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With コロナ。元気に活動中！

小郡市グラウンド・ゴルフ協会

感染対策を促す手作り看板。参加者の通り道に提示。

昨年

月

日︵木︶︑七夕地域運動

15

最高齢は中嶋克己さん
大正13年生まれの96歳！

週２〜３回のグラウンド・
ゴルフの練習と大会、魚釣
りが元気の素。
「家に閉じこ
もらずに外で活動すること
がいいですね」

とね﹂と笑顔で語ってくれました︒

新しい日常の中で活動していかない

﹁皆さんとの交流が長生きの秘訣︒

そうでした︒

も﹁ STAY HOME
﹂から外へ出て︑
仲間とプレーする様子はとても楽し

わいわいとにぎやかな感じはなくと

加者自ら会話も謹んでいるそうです︒

マスク着用をお願いしており︑参

慣れてきたようです﹂とのこと︒

る︒はじめは戸惑っていた参加者も

前 は 密 に な っ て い た ︶を 工 夫 し て い

の 並 び 方 ︑ 参 加 賞 の 渡 し 方 な ど︵ 以

協議していた︒再開当初から開会式

﹁どうすれば開催できるかを事前に

市内の会員約２００名︒久保会長は

この日は今年度５回目で︑参加者は

が︑６月３日から月例会を再開し︑

動を中止せざるを得ない状況でした

により３月〜５月まではすべての活

新型コロナウイルス感染症の影響

フ協会主催の月例会︒

広場で開催されたグラウンド・ゴル
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小郡市ふるさとスポーツ大使

中谷将大 選手
阪神タイガース

前号の大使就任記事でご紹介し
た猶本光さんに続いて、今回は
ふるさとスポーツ大使第１号の
中谷将大さんをご紹介！

【中谷 将大（なかたに まさひろ）】
■ポジション：外野手 ■投打：右／右 ■生年月日：1993年１月５日 ■身長／体重：187㎝／96㎏
■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
長も務めた。プロ10年目の2020シーズン、初の満塁ホームランを放った。

新型コロナウイルス感染症の影響によ

すごいと思う選手は？

Ｑ４．自分以外のバッターで

Ｑ６．自分のプレーで

＊浅村栄人選手
楽天イーグルスの内野手︒プロ
年目︒２０２０シーズンは︑５年連
続６度目の全試合出場を果たし︑初
のホームラン王のタイトルも獲得︒

Ａ．全部がすごい！

Ｑ５．その理由は？

Ａ．楽天イーグルスの浅村栄斗選手︒

り︑２０２０プロ野球公式戦は例年より
３か月遅れの６月に開幕︒試合数を減ら
す︑延長戦を短縮するなど特例ルールも
設けられました︒
年目という節目の年

こんな異例尽くしのシーズン︑中谷選
手にとってはプロ
でした︒

コロナ禍ということで︑直接お会いし
ての取材はかないませんでしたが︑シー
ズン終了直後にも関わらず︑アンケート
取材に快く応じてくださいました︒

印象に残ったのは？

れた巨人戦での満塁ホームラン︒

Ａ．８月６日に阪神甲子園球場で行わ
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＊この満塁打は …
シーズン第一号であり︑自身のプ
ロ野球人生初の満塁ホームラン︒
また︑すぐあとの８月 日の試合で
もチームを勝利に導く３ランホーム
ランを放った︒

Sport 2 Ogori

ズバッと簡潔な回答からまっすぐで素
直な人柄を感じた一問一答は次の通り︒

２０２０シーズンを振り返って
Ｑ１．どんなシーズンでしたか？
Ａ．色々なことを試せたシーズン︒
Ｑ２．対戦してすごいと感じた
ピッチャーは？
Ａ．巨人の高梨雄平選手︒
Ｑ３．その理由は？
Ａ．ボールの角度︒
＊高梨雄平選手
シーズン途中で楽天イーグルスか
ら読売ジャイアンツに移籍したプロ
４年目の左ピッチャー︒両サイドの
コントロールが抜群で︑独特の角度
があり打者は打ちにくいと言われて
いる︒
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プロ野球のうら話
Ｑ７．あまり知られていない

