福岡大会

2007年
（平成19） ・会長　河部　浩幸　就任 ・福岡市ももち体育館の開館。事業団が管理者となる ・ワールドカップバレーボール男子福岡大会

・新体操国際大会 in ＦＵＫＵＯＫＡ2007

・キューデンヴォルテクスがジャパ
ンラグビートップリーグに昇格

・プロバスケットボール「ライジン
グ福岡」設立

2008年
（平成20）

・理事長　佐本文男　就任
・アスベスト除去・耐震工事のため、市民体育
館が長期休館

・事務局を鮮魚市場会館に移転
・新体操国際大会 in ＦＵＫＵＯＫＡ2008

2009年
（平成21）

・「福岡市体育協会統合推進委員会」設置（委員長　木部正俊）
・（財）福岡市スポーツ振興事業団と合併契約を締結
・福岡市九電記念体育館の指定管理終了

・指定管理者公募の結果を受けて、管理施設が減少
【管理施設】
　市民体育館	 総合西市民プール
　東体育館	 東市民プール
　中央体育館	 中央市民プール
　城南体育館
　早良体育館
　西体育館
　ももち体育館
・スタージャンプ福岡が本格始動
・(財 ) 福岡市体育協会と合併契約を締結

・バレーボール女子ワールドグランド・チャンピオンズ	
カップ福岡大会

・福岡・Ｊアンクラスがなでし
こリーグＩ部［女子サッカー］
に昇格

2010年
（平成22）

・福岡市スポーツ振興計画策定
・事務局を市民体育館に移転
・（財）福岡市スポーツ振興事業団と統合し、事務局３課
体制で、新たな（財）福岡市体育協会が発足

・加盟団体43となる（レディースバドミントン連盟加盟）
・「21世紀ビジョン」( 仮称 ) 策定特別委員会 ( 委員長　
秋山雄治）

・50周年記念事業特別委員会（委員長	佐本文男）を設置
・公益財団法人認定推進委員会（委員長	木部正俊）を設置
・加盟団体42となる（アマチュアボクシング連盟退会）

2011年
（平成23）

・加盟団体43となる（スポーツバトン協会加盟）
・スポーツ基本法施行
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福岡市体育協会スポーツ推進プラン



※スポーツ基本法の施行（2011 年８月）に伴い、従来の「体育指導委員」は、
「スポーツ推進委員」に変更されました。
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　●スポーツ推進プラン●

■ はじめに ■
福岡市体育協会は、1962（昭 37）年１月に 19 団体の加盟によって発足し、1991（平

３）年９月の財団法人化を経て、2010（平 22）年４月に（財）福岡市スポーツ振興事

業団と統合しました。これにより、本協会は、両団体が持つ専門的な知識や経験、ネットワー

クを効果的に活用できる官民共同組織として、福岡市の市民スポーツの振興に貢献するた

め、より幅広い役割を担うことが期待される団体となりました。

現在、本協会では、43 加盟団体の協力・連携のもと、「市民総合スポーツ大会」や「シティ

マラソン福岡」等のスポーツイベントの開催、各種スポーツ教室の実施、さらには学校開

放事業やスポーツ推進委員※との連携等により地域スポーツの振興を図るとともに、スポー

ツボランティアや指導者の育成、国際交流事業の実施など、多様な市民ニーズに対応した

各種のスポーツ事業を実施しています。また、福岡市民体育館をはじめとする公共スポー

ツ施設については、利用者サービスのさらなる向上と市民が幅広くスポーツに触れる機会

の増大を目指し、指定管理者としての先導的役割を担うなど、スポーツ環境の充実を図っ

ています。

しかし、本協会が生涯スポーツや地域レベルでのスポーツ振興にさらに貢献していくた

めには、地域コミュニティとの協力・連携の推進や、子どもの体力・運動能力の低下への

対策、指導者の資質向上をはじめとする人材育成、加盟団体の組織の活性化など、取り組

むべき課題も少なくありません。

この「スポーツ推進プラン」は、本協会が 2012（平 24）年度に公益財団法人へ移行

することを契機に、さらなる経営基盤の強化や新たな事業展開を行い、これまで以上に福

岡市の市民スポーツの振興に貢献するため、本協会の基本的な方向性を定める指針として

策定しました。

策定にあたっては、本協会が 2001（平 13）年の創立 40 周年を機に策定した「21

世紀初頭のビジョン」の検証を行い、また、福岡市がスポーツ・レクリエーションにおけ

る総合的な計画として 2010（平 22）年２月に策定した「福岡市スポーツ振興計画」や

2011（平 23）年８月に施行された「スポーツ基本法」を踏まえるとともに、市民のスポー

ツ動向等を勘案し、今後 10 年間の活動指針として、より実効性の高いものとなることを

目指しています。

福岡市体育協会 スポーツ推進プラン
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■ 福岡市体育協会のあるべき姿・進むべき方向 ■
福岡市体育協会は、2011（平 23）年、創立 50 周年を迎えました。今後も、福岡市

の市民スポーツを統括する公益財団法人として、福岡市における生涯スポーツ及び競技ス

ポーツの推進を図り、スポーツ文化の発展と活力ある社会づくりに寄与していきます。

そのためには、本協会がこれまで実施してきた、主に加盟団体やその会員を通じて市民

スポーツの普及振興に貢献するという活動に加えて、年齢や障がいの有無に関わらず、全

ての市民に直接働きかける事業を積極的に展開し、スポーツを通した子どもの健全育成、

地域住民の連帯、豊かで健康的な市民生活の構築と健康維持増進に寄与するなど、これま

で以上に公益性の高い活動が求められることになります。加盟団体が主体的に行う様々な

活動においても、公益財団法人を構成する組織の一員であることを踏まえ、公益性を高め

ていく必要があります。

また、幅広い市民が「する」「みる」「支える」スポーツを身近に感じ、「いつでも」「どこでも」

「誰でも」気軽にスポーツを楽しむことができる機会と方法を提供するとともに、スポーツ

に関する様々な情報や場の提供も、本協会の大切な役割です。そのほか、スポーツ施設の

充実を促進するとともに、既存施設の有機的かつ有効な活用により対応することも、本協

会として取り組むべき重要な課題です。

これからの福岡市体育協会には、福岡市をはじめ、（財）福岡県体育協会等の関係機関・

団体、スポーツ推進委員や公民館、地域コミュニティ、大学、民間スポーツクラブ等との

連携と適切な役割分担により、市民スポーツの普及振興活動を推進していくためのソフト

とハード、そして情報をコーディネートできる組織となることが期待されています。

本協会は、期待される福岡市体育協会像を実現し、福岡市の市民スポーツの普及振興に

これまで以上に貢献するため、今後 10 年間、次の４つのテーマを「重点項目」とし、そ

の実現を目指して、事業を推進していきます。

１．地域スポーツの振興と市民の健康づくり
２．スポーツを通した子どもの健全育成
３．スポーツ人口の拡大と競技力の向上
４．公益財団法人としての組織づくり
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重点項目 １
地域に根ざした活動のひとつとして、公民館や校区自治協議会等と連携し、福岡市独自

