
　2019年12月21日（土）、小郡市野球場で「福
岡ソフトバンクホークスによる野球教室」を開
催しました。
　指導には（中段写真左から）釡元豪選手、川瀬
晃選手、野村大樹選手、笠谷俊介選手が来てく
ださいました。教室に参加したのは、本協会加
盟の少年野球チームの小学４～６年生約170名
の子どもたち。全体での走塁指導に始まり、そ
の後３グループに分かれての守備・打撃・投球
指導が行われました。

　憧れのプロ野球選手から直接指導を受けられ
る機会とあって、はじめは緊張した様子の子ど
もたちでしたが、選手のみなさんの真剣な中に
も笑いを交えた指導により次第に緊張もほぐれ
ていきました。
　最後は急遽お願いして実現した笠谷選手と野
村選手のロングティー対決で盛り上がりました。
　子どもたちにとっては貴重な経験になったと
思います。選手の皆さんの益々のご活躍を期待
しています。
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５月10日（日）

６月13日（土）

７月下旬
　～８月上旬
９月13日（日）

11月上旬

12 月下旬

１月11日（祝）

２月14日（日）

２月下旬
　～３月上旬

３月14日（日）

３月下旬

日程調整中

小鴨由水さんによるかけっこ教室（春）

2020ウエスタン・リーグ公式戦
～福岡ソフトバンクホークス VS 阪神タイガース～

ライジングゼファーフクオカによる
バスケットボールクリニック
小鴨由水さんによるかけっこ教室（秋）

グリーンパークみんなであそぼう！2020 in おごおり

福岡ソフトバンクホークスによる野球教室

第３回おごおり駅伝

小鴨由水さんによるマラソン１dayレッスン

スポーツ協会主催
「第９回スポーツ指導者講習会」

第43回福岡小郡ハーフマラソン大会

2021サガン鳥栖サッカー教室 in おごおり

小鴨由水さんによるランニング教室

期　日 事　業　名 参加対象 申込時期
※中止または延期

※中止

※中止または延期

８月～９月上旬

10月頃

11月頃

１月頃

事前申込み不要

10月～1月下旬

２月～３月中旬

小学生

一般

小学生

小学生

年長～小学３年生の
親子50組
観覧自由
教室参加はスポーツ協会加盟の
少年野球チーム

中学生以上の小郡市在住、
在勤・在学の方
18歳以上（高校生除く）

一般

小学生・ファミリー・
高校生・一般

小郡市内の小学生およびスポー
ツ協会加盟の少年サッカーチーム
18歳以上（高校生除く）

2020年度に開催を予定している本協会主催の事業です。子どもから大人まで協会会員以外の方にも
ご参加いただける事業もあります。たくさんのご参加お待ちしております。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、中止または延期となる場合があります。

2020年度主催事業計画

小郡市ふるさとスポーツ大使のご紹介

スポーツフェスタ・ふくおか福岡県民体育大会　　

●夏季大会　８月９日（日）　アクシオン福岡 　※夏季大会・秋季大会は中止
●秋季大会　９月26、27日（土・日）　福岡地区各会場※陸上のみ9 月21 日（月・祝）
●スポーツの総合祭典　市町村対抗「福岡駅伝」　11月15日（日）　調整中

中谷　将大（なかたに　まさひろ）
■ポジション：外野手
■生年月日：1993年１月５日（27歳）
■出身：福岡県小郡市（小郡市立のぞみが丘小学校▶三国中学校）
■前所属クラブ：みくに野ハニーズ▶二日市ライオンズ▶福岡工業大学付属
　　　　　　　　城東高校野球部
■プロ経歴：2010年に城東高校からドラフト３位で阪神タイガースに入団。プ

ロ７年目の2017シーズンは４番打者も経験し、自己最多の20本塁
打を達成し注目される。2018、2019シーズンは阪神選手会の副会
長も務め、チーム内からも将来が期待されている。

　平成29年12月に創設された「ふるさとスポーツ大使」。大使を通じた全国への小郡市の情報発信や、市のスポー
ツ振興が期待されています。現在のふるさとスポーツ大使は２名です。
　野球とサッカー、競技は違いますが、「のぞみが丘小学校出身」、「初めての所属チームは本協会加盟チーム」とい
う共通点のあるお二人を紹介します。