Ｑ

．来シーズンに向けて

Ａ．悔いのないように１日１日少しで
も成長できるようにやっていきた

１日１日を大切に︑日々の努力を怠ら

ない︑中谷選手の前向きな姿勢が見えて
きました︒

新型コロナウイルス感染症の影響がま

◇ 小郡市ふるさとスポーツ大使とは ◇

い︒

だ心配されますが︑安心して球場に足を

運んで︑中谷選手に声援を送れる日常が
戻りますように！

中谷選手の来シーズン益々のご活躍を
期待しています！

他のプロ選手と３人で自主トレ中

裏話などあれば？
Ａ．試合前に睡眠︒
．少年野球の子どもたちへ

子どもたちへ向けて
Ｑ
．中高生アスリートへ

Ａ．みんなで野球を楽しんで！
Ｑ
Ａ．毎日︑目標をもって練習してくだ
さい︒

H29.12.28 就任式

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。
阪神タイガース 中谷将大 選手
第１号
（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２号
（令和元年12月就任）

＊睡眠
パフォーマンスの向上には良質の
睡眠が大切だと言われますが︑﹁試
合前に睡眠﹂って︑直前？何分寝る
の？またの機会に︑ぜひ掘り下げて
聞いてみたいですね！

︻小郡市野球場に ︼
１年前の２０２０年１月６日︑小
郡市野球場で自主トレを行った中谷
選手︒前日の５日が誕生日というこ
とで︑後援会の皆さんからスコア
ボードへのバースデーメッセージと
ケーキで︑お祝いのサプライズもあ
りました︒

Sport 3 Ogori

自分自身について
Ｑ８．野球︵スポーツ︶をしていて
楽しいのはどんな時？
Ａ．何にしても結果が出た時は楽しい︒
Ｑ９．つらい時やスランプは
どうやって乗り越えますか？
Ａ．練習やいつも見てもらっている人

．小郡市でやってみたいことなど

地元小郡について
Ｑ

ありますか？

．市民の皆さんへ向けて

ばいいなと思います︒

球をする子が一人でも多く増えれ

Ａ．まだ今は考えられないですが︑野

Ｑ

Ａ．福岡では阪神戦を見る機会はあま
りないと思いますが︑少しでも応
援してもらえたらうれしいです︒
ありがとうございました！

⁉
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にアドバイスを積極的にもらう︒
2020年12月９日、
阪神タイガースよ
り中谷選手のご結婚が発表されまし
た！中谷選手は
「家族のためにも、来季
結果を出さなければいけないと思って
いるので、
このオフでしっかり取り組ん
で、シーズンに向けて準備していきま
す。
」
とコメントされました。
人生のパートナーを得た中谷選手。
これからの活躍が益々楽しみです。地
元小郡から精一杯の応援を送ります！

2020.1.6 小郡市野球場での自主トレ

小郡市スポーツ施設紹介
市内にあるスポーツ施設をご紹介！コロナ対策をしながら、本協会加盟団体をはじめ、多くの
スポーツ団体が活動を行っています。
※施設

利用

関
覧

、施設
使用期間 使用時間、使用料、休場日
感染症 感染拡大防止対策
願
、詳
、各施設
問 合
。

小郡運動公園

。
、新型
、小郡市役所

↑福岡

大保駅

野球場

セブン
イレブン
●

七夕通り

↓久留米

はま寿司
●
イオン小郡
ショッピング
センター

小郡
運動
公園

テニスコート
天然芝を外野に張った、センター122m、両翼98m、オリンピック規
格の市民球場。スコアボードは８色フルカラーLED表示。ナイター設
備あり。
ソフトバンクホークス選手の中には、この球場で開催されたウエスタ
ン・リーグ公式戦でプレーした選手や野球教室で子どもたちと触れ
合った選手も多い！

多目的広場

全天候型オムニコートで、全８面と半面の練
習用壁打ちコートで構成。ナイター設備あり。

陸上競技場

専用利用がない時には無料で開放しているグラウンド。
ソフトボール２面が取れる広さ（94m 94m）

★番外編★
運動公園内の
牽牛と織姫の
像。探してみ
て下さいね♪

日本陸連第2種公認の全天候型陸上競技場。
日本陸連加盟団体の陸上競技選手権大会や全国高校サッ
カー選手権予選などが開催されている。
一方で、福岡小郡ハーフマラソン大会では競技場内に
ゴールが設置され、一般のランナーも「競技場内でゴー
ル」を体験することができる！

アスレチック広場

遊具のある広場。親子連れに人
気の憩いの場。

★小郡運動公園各施設の問合せ先一覧
施設名

問合せ・申込受付先

※2021.３開催予定だった「第43回福岡小郡ハーフマラソン
大会」は新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、中止が
決定しています