の「総合型地域スポーツクラブ」のモデル事業に取り組むなど、福岡市の地域コミュニティ

の特性を活かしたスポーツ活動に貢献します。また、本協会の加盟団体、スポーツリーダー・

バンク、スポーツ少年団、スポーツ推進委員の活用等により、子どもから高齢者まで幅広

い世代を対象に、スポーツの楽しさや運動する喜びを伝え、市民の健康・体力・生きがい

づくりを促進します。

そのために、福岡市健康づくりセンター「あいれふ」や各区保健福祉センター（保健所）、

大学等の研究機関、民間スポーツクラブ等と連携した健康づくり教室の開催や、その後の

自主的・継続的な活動をフォローアップできる能力を持つ指導者の育成と資質向上に努め

ます。

重点項目 ２
文部科学省が小中学生を対象に行っている「全国体力・運動能力、運動習慣等調査（全

国体力テスト）」によれば、特定の種目に特化し積極的に係わる層と、スポーツ活動全体と

疎遠になり、消極的な係わりしか持たない層の二極化が進んでいます。また、福岡市にお

いては、多くの項目で全国平均の数値を下回る結果となっており、子どもの体力・運動能

力の低下は、特に深刻な問題となっています。そのため、幼児期・児童期から「“遊びとし

てのスポーツ”との出会い」を提供し、「継続的な係わり」を支援することが重要な課題です。

今後、本協会では、施設の管理者として運営する体育館やプール等の「スポーツ施設」

をはじめ、学校の体育館や校庭、公民館、公園、緑地等を活用し、子どもが「“遊びとして

のスポーツ”に出会える場」を積極的に創造します。

そのため、本協会の加盟団体やスポーツリーダー・バンク、スポーツ推進委員等との協力・

連携はもとより、幼児教育機関との連携による各体育館等の活用の可能性や具体的手法を

検討します。

このような取り組みにより、本協会の施設や組織の活性化を図りながら、スポーツを通

して子どもの健全育成に寄与していきます。
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重点項目 ３
加盟団体をはじめ、多くの関係団体と協働し連携を保ちつつ、「いつでも」「どこでも」「誰

でも」気軽にスポーツを楽しめる機会や環境を充実させ、スポーツを介して多くの市民が

つながる活動を推進します。市民総合スポーツ大会はその大きな機会であり、選手として

の参加だけでなく、ボランティアスタッフや応援・観戦等により多くの市民の参加を促進し、

スポーツ人口の拡大を目指します。

また、地元のプロスポーツに象徴されるように、あらゆる競技種目で市民が選手として

大きく成長・飛躍しトップアスリートとして活躍することは、子ども達のみならず、多く

の市民に夢や感動、そして勇気を与えるものです。そのため、本協会ではプロスポーツチー

ムと市民との交流機会を増やすとともに、加盟団体では各種の事業を通じて各年代層の競

技力の向上に努め、県民体育大会から全国レベルの大会まで常に好成績を残せるよう努力

していきます。

重点項目 4
本協会が、公益財団法人として社会的評価を高めるためには、スポーツ愛好者を増やす

ための教室や市民が気軽に参加できる健康づくり事業、スポーツイベントの開催など、福

岡市の市民スポーツの推進に寄与する公益性の高い事業を積極的に展開するとともに、区

レベルや地域レベルでの活動を充実していくことも重要です。そのためには、加盟団体の

情報発信や後継者の養成、生涯スポーツの視点を持った指導者等の人材育成など、組織の

活性化につながる主体的な活動への支援の充実を図り、あわせて、加盟団体が自由に交流

し活動できる拠点となる場の設置により、スポーツを通したコミュニティ形成の気運醸成

と、スポーツに関する様々な情報発信ができる環境をつくります。また、新たな団体の加

盟を促進するほか、多様な団体・市民との協力・連携を推進していきます。

さらに、公益財団法人としての社会的信用度向上を踏まえた新たな賛助会制度を創設す

るなど、財政基盤の強化を推進し、市民がスポーツを「する」「みる」「支える」環境の充

実を目指して、市民スポーツの統括団体としての役割を果たしていきます。
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１.役 員 名 簿

役　職 氏　名 所　　　　　　　属

会　長 河 部　浩 幸 株式会社九電工代表取締役会長

副会長 秋 山　雄 治 福岡市セーリング連盟理事長

副会長 佐 本　文 男 福岡市体育協会理事

専務理事 木 部　正 俊 福岡市バスケットボール協会理事長

常務理事
兼 事務局長 白 川　詔 子 福岡市体育協会理事

理　事 小 柳 　　稔 福岡市サッカー協会副会長

理　事 緒 方　蓉 子 福岡市バドミントン協会理事長

理　事 諸 熊　茂 紀 福岡市ソフトボール協会指導者委員長

理　事 湯 浅　芳 雄 福岡市体操協会理事長

理　事 小 山　義 則 福岡市空手道連盟副理事長

理　事 武 田　健 児 福岡市スポーツ少年団本部長

理　事 児 玉　正 悟 福岡県高等学校体育連盟理事

理　事 大 谷　善 博 学識経験者（福岡大学名誉教授）

理　事 添 田　讓 二 福岡市レクリエーション協会理事長

理　事 遠 藤   泰 昭 九州電力株式会社地域共生本部総務部長

理　事 青 木　　 武 東区自治組織会長会会長（福岡市自治協議会等７区会長会代表）

理　事 坂 井　保 幸 福岡市体育指導委員協議会会長

理　事 阿 部 　　亨 福岡市市民局長

監　事 森　　 　陽 福岡市剣道連盟事務局長（常務理事）

監　事 竹 尾　祐 幸 株式会社西日本シティ銀行総務部長

監　事 立 石　茂 喜 福岡市市民局総務部長
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２.評 議 員 名 簿

氏　名 所　　　　　　属

坂 本　一 之 福岡市スキー協会副会長

葊 瀬　信 雄 福岡市卓球協会理事長

荒 木　圭 子 福岡市なぎなた連盟理事長

小 藤　　 昭 福岡市陸上競技協会理事長

田 中　雅 幸 福岡市馬術協会会長

岩 岡　文 彦 福岡市トライアスロン連合会長

原 田　清 子 福岡市インディアカ協会会長

副 田　宥 子 福岡市家庭婦人バレーボール連盟理事長

松 藤　曜 子 福岡市バウンドテニス協会事務局長

小 野　伸 一 福岡市少林寺拳法協会理事

中 原　義 隆 福岡市障がい者スポーツ・レクリエーション振興会副会長

西 川 ともゑ 福岡商工会議所女性会副会長

安 部　裕 視 西日本新聞社編集局スポーツ本部運動部長

西 村　秀 樹 九州大学健康科学センター教授

水 原　博 而 九州スポーツクラブ協議会会長

中 沢    　浩 福岡市教育委員会教育次長

井 﨑       進 福岡市保健福祉局長

吉 村　展 子 福岡市こども未来局長

広 川　大 八 福岡市住宅都市局理事

副 島　広 巳 東区長（区長会代表）
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３.名 誉 会 長 ・ 参 与