猶本　光（なおもと　ひかる）
■ポジション：MF
■生年月日：1994年３月３日（26歳）
■出身：福岡県小郡市（小郡市立のぞみが丘小学校）
■前所属クラブ：小郡東野少年サッカークラブ▶FC Lieto▶福岡J・アンクラス
　　　　　　　　▶浦和レッズレディース▶ドイツ女子1部・SCフライブルク
　　　　　　　　※2019.12退団し、2020.1より現クラブ所属
■日本代表：2010年　U-17日本代表（U-17W杯日本の準優勝に貢献）
　　　　　　2012年　U-20日本代表
　　　　　　2014年　なでしこジャパン（日本女子代表）に初選出

阪神タイガース　中谷 将大選手
令和元年12月就任。（詳細は次のページ）平成29年12月就任。令和元年更新。

浦和レッズレディース　猶本 光選手第1号 第2号

日程
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小郡市ふるさとスポーツ大使

猶本　光

子どもたちには
スポーツを楽しんでほしい
何事も楽しくないと続かない

　令和元年12月29日、小郡市陸上競技場で「小郡市

ふるさとスポーツ大使」の任命式が行われました。

　阪神タイガースの中谷

将大選手に続く、第２号

に任命されたのは、女子

プロサッカー選手、猶本

光（なおもと　ひかる）

さん。

　任命式後、ご自身のこ

と、そしてスポーツをす

る子どもたちへの思いな

どをお聞きしました。

―ふるさとスポーツ大使就任、おめでとうございま
す。サッカーを始めたのは、本協会加盟団体である

「東野少年サッカークラブ」だとお聞きしました。

　はい。当時は何でも一つ上の兄の真似をしようと

していて（笑）それではじめたのですが、だんだん楽

しくなってきて。小郡東野（少年サッカークラブ）

に入りました。

―その頃の思い出はありますか？
　私がサッカーをはじめたチームなので、いろいろ

なことを学びました。年齢だけでなく何ができるか

を見てくれて、上に上に引き上げてくれました。小

３で小６の試合に出してくれたり…。それはすごく

有難かったです。

―猶本さんのきっかけはお兄さんですが、猶本さん
に憧れてサッカーをしている小学生もいると思いま

す。何かアドバイスがあれば。

　子どもたちにはとにか

くスポーツは楽しくやっ

てほしいですね。大人に

なった今もそうですが、

楽しくないと続かない。

そこを知ってほしいと思

います。

―身体づくりについては？
　今、公園でも遊具の撤去やボール遊びはだめなど、

運動する、遊ぶ機会が減っていると思います。大学

の時の先生が体力測定の項目を作った方で、数値が

落ちているとか、転んで手をつけない子どもが増え

ているとか、よく聞きました。

　場所の提供など環境づくりも必要になりますが、

外で遊んで、身体を動かす習慣をつけてほしいと思

います。

―大学の話がでましたが、筑波大学の大学院まで進
まれましたよね。

　はい、それもサッカーのためで。ドリブルの研究

をしましたが、自分のプレーにもつながりとても楽

しかったです。

―でも、同時に浦和レッズにも所属して、勉強との
両立は大変だったのでは？

　今思えば大学と浦和の

往復３時間は大変でした

が、好きなことのためな

ら、勉強や嫌なことなど

もやれるというか。逆に

勉強もしっかりしないと

サッカーも伸びない。

―特に中高生は部活との両立に直面しているかと。
ご自身の経験も踏まえてがんばってほしいことは？

　卒業後も続けるのかで打ち込み方は変わると思い

ますが、私の場合は好きなサッカーのためには勉強

や苦手な練習、他のこともきちんとやらないと駄目

だという気持ちをもって乗り越えました。

―物事に向き合う姿勢はすべてに繋がる？
　そうですね。例えば、物を大事にしない、雑に扱

う、扉をバーンと閉めるような人はプレーも雑。グ

ラウンドに出るんですよね。意識して何事も丁寧に

がんばってほしいですね。

―最後に、小郡でやってみたいことはありますか？
　サッカー教室！子どもたちとサッカーするのが好

きなので。

―ぜひ、お願いします！楽しみにしています。今日
はありがとうございました。

　ありがとうございました。

　終始にこやかに、ひとつひとつ丁寧に答えてくだ

さった猶本選手。益々のご活躍を期待しています。

任命式後、FC Lietoメンバーとの
OB戦で笑顔を見せる猶本選手
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自分や目の前の人を元気づける・勇気づける言葉がけ、ペップトーク。第１回
の「脳は最初に受け取った言葉のイメージを先行して現実化する」というお話か
ら始まったこのペップトークコラムは今回で最終回です。前回は左下の①～③
に沿って「事実はひとつでも、その解釈は無数。解釈を肯定的に変えよう」とい
うところまでお伝えしました。さあ、それをどんな言葉にしていきましょうか。