※毎週水曜日は休場日
TEL

受付時間

野球場

野球場内事務所

☎0942-75-2373

９：00〜17：00

陸上競技場

陸上競技場内事務室

☎0942-75-8856

９：00〜17：00

テニスコート

テニスコートクラブハウス

☎0942-75-6041

９：00〜20：30

多目的広場

陸上競技場内事務室

☎0942-75-8856

９：00〜17：00

Sport 4 Ogori

小郡市体育館
市体育館

武道場（勤労青少年体育センター）

バスケットコート２面の広さ。施設２階には、会議室や和室などが
ありスポーツ以外でも利用可。

柔道場と剣道場で構成。

弓道場

↑福岡

❷立石
地域運動
広場 立石小

西鉄天神
大牟田線

大保駅

大原小

大原中

近的５人立の弓道場。

大分自動車道

小郡駅

小郡

★各施設の問合せ先一覧
施

設

名

武道場

体育館

小郡市体育館

R500

↓久留米

※毎週水曜日は休場日（市体育館は第３のみ・小郡交流センターは毎月第３日曜日と月の最終日がお休み）
問合せ・申込受付先

TEL

受付時間

市スポーツ振興課（体育館事務室）

☎0942-72-2111
（内線555）

８：30〜17：00

市スポーツ振興課（野球場内事務所）

☎0942-75-2373

９：00〜17：00

運動公園テニスコートクラブハウス

☎0942-75-6041

９：00〜17：00

小郡交流センター

☎0942-72-2846

９：00〜17：00

市体育館
弓道場

R500

弓道場

小郡中

東野地域運動広場

甘木鉄道

❸たなばた
地域運動 七夕神社
広場
端間駅

（テニスコートあり）

❹小郡 小郡小
地域運動
広場

●警察署

市内に４か所ある多目的グラウンド。施設により利用可
能な競技あり

大板井
小郡市 消防署
体育館 ●

市役所
●
●郵便局

地域運動広場

❶東野地域運動広場
❷立石地域運動広場
❸たなばた地域運動広場
❹小郡地域運動広場

宝 満 川

七夕通り

❶東野
地域運動
広場
東野小

小郡
運動
公園

勤労青少年体育センター（武道場）
東野地域運動広場
立石地域運動広場
たなばた地域運動広場
小郡地域運動広場
小郡地域運動広場（テニスコート）

Sport 5 Ogori

Vol.5
コラム

心停止の可能性がある場合の応急手当（コロナ対応）
日本赤十字社救急法指導員

田中章二さん

2020年5月、厚生労働省（日本救急医療財団）から新型コロナウイルス
感染症の流行を受け「救急蘇生法の指針2015
（市民用）」に追補がされま
した。
すべての心停止傷病者に感染の疑いがあるものとして対応し、一次救
命処置は「救急蘇生法の指針2015
（市民用）」の手順で胸骨圧迫、人工呼
吸、AEDによる電気ショックを実施します。具体的手順として、
１）反応の確認と呼吸の観察の際には傷病者の顔にあまり近づきすぎない。
２）ふだん通りの呼吸がなければ胸骨圧迫を開始するが、開始前にハンカチやタオルなどを傷病者
の鼻口にかぶせる
（マスクや衣類でも代用可）。
３）成人に対しては人工呼吸は実施せずに胸骨圧迫だけを続ける。子どもに対しては、人工呼吸を
行う意思があれば、胸骨圧迫30回と人工呼吸２回を組み合わせる。できれば人工呼吸用の感染
防護具を使用する。
※子どもの心停止は呼吸障害を原因とすることが多いため、人工呼吸の必要性が比較的高い。
４）傷病者を救急隊に引き継いだ後は、速やかに石鹸と流水で手と顔を十分に洗う。使用したハン
カチやタオルなどは直接触れずに廃棄する。
以上のことを踏まえて行います。事故が起こらないように注意し、もしものときには適切な行動
が取れるようにしておきましょう。

一般社団法人

小郡市スポーツ協会

賛助会員

令和２年度

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）
企業その他団体会員：５団体
松隈産婦人科クリニック（小郡市小郡）
中央冷機㈱（小郡市小郡）
片山印刷㈲（小郡市祇園）
Morrow珈琲（小郡市横隈）
モリタ（小郡市祇園）

個人会員：10名
熊本章男 米倉久喜
権藤英幸 見城俊昭
匿名６名

賛助会員募集
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。
令和３年度
賛助会費

10,000円 １口以上
2,000円 １口以上

企業、その他団体会員
個人会員

問合せ先 一般社団法人

小郡市スポーツ協会

LINE公式アカウント
QRコード

〒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/

Sport 6 Ogori

HPはこちらから！

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
田中 章二☎090-3324-8025
●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