役 職 名 氏　　名

名誉会長 福岡市長 髙　 島　 宗 一 郎

参　　与 青 柳 泰 治

参　　与 茂 田 長 俊

参　　与 西 野 國 昭

参　　与 安 武 壽 子

参　　与 千 代 島 　 隆　 利

参　　与 瀬 口 俊 光 

４.福岡県民体育大会　福岡市成績一覧

開
催
年
回 総合成績 男子 女子 混合

冬季大会 夏季大会 秋 季 大 会
駅伝 水泳競技 優 勝 し た 競 技 と 種 目

平
成
14
年

第
45
回

優勝 ２位 優勝 優勝 優勝 ４位

陸上競技（青年女子，壮年女子）
バレーボール（青年男子，一般女子，壮年女子）
バスケットボール（一般男子，一般女子）
バドミントン（一般女子，壮年男子，壮年女子）
柔道（青年男子）
剣道（青年女子）

平
成
15
年

第
46
回

優勝 優勝 優勝 優勝 ２位 ４位

陸上競技（一般男子，一般女子，壮年男子）
バレーボール（一般女子，壮年女子）
バスケットボール（一般女子）
ソフトテニス（一般）
卓球（壮年）
バドミントン（青年，一般男子，壮年女子）
柔道（一般男子）
ソフトボール（一般男子）

平
成
16
年

第
47
回

優勝 ２位 優勝 ２位 ２位

陸上競技（青年女子，壮年男子，壮年女子）
バレーボール（一般女子）
バスケットボール（一般女子）
卓球（壮年）
バドミントン（一般男子，壮年男子）
柔道（一般男子）
空手道（一般男子・団体組手）
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開
催
年
回 総合成績 男子 女子 混合

冬季大会 夏季大会 秋 季 大 会
駅伝 水泳競技 優 勝 し た 競 技 と 種 目

平
成
17
年

第
48
回

２位 ３位 ３位 ２位 ９位 ６位

陸上競技（青年女子）
バスケットボール（一般女子）
ソフトテニス（一般）
卓球　（青年，壮年）
バドミントン（青年，一般男子Ｂ，一般女子Ａ，壮年男子Ｂ）
柔道（一般男子）
空手道（一般男子・団体組手）

平
成
18
年

第
49
回

優勝 ２位 優勝 優勝 ７位 ４位

バレーボール（壮年女子Ａ）
バスケットボール（一般女子）
ソフトテニス（一般）
バドミントン（一般女子Ｂ，壮年女子Ｂ）
柔道（一般男子）
剣道（一般男子）
空手道（一般男子・団体組手）

平
成
１９
年

第
50
回

２位 ３位 優勝 ２位 ３位 ３位

バレーボール（壮年女子Ｄ）
バスケットボール（青年女子，一般女子）
ソフトテニス（壮年）
バドミントン（一般女子Ａ，壮年女子Ａ）
相撲（一般男子）

平
成
20
年

第
51
回

２位 ３位 優勝 優勝 ３位 ２位

陸上競技（一般女子）
バレーボール（壮年女子Ｄ）
バスケットボール（青年男子，青年女子）
卓球（壮年）
バドミントン（青年，一般女子Ｂ，壮年男子Ｂ）
弓道（一般女子）

平
成
21
年

第
52
回

２位 ３位 ２位 優勝 ２位 12 位

バレーボール（壮年女子Ｃ）
バスケットボール（青年女子）
ソフトテニス（一般，壮年）
バドミントン（一般男子Ａ，壮年男子Ｂ，壮年女子Ａ）
ソフトボール（一般男子Ｄ）

平
成
22
年

第
53
回

２位 ４位 ３位 優勝 ３位 ２位

陸上競技（一般男子）
バレーボール（青年女子）
バスケットボール（青年男子）
ソフトテニス（一般，壮年）
バドミントン（青年，一般女子Ａ，壮年女子Ａ）

平
成
23
年

第
54
回

3 位 2 位 3 位 4 位 ９位 2 位

バレーボール（青年女子）
バスケットボール（一般男子）
ソフトテニス（一般）
卓球（壮年）
バドミントン（一般女子 B，壮年男子 A)
剣道（一般男子）
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５.法人賛助会員（平成22年度）

法 人 名 〒 住　　所 ＴＥＬ

■ア行

（株）アーバンリゾート 811-1241 筑紫郡那珂川町大字後野571 092-952-6012
ＲＫＢ毎日放送（株） 814-0001 福岡市早良区百道浜2-3-8 092-852-6666
相光石油（株） 810-0004 福岡市中央区渡辺通1-1-1　サンセルコビル8F 092-751-5661
アイメディア（株） 810-0075 福岡市中央区港2丁目11-8 092-721-0769
アオヤギ（株） 810-0004 福岡市中央区渡辺通2-9-31 092-761-2431
赤坂興産（株） 810-0041 福岡市中央区大名2-12-12 092-712-4213

（株）朝日新聞社　福岡本部代表室 812-0011 福岡市博多区博多駅前2-1-1 093-563-1131
アシックス九州販売(株) 812-0004 福岡市博多区榎田1-3-23 092-434-1100

（株）アスカ 812-0896 福岡市博多区東光寺町2-9-41 092-481-7151
アビスパ福岡（株） 813-8585 福岡市東区香椎浜ふ頭1-2-17 092-674-3020
アビスパ福岡後援会 813-8585 福岡市東区香椎浜ふ頭1-2-17 092-674-3040
医療法人 あんのうら整形外科クリニック 814-0004 福岡市早良区曙2-1-11 092-844-0201
飯田建設（株） 812-0007 福岡市博多区東比恵3-16-14 092-441-3805
井上塗料（株） 812-0068 福岡市東区社領2-9-8 092-611-1621

（有）岩岡計画研究室 810-0022 福岡市中央区薬院4-18-21-901 092-533-9306
岩崎建設（株） 810-0002 福岡市中央区西中洲12-25 092-751-9601

（株）岩田屋三越 810-0001 福岡市中央区天神2-5-35 092-721-1111
上村建設（株） 812-0018 福岡市博多区住吉4-3-2　博多エイトビル7F 092-475-6551
(有)エイ・アンド・エイ・インシュアランス 815-0063 福岡市南区柳河内1-3-5-109 092-554-2105
医療法人 エイ・ジイ・アイ・エイチ秋本病院 810-0023 福岡市中央区警固1-8-3 092-771-6361
ＦＹＹバドミントンクラブ
大塚製薬（株）福岡支店 812-0023 福岡市博多区奈良屋町13-13 092-292-6507

（株）オートメイション・テクノロジー 815-0081 福岡市南区那の川1-24-1　九電工福岡支店ビル5F 092-523-8400
（株）オーニシ 812-8552 福岡市博多区博多駅南5-15-32 092-451-1211
岡部・浦川クリニック 810-0022 福岡市中央区薬院2-13-10-1F 092-751-2462
奥アンツーカ（株） 812-0888 福岡市博多区板付6-3-24 092-501-0301