④やってほしい行動の変換
子供は時に注意しなければいけないこ
ともあるでしょう。その時は、行動に
フォーカスします。存在を承認した上で、
問題の行動を修正できれば結果は変
わってきます。行動修正のコツは【やって
ほしい行動】を言葉にすることです。
⑤背中を押す言葉がけ
最後に目の前の子供を肯定し、勇気づ
け、鼓舞する言葉をかけます。のびのび
と自分らしさを発揮し今の自分でベスト
を尽くせるような言葉で背中を押します。

日常の中で肯定的にちょっと意識していただくと、ペップトークはドンドン磨くことができます。
子供達の可能性を引き出し、それを伸ばすためにもぜひともペップな言葉を選んでください♪

コラムVol.4

ペップトーク④

加盟団体連絡先一覧
●陸上競技協会
　廣瀬　勝栄☎090-8416-6709
●バレーボール協会
　赤川　敏彦☎080-2773-1770
●卓球連盟
　荒巻　誠　☎080-5216-9023
●野球協会
　永利　義広☎090-7440-5622
●水泳協会（スポーツ協会）
　　　　　　☎0942-80-5970
●柔道協会
　福田　洋介☎090-9604-9389
●バスケットボール協会
　岩橋　幸子☎090-4517-5748
●テニス協会
　高島　光　☎090-4586-0059
●ソフトボール連盟
　田中　信義☎090-1080-3882
●バドミントン連盟
　吉光　勇治☎090-3986-7807
●合気道協会
　鹿毛　茂利☎090-3607-9450
●空手連盟
　石井　清美☎080-3960-9061
●ソフトテニス連盟
　桑野　博美☎090-5281-1763
●剣道連盟
　石橋　英幸☎090-4484-2016
●弓道連盟
　井上　玲子☎080-1718-0432
●サッカー協会
　石丸　雅史☎090-6307-7999
●グラウンド・ゴルフ協会
　東谷　邦治☎0942-72-5141
●ターゲットバードゴルフ協会
　井上　和夫☎090-3733-6287

一般財団法人日本ペップトーク普及協会

副島理子さん

④やってほしい行動の
　変換

⑤背中の一押し

①存在を承認する

②事実を受け入れる

③解釈の変換

　本協会は、市民に広くスポーツを普及し、青少年の健全な育成と社会体育の
発展および生涯スポーツの推進を図り、市民の豊かなスポーツライフの実現に
向け活動をしています。
　このような本協会の趣旨をご理解いただき、賛助会加入によるご協賛でのご
支援を賜りますようお願い申し上げます。

賛助会員募集

一般社団法人 小郡市スポーツ協会

ペップトークのお話は今回でおわり。次回からのコラムもお楽しみに！

ピアノの発表会編　ペップトーク

背中の一押し

事実を受け入れる あなた、手が震えて
いるのね

それはね貴方が
本気になった証拠なの解釈の変換

本気を出せば最高の
演奏ができるって
いつも言ってるよね

さあ、いってらっしゃい

やってほしい言葉

●個人会員：12名
　見城俊昭　権藤英幸
　熊本章男　米倉久喜
　匿名８名

●企業その他団体会員：４団体
　中央冷機㈱（小郡市小郡）　㈲前田住宅設備（小郡市小板井）
　片山印刷㈲（小郡市祇園）　㈲ミスタージョージ（久留米市）

10,000円 １口以上●企業、その他団体会員

2,000円 １口以上●個人会員
令和２年度
賛助会費

　本協会の活動趣旨に賛同し、ご支援いただいている賛助会員のみなさまに心
から感謝申し上げます。（敬称略・順不同）

賛助会員 令和元年度
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問合せ先

〒838-0115　小郡市大保427番地1（小郡市野球場内）
TEL：0942-80-5970　FAX：0942-80-5967
E-mail：sports@ogori-taikyo.org　ホームページ http://ogori-taikyo.org/

一般社団法人　小郡市スポーツ協会 HPはこちらから！