（株）オンワード樫山福岡支店 810-0041 福岡市中央区大名2-6-43 092-712-2804

■カ行

（株）ガーデンボウル(スポーツガーデン久留米) 839-0861 久留米市合川町2125 0942-34-7008
金替不動産 814-0015 福岡市早良区室見5-13-28 092-841-1127
華風　福寿飯店 810-0041 福岡市中央区大名1-8-22 092-741-1234
川口吹付工業（株） 815-0074 福岡市南区寺塚1-15-1 092-511-6933

（株）川島弘文社 812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭6-6-41 092-641-2665
（株）かわなべ 812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-90 092-621-2259
医療法人 樹の実会大木整形・リハビリ医院 814-0013 福岡市 早良区藤崎1-21-19 092-843-1715

（株）キューコーリース 810-0011 福岡市中央区高砂2-10-1　九電工グループビル6F･7F 092-534-5507

（五十音順）
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法 人 名 〒 住　　所 ＴＥＬ

九州ガードシステム(株) 812-0022 福岡市博多区神屋町10-19　アサヒビル2F 092-271-6370
九州勧業（株） 812-0025 福岡市博多区店屋町8-24 九勧呉服町ビル 092-291-8291
九州計装エンジニアリング（株） 815-0031 福岡市南区清水4-18-15 092-541-0465
九州高圧コンクリート工業（株） 815-0035 福岡市南区向野1-13-14 092-554-6660
九州自動車リース（株） 812-0896 福岡市博多区東光寺町1-2-7 092-431-4361
九州通信ネットワーク（株） 810-0001 福岡市中央区天神1-12-20 092-981-7575
九州電技開発（株） 810-0005 福岡市中央区清川2-13-6 九建ビル 092-533-5177
九州電工ホーム（株） 810-0011 福岡市中央区高砂2-10-1 九電工グループビル1F・2F 092-533-4151
九州電力（株） 810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82 092-761-3031
九州メンテナンス(株) 810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82(電気ビル北館内) 092-985-6707
九州木材工業（株） 810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82-11F 092-761-4785
九州旅客鉄道（株） 812-0011 福岡市博多区博多駅前3-25-21 092-474-2501
九州林産（株） 815-0041 福岡市南区野間3-7-20 092-562-3024

（株）九電工 815-0081 福岡市南区那の川1-23-35 092-523-1691
（株）九電工フレンドリー 815-0081 福岡市南区那の川1-23-30 092-525-7101
九電産業（株） 810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82-3F 092-781-3061
九電不動産（株） 810-0022 福岡市中央区薬院1-13-8 092-761-4060

（株）クオテック 810-0011 福岡市中央区高砂2-10-1 九電工グループビル5F 092-523-8691
医療法人 くわの整形外科クリニック 814-0022 福岡市早良区原3-7-7 092-847-6000

（株）ＫＢＣメディア 810-0072 福岡市中央区長浜1-1-34　KBC会館3F 092-721-0510
（株）ゲンヨー保険サービス 811-1362 福岡市南区長住6-10-5-202 092-401-7800
（株）光進ガードシステム 812-0044 福岡市博多区千代4-17-27 092-632-4751
（株）幸新電王社 815-0075 福岡市南区長丘5-25-15 092-511-8321
巧文社印刷（株） 812-0029 福岡市博多区古門戸町9-16 092-271-2124

（株）ゴーセン福岡営業所 810-0022 福岡市中央区薬院1-4-8-1F 092-712-5247
（株）コーユービジネス福岡営業所 812-0011 福岡市博多区博多駅前3-22-6　大野ビル５F 092-411-3681
コカ・コーラウエスト（株） 812-0053 福岡市東区箱崎7-9-66 092-641-8581

（株）権藤本店 810-0001 福岡市中央区天神2-8-230 092-751-7718

■サ行

済美会
西部ガスエンジニアリング(株) 812-0044 福岡市博多区千代1-17-1 092-633-2411
西部ガス・カスタマーサービス（株） 812-0055 福岡市東区東浜1-10-75 092-633-2020
西部ガス（株） 812-0044 福岡市博多区千代1-17-1 092-633-2239
西部ガス興商（株） 812-0044 福岡市博多区千代1-17-1 092-633-2450
西部ガス情報システム(株) 812-0044 福岡市博多区千代1-15-27 092-633-2511
西部ガスリビング(株) 812-0044 福岡市博多区千代1-17-1 092-633-2100
西部ガス冷温熱(株) 812-0044 福岡市博多区千代1-15-27 092-633-2011

（株）三晃空調九州支店 810-0041 福岡市中央区大名2-4-22 092-761-3795
シティックスカード（株） 810-0002 福岡市中央区西中洲8-3 092-761-1666

（有）四宮梱包 816-0096 福岡市博多区東光寺町1-2-41 092-431-4909
（株）島川本店 811-1313 福岡市南区曰佐2-2-11 092-589-3737
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法 人 名 〒 住　　所 ＴＥＬ

（株）春潮社 812-0044 福岡市博多区千代4-29-12 092-641-1031
照栄建設（株） 811-1345 福岡市南区向新町2-5-16 092-566-1249

（株）昭電社 815-0032 福岡市南区塩原1-25-1 092-562-3131
（有）昭和産業 812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-90 092-621-2411
（株）新出光 812-0036 福岡市博多区上呉服町1-10 092-291-4134
医療法人 進藤整形外科クリニック 814-0111 福岡市城南区茶山5-2-6 092-866-1660
新日本製薬（株） 810-0042 福岡市中央区赤坂1-14-22　センチュリー赤坂門ビル9F 092-720-5800
住友電気工業（株）九州支店 812-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-8(住友生命博多ビル10F） 092-441-1791
正光印刷（株） 810-0042 福岡市中央区赤坂1-3-7 092-741-3266

（株）正興電機製作所 812-0008 福岡市博多区東光2-7-25 092-473-8831
セイコータイムシステム（株） 812-0011 福岡市博多区博多駅前1-4-4 092-475-1291
学校法人 西南学院 814-0002 福岡市早良区西新6-2-92 092-823-3201
成和商事（株） 810-0011 福岡市中央区高砂1-1-29 092-522-3775

（株）設備保守センター 810-0011 福岡市中央区高砂2-10-1九電工グループビル3F 092-521-1139
セノー（株）福岡支店 812-0876 福岡市博多区昭南町3-4-20 092-586-1411
セントラルホテルフクオカ 810-0004 福岡市中央区渡辺通4-1-2 092-712-1212

■タ行

大一梱包（株） 830-0038 久留米市西町金丸ノニ1334-1 0942-31-5005
（株）大広九州 810-0001 福岡市中央区天神1-4-2　エルガーラ11F 092-762-7600
ダイヤモンド印刷（株） 812-0064 福岡市東区松田3-9-32 092-621-8711
学校法人 高山学園専門学校福岡カレッジオブビジネス 810-0052 福岡市中央区大濠2-8-13 092-741-1120

（株）タケシタベーカリー 812-0893 福岡市博多区那珂2-22-5 092-431-0761
(株)武宮スポーツ 815-0033 福岡市南区大橋1-7-6 092-561-8367
学校法人 筑紫女学園中学・高等学校 810-0023 福岡市中央区警固2-8-1 092-771-3066

（株）チヨダ 815-0032 福岡市南区塩原2-7-5 092-562-1221
（有）辻スポーツ 815-0041 福岡市南区野間4-17-30 092-511-1038
（株）津村愛文堂 814-0015 福岡市早良区室見2-16-8 092-821-0173
（株）ディスジャパン 810-0000 福岡市中央区大名1-9-30　福岡観光ビル3Ｆ 092-712-0431
（株）テレビ西日本 814-0001 福岡市早良区百道浜2-3-2 092-852-5555
（株）電気ビル 810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82 別館3F 092-781-0681
医療法人 同信会福岡整形外科病院 815-0063 福岡市南区柳河内2-10-50 092-521-1581

（株）東洋システム 810-0053 福岡市中央区鳥飼1-2-25 092-731-1492
（株）戸上電機製作所九州オフィス 810-0001 福岡市中央区天神4-3-30 天神ビル新館 092-721-3451
トリゼンフーズ（株） 812-0044 福岡市博多区千代1-8-13 092-641-3887

■ナ行

（有）菜加川 810-0063 福岡市中央区荒戸1-11-11 092-731-5856
（株）長澤建築設計事務所 810-0002 福岡市中央区西中洲5-15-4F 092-751-0411
（株）中田 811-2305 糟屋郡粕屋町柚須141-1 092-624-3366
中村工業（株） 810-0073 福岡市中央区舞鶴3-2-6 092-751-9381
学校法人 中村専修学園（中村調理製菓・国際ホテル専門学校） 810-0014 福岡市中央区平尾2-1-21 092-523-0411
医療法人 中村博整形外科医院 815-0041 福岡市南区野間4-18-26 092-554-1700
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中屋フーズ（株） 811-1353 福岡市南区柏原4-30-5 092-566-0272
（株）にしけい 812-0025 福岡市博多区店屋町5-10 092-281-8500
西鉄テクノサービス（株） 810-0022 福岡市中央区薬院3-16-26 092-531-9575

（株）西鉄シティホテル 810-0041 福岡市中央区大名2-6-60 092-771-7171
西鉄旅行（株） 810-0022 福岡市中央区薬院3-16-26 092-524-2211
西日本技術開発（株） 810-0004 福岡市中央区渡辺通1-1-1 092-781-2832
(株)西日本シティ銀行 812-0011 福岡市博多区博多駅前3-1-1　 092-441-2222

（株）西日本高速印刷 810-0011 福岡市中央区高砂1-6-19 092-531-1766
（株）西日本新聞社 810-0001 福岡市中央区天神1-4-1 092-711-5555
西日本鉄道（株） 810-0001 福岡市中央区天神1-11-17 092-734-1572
西日本電気鉄工（株） 810-0022 福岡市中央区薬院1-13-8　九電不動産ビル内 092-771-2761
西日本電信電話（株）(NTT西日本） 812-0013 福岡市博多区博多駅東3-2-28 092-714-8052
西日本不動産開発（株） 810-0073 福岡市中央区舞鶴2-2-3　サンライフ第２ビル２F 092-712-6081
西日本プラント工業（株） 810-0011 福岡市中央区高砂1-10-1 092-533-1702
ニシム電子工業（株） 812-0017 福岡市博多区美野島1-2-8　ＮＴビル 092-461-0246
日新交通（株） 815-0031 福岡市南区清水1-22-24 092-541-3168
ニッタン（株）九州支社 810-0044 福岡市中央区六本松3-11-29 092-714-1337
(株)NIPPO 福岡統括事業所 812-0897 福岡市博多区半道橋2-14-2 092-432-0337

（社）日本３Ｂ体操協会九州本部 812-0013 福岡市博多区博多駅東3-3-3　新比恵ビル2F 092-432-0613
日本私立学校振興・共済事業団（福岡ガーデンパレス） 810-0001 福岡市中央区天神4-8-15 092-713-1112
(財)日本ボールルームダンス連盟九州総局 814-0161 福岡市早良区飯倉6-31-3 092-871-2848
二和興産（株） 810-0005 福岡市中央区清川2-10-7 092-521-8264

■ハ行

(株)博多印刷 812-0028 福岡市博多区須崎町8-5 092-281-0041
博多協栄ボクシングジム 815-0033 福岡市南区玉川町18-12　１Ｆ 092-512-3701
博多港開発（株） 812-0031 福岡市博多区沖浜町12-1 博多港センタービル 092-263-0100

（株）博多大丸 810-0001 福岡市中央区天神1-4-1 092-712-8181
（株）博多パークホテル 812-0011 福岡市博多区博多駅前4-11-18 092-451-1151
博多湾環境整備（株） 812-0031 福岡市博多区沖浜町12-1博多湾センタービル3F 092-291-8080
バスプランニング 830-0047 久留米市津福本町1687-3 0942-48-1369
博光電機（株） 812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-25 092-441-0235

（株）八仙閣 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-7-7 092-411-4227
樋口薬品工業（株） 811-1314 福岡市南区的場2-25-11 092-585-0611

（株）ピクニック 810-0042 福岡市中央区赤坂1-3-6 092-715-0374
（株）肥後銀行福岡支店 810-0041 福岡市中央区大名2-8-1 092-741-7935
（株）ビデオシステム 812-0892 福岡市博多区東那珂3-2-20 092-476-0050
（株）ヒライ 833-0005 筑後市大字長浜718 0942-51-1100
(有)平田紙文具事務機 810-0005 福岡市中央区清川3-31-1 092-531-0835
平松卓球場 815-0031 福岡市南区清水1-15-9 092-552-8800

（株）ヒロカネ 812-0023 福岡市博多区奈良屋町3-1 092-273-1500
学校法人 福岡学園 814-0175 福岡市早良区田村2-15-1 092-801-0411

（財）福岡観光コンベンションビューロー 810-0001 福岡市中央区天神1-10-1 092-733-5050
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法 人 名 〒 住　　所 ＴＥＬ

（株）福岡銀行 810-0001 福岡市中央区天神2-13-1 092-723-2131
福岡空港ビルディング（株） 812-0003 福岡市博多区大字下臼井778-1 福岡空港第3ターミナルビル3F 092-623-0515
福岡県ゲートボール連合福岡市支部
福岡県マンション管理企業組合 810-0041 福岡市中央区大名1-9-14-101 092-713-2133
福岡県理容生活衛生同業組合 810-0041 福岡市中央区大名2-2-9 092-751-5948
学校法人 福岡工業大学 811-0214 福岡市東区和白東3-30-1 092-606-3131
(財)福岡コンベンションセンター 812-0032 福岡市博多区石城町2-1 092-262-3895
(株)福岡サンパレス 812-0021 福岡市博多区築港本町2-1 092-272-1123
福岡市学校パン給食組合 810-0001 福岡市中央区天神5-6-12 092-771-7886
福岡市家庭婦人バレーボール連盟
福岡市空手道連盟
福岡市弓道連盟

（財）福岡市健康づくり財団 810-0073 福岡市中央区舞鶴2-5-1 092-751-7778
福岡市剣道連盟
福岡市サッカー協会
福岡市少年軟式野球連盟
福岡市少林寺拳法協会
福岡市水泳協会
福岡市スケート連盟
福岡市セーリング連盟
福岡市ソフトボール協会
福岡市体操協会
福岡市中学校体育連盟
福岡市テニス協会
福岡市なぎなた連盟
福岡市農業協同組合 810-0001 福岡市中央区天神4-9-1 092-711-2001
福岡市バウンドテニス協会
福岡市バスケットボール協会
福岡市バドミントン協会
福岡市武術太極拳連盟
福岡市役所課長会 810-0001 福岡市中央区天神1-8-1
福岡市役所局長会 810-0001 福岡市中央区天神1-8-1
福岡市役所部長会 810-0001 福岡市中央区天神1-8-1
福岡商事（株） 810-0041 福岡市中央区大名2-2-26 092-715-6100
福岡市ラグビーフットボール協会
福岡市レディースバドミントン連盟
福岡信用金庫 810-0001 福岡市中央区天神1-6-8 092-751-4731

（株）福岡スポーツセンター 810-0001 福岡市中央区天神2-2-43 ソラリアプラザ10F 092-733-7171
福岡大学 814-0180 福岡市城南区七隈8-19-1　 092-871-6631
福岡大学付属大濠中学校・高等学校 810-0044 福岡市中央区六本松1-12-1 092-771-0731
福岡地区社会人剣道同好会

（株）福岡電設 815-0082 福岡市南区大楠2-8-18 092-531-2017
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法 人 名 〒 住　　所 ＴＥＬ

福岡トヨタ自動車（株） 810-0004 福岡市中央区渡辺通4-8-28(F･Tビル） 092-761-3331
福岡西鉄タクシー（株） 815-0082 福岡市南区大楠1-34-1 092-521-1331
学校法人 福岡雙葉学園 810-0027 福岡市中央区御所ヶ谷7-1 092-531-0438
福岡プロバスケットボールクラブ株式会社 810-0071 福岡市中央区那の津3-46-7-2F 092-771-6675
福岡ボクシングジム 811-3214 福津市花見が丘1-7-15 0940-43-5833

（株）福岡ライフ 811-0213 福岡市東区和白丘2-4-18 092-607-6756
福三商工（株） 810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82-3F 092-731-1010

（株）福設 810-0012 福岡市中央区白金2-5-10 092-526-3650
（株）福東電設 813-0023 福岡市東区蒲田2-39-80 092-691-3966
福博綜合印刷（株） 812-0043 福岡市博多区堅粕3-16-36 092-451-2989
学校法人  藤川学園  公務員ビジネス専門学校 812-0011 福岡市博多区博多駅前3-29-8 092-441-0035

（株）フジクラ九州支店 812-0036 福岡市博多区上呉服町10-1博多三井ビル7F 092-271-3344
（株）平和電興 810-0022 福岡市中央区薬院1-14-8 092-771-6161
(株)ベルスタッフ 810-0011 福岡市中央区高砂2-10-1 092-533-5522

（株）ポータル 815-0081 福岡市南区那の川１-23-30 092-534-6223

■マ行

（株）マスプロ 812-0022 福岡市博多区神屋町7-2 092-291-2811
医療法人 松口整形外科クリニック 814-0002 福岡市早良区西新4-9-35 092-844-1881

（株）松本組 812-0054 福岡市東区馬出1-1-19 092-651-1031
（株）マルタイ 819-0392 福岡市西区周船寺3-23-42 092-807-0711
(株)丸ふじ 802-0023 北九州市小倉北区下富野5-10-12 093-474-4100
三笠エンジニアビルグ（株） 812-0061 福岡市東区筥松1-15-1 092-624-0691
三笠特殊工業（株） 812-0013 福岡市博多区博多駅東1-16-14 092-431-3829
三井製糖(株)福岡工場 812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭6-11-30 092-651-2031
医療法人 南川整形外科病院 819-0002 福岡市西区姪浜4-14-17 092-891-1234

■ヤ行

薬院電器店 819-0022 福岡市西区福重1-2-6 092-882-3377
ヤマエ久野（株） 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-13-34 エコービル 092-474-0711

（有）山口冷凍工業 812-0007 福岡市博多区東比恵3-16-10 092-474-3124
（株）吉川工務店 810-0074 福岡市中央区大手門3-8-22 092-751-4161

■ラ行

（株）ライブ 814-0165 福岡市早良区次郎丸4-6-8 092-863-7860
リーフラス（株） 814-0001 福岡市早良区百道浜2-3-8　RKB放送会館4F 092-832-8015

（株）菱熱 812-0016 福岡市博多区博多駅南1-8-13 092-411-5741
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６.財団法人福岡市体育協会寄附行為

第１章　　総　　　　則
　（名　称）
第１条　この法人は、財団法人福岡市体育協会といい、英語では、Fukuoka City Sports Association

と表示する。

　（事務所）
第２条　この法人は、事務所を福岡市博多区東公園８番２号に置く。

第２章　　目的及び事業
　（目　的）
第３条　この法人は、福岡市における生涯スポ－ツ及び競技スポーツの推進を図り、もって、スポーツ文

化の発展と活力ある社会づくりに寄与することを目的とする。

　（事　業）
第４条　この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)　市民スポーツの普及振興
(2)　競技スポーツの振興
(3)　公共スポーツ施設の管理運営
(4)　スポーツ人材の確保・育成・活用
(5)　スポーツに関する情報の収集・提供
(6)　スポーツの振興に関する調査研究
(7)　公共団体から委託を受けて行うスポーツ振興事業
(8)　その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第３章　　加 盟 団 体
　(加盟団体の構成）
第５条　この法人は、原則として福岡市における次の各号に掲げるものを加盟団体とする。

(1)　各競技別スポーツ団体
(2)　生涯スポーツ団体
(3)　学校体育団体
(4)　行政区単位で組織するスポーツ団体

　(加　盟）
第６条　この法人に加盟しようとする団体は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数

のおのおの３分の２以上の同意を経なければならない。

　(負担金）
第７条　加盟団体は、毎事業年度、理事会及び評議員会の議決によって定める負担金を納めなければなら

ない。
２　加盟団体がこの法人に納めた負担金は、脱退又は除名の場合においても返還しない。

　(脱退及び除名）
第８条　加盟団体が脱退しようとするときは、脱退願いを提出し、理事会及び評議員会において理事現在

数及び評議員現在数のおのおの過半数の同意を経なければならない。
２　この法人の加盟団体としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議員会において理事現

在数及び評議員現在数のおのおの過半数の同意を経て、これを除名することができる。

　(加盟団体規程）
第９条　前４条に規定するもののほか、加盟団体について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める

加盟団体規程によるものとする。
２　加盟団体は、前項により定めた規程を守らなければならない。
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第４章　　資産及び会計
　（資産の構成）
第10条　この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)　設立当初の財産目録に記載された財産
(2)　資産から生ずる収入
(3)　福岡市からの受託料及び補助金並びに加盟団体の負担金
(4)　事業に伴う収入
(5)　寄附金品
(6)　その他の収入

　（資産の種別）
第11条  この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の２種とする。
２  基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)　設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)　基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)　理事会において、運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産

３  運用財産は、基本財産以外の資産とする。

　（資産の管理）
第12条  この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、確実な金融機

関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて、会長が保管する。

　（基本財産の処分の制限）
第13条  基本財産は、これを譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、

この法人の事業執行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の３分の２以上の議
決を経て、かつ、福岡県教育委員会の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

　（経費の支弁）
第14条　この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

　（事業計画及び収支予算）
第15条　この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会において理事現在数の

３分の２以上の議決を経て、毎会計年度開始前に福岡県教育委員会に届け出なければならない。事業計
画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

　（事業報告及び収支決算）
第16条　この法人の収支決算は、毎会計年度ごとに、会長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財

産目録等及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会において理事現在数の３分の２
以上の承認を受けて、その会計年度終了後３か月以内に福岡県教育委員会に報告しなければならない。

２　この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産
に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

　（長期借入金）
第17条　この法人が借入をしようとするときは、この会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除

き、理事会において理事現在数の３分の２以上の議決を経て、かつ福岡県教育委員会の承認を受けなけ
ればならない。

　（新たな義務の負担等）
第18条　第13条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新

たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の
３分の２以上の議決を経なければならない。

　（基金等）
第19条　この法人は、理事会及び評議員会の議決を経て、特別の公益目的のためにする基金又は積立金

を設けることができる。
２　前項の基金又は積立金の管理及び処分の方法は、理事会及び評議員会の議決を経て、別に定める。
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　（会計年度）
第20条　この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

第５章　　役員及び評議員
　（役　員）
第21条　この法人に、次の役員を置く。

(1)　理事 １２名以上１８名以内（うち、会長１名、副会長２名、専務理事１名、常務理事１名とする。）
(2)　監事 ３名

　（役員の選任）
第22条　理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で会長及び副会長を選任する。
２　専務理事及び常務理事は、理事のうちから会長が委嘱する。
３　理事のうちには、理事のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が、理事現在

数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。
４　監事には、この法人の理事（その親族その他特殊の関係のある者を含む。）及び職員が含まれてはなら

ない。また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

　（理事の職務）
第23条　会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
２  副会長は、会長を補佐して法人の業務を掌理し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会

長があらかじめ指名した順序によりその職務を代理し、又はその職務を行う。
３　専務理事は、会長及び副会長を補佐し、日常の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるとき、又

は会長及び副会長が欠けたときは、その職務を代理し、又はその職務を行う。
４　常務理事は、専務理事を補佐し、日常の業務を処理する。
５　理事は、理事会を組織して、法人の業務を議決し、執行する。

　（監事の職務）
第24条　監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。

(1)　法人の財産の状況を監査すること
(2)　理事の業務執行の状況を監査すること
(3)　財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会及び

福岡県教育委員会に報告すること
(4)　前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会を招集すること

　（役員の任期）
第25条　この法人の役員の任期は、２年とし、再任を妨げない。
２　補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
３　役員は、その任期満了の後も、後任者が就任するまでは、その職務を行う。

　（役員の解任）
第26条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会において評議員現在数の３分の２以上の

議決により解任することができる。
(1)　心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)　職務上の業務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

２　前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う評議員会において、その役員に
弁明の機会を与えなければならない。

　（役員の報酬）
第27条  役員は、無給とする。ただし、理事会が別に定める役員に限り報酬を支給することができる。
２　役員には、費用を弁償することができる。
３　前２項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。

　（評議員）
第28条  この法人には、評議員１５名以上２０名以内を置く。
２　評議員は、理事会で選出し、会長が任命する。
３　評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
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４　評議員は、評議員会を組織する。
５　評議員のうちには、役員のいずれか１人と親族その他特殊な関係にある者の数又は評議員のいずれか

１人及びその親族その他特殊な関係にある者の合計数が評議員現在数の３分の１を超えて含まれること
になってはならない。

６　評議員には第25条から第27条までの規定を準用する。この場合においてこれらの規定中「役員」と
あるのは「評議員」と読み替えるものとする。

　（評議員の職務）
第29条　評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、

会長に対し、必要と認める事項について助言する。

第６章　　名誉会長、顧問及び参与
　（名誉会長等）
第30条  この法人に名誉会長並びに顧問及び参与を置くことができる。
２　名誉会長は、理事会が推薦し、評議員会の同意を得て、会長が委嘱する。
３　顧問は、この法人に功労のあった者若しくは体育・スポーツの推進に功労のあった者の中から理事会

の推薦により、会長が委嘱する。
４　参与は、本会の理事又は監事の職にあった者の中から理事会の推薦により、会長が委嘱する。
５　名誉会長は、理事会及び評議員会に出席して意見を述べることができる。
６　顧問及び参与は、特定事項について会長の諮問に応ずる。

第７章　　会 　 　 議
　（権能）
第31条  理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決し、

執行する。

　（理事会の召集等）
第32条  理事会は、毎年２回会長が召集する。ただし、会長が必要と認めた場合、又は理事現在数の３分

の１以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日か
ら14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

２　理事会を召集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、
開会の日の７日前までに文書をもって通知しなければならない。

　（理事会の議長）
第33条　理事会の議長は、会長がこれにあたる。

　（理事会の定足数等）
第34条　理事会は、理事現在数の３分の２以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決すること

ができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
２　理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事現在数の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。

　（書面表決等）
第35条　やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、

書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、
前２条の規定については、その理事は、出席したものとみなす。

２　前項の規定による書面表決又は表決の委任による出席は、理事会の定足数の半数を超えることができ
ない。

３　会長は、軽易な事項又は急施を要する事項については、前条第１項の規定にかかわらず、理事に書面
を送付して賛否を求め、理事会の議決に代えることができる。この場合において会長は、次に開催され
る理事会において、その結果を報告しなければならない。

４　前項の場合は、前条第２項の規定を準用する。

　（理事会の議事録）
第36条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。



　168

　●資 料 集●

(1)　理事会の日時及び場所
(2)　理事の現在数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者及び表決委任者を含む。）
(3)　審議事項及び議決事項
(4)　議事の経過の概要及びその結果
(5)　議事録署名人の選任に関する事項

２　議事録には、議長及び出席した理事のうちから選任された議事録署名人２人以上が署名押印しなけれ
ばならない。

　（評議員会）
第37条　次に掲げる事項の決定については、理事会は、あらかじめ評議員会の同意を得なければならない。

(1)　事業計画及び収支予算についての事項
(2)　事業報告及び収支決算についての事項
(3)　基本財産についての事項
(4)　長期借入金についての事項
(5)　加盟団体等の入会、脱会及び除名に関する事項
(6)　第１号、第３号及び第４号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄について

の事項
(7)　その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

２　第32条、第34条、第35条及び前条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、
これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事現在数」とあるのは「評議員現在数」と、「理
事」とあるのは「評議員」と、「出席理事」とあるのは「出席評議員」と読み替えるものとする。

　（評議員会の議長）
第38条  評議員会の議長は、会議のつど、出席評議員の互選で定める。

第８章　　財務強化委員会
　（財務強化委員会の設置等）
第39条　この法人に財務強化委員会を置く。
２　財務強化委員会は、理事会の議決を経て、この法人の寄附行為に定める事業に必要な資金の一部を調

達する。
３　財務強化委員会に関する規程は、理事会の議決を経て別に定める。

第９章　　専門委員会
　（専門委員会の設置等）
第40条　この法人は理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。
２　専門委員会は、第４条に掲げる事業のうち、事業実施に必要な専門的事項を処理する。
３　専門委員会に関する規程は、理事会の議決を経て別に定める。

第１０章　　スポ－ツ少年団
　（スポ－ツ少年団の設置等）
第41条　この法人に福岡市スポ－ツ少年団を置く。
２　スポ－ツ少年団は、第４条及びこれに関連する事業を実施する。
３　スポ－ツ少年団に関する規程は、理事会の議決を経て別に定める。

第１１章　　事　務　局
　（事務局の設置等）
第42条　この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
２　事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。
３　職員は会長が任免する。
４　職員は有給とする。
５　事務局及び職員に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。
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第１２章　寄附行為の変更及び解散
　（寄附行為の変更）
第43条　この寄附行為は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数のおのおの３分の

２以上の議決を経て、かつ、福岡県教育委員会の認可を受けなければ変更できない。

　（解散）
第44条　この法人の解散は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数のおのおの４分

の３以上の議決を経て、かつ、福岡県教育委員会の許可を受けなければならない。

　（残余財産の処分）
第45条　この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数

のおのおの４分の３以上の議決を経て、かつ、福岡県教育委員会の許可を受けて、福岡市又はこの法人
の目的に類似の公益法人に寄附するものとする。

第１３章　　補 　 　 則
 　（書類及び帳簿の備付等）
第46条  この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、こ

れらに代る書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1)　寄附行為
(2)　役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3)　加盟団体の名簿
(4)　財産目録
(5)　資産台帳及び負債台帳
(6)　許可、認可及び承認等に関する書類
(7)　理事会及び評議員会の議事に関する書類
(8)　収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(9)　処務日誌
(10) 官公署往復書類
(11) その他必要な書類及び帳簿

２  前項第１号から第７号までの書類及び帳簿は永年、同項第８号の帳簿及び書類は10年以上、同項第９
号の書類は３年以上、同項第10号から第11号までの書類及び帳簿は１年以上保存しなければならな
い。

　（細　則）
第47条  この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

附 　 　 則
１　この寄附行為は、福岡県教育委員会が設立を許可した日から施行する。
２　この法人の設立当初の会計年度は、第２０条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から、平成４

年３月３１日とする。
３　この法人設立当初の役員及び評議員は、第２２条及び第２８条第２項の規定にかかわらず、設立発起

人会の定めるところとし、任期は第２５条第１項の規定にかかわらず、平成５年３月３１日までとする。
４　この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第１５条の規定にかかわらず、設立発起人会の定

めるところによる。
５　この寄附行為改正は、福岡県教育委員会から許可のあった日から施行する。
　　　平成３年９月５日認可

附 　 　 則
１　寄附行為の改正は、福岡県教育委員会から認可のあった日、平成９年８月１日から施行する。

附 　 　 則
１　寄附行為の改正は、福岡県教育委員会から認可のあった日（平成15年７月９日）から施行する。

附 　 　 則
１　寄附行為の改正は、福岡県教育委員会から認可のあった日（平成20年９月18日）から施行する。

附 　 　 則
１　寄附行為の改正は、福岡県教育委員会から認可のあった後の（平成22年４月１日）から施行する。

附 　 　 則
１　寄附行為の改正は、福岡県教育委員会から認可のあった日（平成23年４月13日）から施行する。



　170

　●資 料 集●

７.50周年記念事業特別委員会　委員名簿

区 分 氏　　　名 役　　　職　　　等

委 員 長 佐 本 文 男 副会長

副委員長
木 部 正 俊 専務理事　（福岡市バスケットボール協会　理事長）

白 川 詔 子 常務理事  兼  事務局長

委 員

緒 方 蓉 子 理事　（福岡市バドミントン協会　理事長）
広報委員会　委員長

湯 浅 芳 雄 理事　（福岡市体操協会　理事長） 
普及委員会　委員長

岩 岡 文 彦 評議員　（福岡市トライアスロン連合　会長）

副 田 宥 子 評議員　（福岡市家庭婦人バレーボール連盟　理事長）

安 部 裕 視 評議員　（西日本新聞社　編集局　スポーツ本部　運動部長） 
広報委員会　委員

岩 本 　 　 勲 福岡市レクリエーション協会　理事

青 木 　 　 進 広報委員会　副委員長　（福岡市バスケットボール協会　常任理事）

武 井 隆 德 広報委員会　委員　（ＫＢＣメディア　取締役営業本部長）

大 野 康 光 行政　（福岡市市民局　文化・スポーツ部　スポーツ事業課長）

委 員 野 口 智 弘 評議員　（西日本新聞社　編集局　スポーツ本部　運動部長） 
広報委員会　委員

※ 平成 22 年度　委員
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編集後記

福岡市体育協会は本年創立50年を迎えました。そして同時に、来年（平成24年）
4月からは公益財団法人として新しくスタートします。
私たち編集委員は、記念誌を編纂するにあたって、まずこのことを念頭におき、
デザインや紙質をはじめカラー写真の多用など、新体育協会をイメージする明る
く軽やかで元気のある内容になるよう工夫することにしました。
「福岡市体育協会 40年史」から 10年、福岡市体育協会はダイナミックな勢い
で市民スポーツの振興と普及活動に邁進してきました。特に平成 22年度からの
福岡市スポーツ振興事業団との合併により、事業の広がりが格段に進み、福岡市
におけるスポーツ振興の統括団体としてさらに責任ある事業展開が求められるこ
とになりました。
このため、40周年を機に策定した「福岡市体育協会 21世紀初頭のビジョン」
の下部計画として新たに「スポーツ推進プラン」を策定し、また、公益財団法人
化に際しては名称を福岡市スポーツ協会に変更して、さらに幅広い市民を対象に
スポーツを通した健康で活気のある生活文化の創造に寄与する活動へと大きく舵
を切ることになりました。
この冊子は、福岡市体育協会としての最後の記念誌になりますが、加盟団体を
中心に実践してきたこの 10年間の市民貢献の活動記録として、そして今後 10
年間のさらなる飛躍に向けた熱い思いを行間に読み取っていただければ幸いで
す。
最後に、原稿作成や写真の提供などにご協力いただいた各団体の皆様や、福岡
市、福岡県体育協会をはじめとする関係機関・団体の皆様、そして本協会の活動
にご支援・ご協力をいただいている全ての方々に心からお礼を申し上げます。

【編集】福岡市体育協会 50周年記念事業特別委員会
	 協会史編纂部会

部会長　　白川　詔子
副部会長　木部　正俊
委員　　　湯浅　芳雄
　　　　　副田　宥子
　　　　　岩本　　勲
　　　　　青木　　進
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