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南九州市ソフトボール協会が
がんばっています

故塗木末弘会長が残された数々の功績を引き継ぎ、現在南薩支
部ソフトボール協会ならびに南九州市ソフトボール協会の会長を務
めています。

ここ南九州市においては、小学生からハイシニアまでのソフトボー
ル大会を誘致し、一年を通じて全日本・西日本・九州・県大会などを
開催しています。大会には遠方より多くの方々に来市いただいてお
り、ソフトボール競技が地域への活性化の一躍を担っていると感じ
ています。また、ソフトボールは性別や年齢を問わず幅広く支持され
ているスポーツです。５ペ－ジに本年の大会予定を掲載しています。
多くの市民の方々が観戦していただければ幸いに思います。

中渡瀬 八郎さん

国民体育大会は、毎年、都道府県持ち回りで開催される国内最大のスポーツの祭典です。平成32年
（2020年）に開催される鹿児島国体は、昭和47年の第27回国民体育大会（太陽国体）以来、48年ぶり
に鹿児島で開催される第75回国民体育大会で、南九州市ではソフトボールの試合が行われます。

その準備に携わっている南九州市ソフトボール協会は、普段も活発な活動が行われています。今回
は、協会の取り組みや活動内容をご紹介します。

2020 鹿児島国体に向けて…

南九州市ソフトボール協会
会長から
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開会式の入場行進の
先導は、とっても気持

ちが良

いっちゃ。選手、応援の
皆さんとふれあいが

あって、多

くの皆さんが喜んでく
れて、とっても楽しい

よ。

ぼくの夢は、２０２０
年の国体で南九州市

に来られる

選手、その他皆さんと
遊ぶ事だっちゃ。いっ

ぱいお

もてなししたいっちゃ
。市民の皆さんもぜひ

球

場にいらして応援や僕
と遊びましょう！

待っているっちゃ。

お茶むらいが開会式の入場行進

先導役として、登場することも！

～ 役員・組織紹介（敬称略）～
会　長 中渡瀬 八郎

副会長 土喰 行夫、木佐貫 秀明

理事長 鶴留 孝一

副理事長 荒殿 一弘

総務委員長 塗木 光久

財務委員長 楠元 章一（川辺）
志々目 武（知覧）

事務局長 椎原 博昭

副事務局長 東垂水 忠二、霜出 雅邦、
塗木 清久

用具委員長 富永 幸治

副用具委員長 古木 正三

審判委員長 小牧 司

副審判委員長 櫛下町 晃、富永 幸治、
江田 廣志、佐多 秀昭、
外薗 礼司、永野 修、
名越 慎一郎

記録委員長 野中 康博

競技力向上委員長 塗木 弘実

競技力向上副委員長 古屋 満晴

誘致大会委員長 鶴留 孝一

誘致大会副委員長 佐多 大輔、霜出 貴章、
東垂水 秀太、塗木 典久、
上木原 純一

普及委員長 志礼田 義人

グラウンド整備やネッ
ト張りなど、

各大会でのグラウンド
内の準備や

片付けの段取りを担当し
ています。

知覧・川辺のナイターリ
ー

グを担当しています！

各大会で審判をします
。普段も研

修などをして、審判の
判断力や技

術向上に努めています！

スコアボードや大会冊
子の作成な

ど、各大会のさまざま
な準備や会

計を担当します。夏はほ
ぼ毎週のよ

うに大会があるので大忙
しです！

県ソフトボール協会が主
催・主管する、

九州・西日本・全国など
大きな大会

を南九州市に誘致します
。

特別常任理事 瀬戸山 章
( 県ソフトボール協会理事長 )

監　事 安山 茂、上野 晋作

南薩支部協会支部長 佐多 秀昭

楠元さん 椎原さん

富永さん 外薗さん

鶴留さん
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～  活 動 　 内 容  ～
全国や西日本規模のソフトボール大会を誘致し、
南九州市を盛り上げています。

県内でソフトボール大会をするといえば南九州市…と言われるほど、知覧
平和公園などでは、毎年３月下旬から11月中旬の約半年間かけて、全国ま
たは西日本大会など大規模のソフトボール大会が多く開催されています。

協会役員は大会運営のスタッフとして綿密な話し合いをし、市内外から
参加される選手たちが思い切り戦えるよう準備を行います。

毎回、大会冊子も作られます。

アナウンスをやってみたい方など、ソフト
ボール協会については、こちらへお問い合
わせください。 

（連絡先：荒殿さん  090-5083-9202）

▲�国体開催のための話し合いや視察対応など、役員の
皆さんはより一層忙しくなりそうです。

▲�第 16 回西日本小学生ソフトボール大会の開会式では、川
辺小学校金管バンドが行進曲を演奏して、会場を盛り上げ
ました。

得点掲示板はスタッフがこのパソコン
に入力して表示しています。
選手の名前や得点などを間違えないよ
う、確認しながら入力していきます。
試合から一時も目が離せません！

～お問い合わせ～

国体に向けて、場
内アナウンスの練
習をする橋口さん。
一緒に挑戦してみ
ませんか。

試合準備のための、このネット張りがとても大変！
支柱を打ち込むグラウンドでは雨の日に作業ができない
ため前々日に準備をして、もしものときに備えます。

審判としても活躍します！
試合中は休憩ができないので、特に夏は熱中症に
ならないよう、まめに水分補給をするなどします。
これは私たち審判団もですが、選手の皆さんにも
声を掛けるなどして気をつけています。

あれ、何点

入ったけ？
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～  活 動 　 内 容  ～

◇ソフトボール大会 開催日程◇（全日本・西日本・九州・県）
　知覧平和公園をメインに多くのソフトボール大会が開催されます。
　皆さんぜひ見学、応援にお越しください。

年 月 日 大会名 大会規模

H27

３ 28 ～ 29 全九州小学生選抜男女 九州
５ 16～ 17 九州大学男女春季選手権 九州
５ 30～ 31 全日本クラブ男女選手権九州予選 九州
６ 27～ 28 全日本壮年県予選 県
６ 〃 全日本シニア県予選 県
７ 11～ 12 全日本総合男女選手権九州予選 九州
９ 5 南日本新聞社杯ナイター決勝 県
９ 26～ 28 全日本総合男子選手権 全日本
10 17 ～ 18 Misumi 旗杯全九州総合男女選手権 九州
10 31 ～

県総合男女選手権 県
11 1
11 7 ～ 8 西日本実年 西日本

H28 3 未定 全九州小学生選抜男女 九州

～審判を募集しています～

ソフトボール好きの方ならどなたでも大歓迎！
詳しくは、小牧さんまでご連絡ください。（連絡先：84-0763）

小牧　司さん
（南九州市審判委員長、

県副審判委員長）

南九州市知覧支部・川辺支部社会人ソフトボール
ナイターリーグ戦を運営しています！

▲昨年の閉会式

▲�初めに日程表を作りますが、雨で延期になることもしばしば…

現在、知覧支部には16チーム、川辺支部には11チー
ムのソフトボールチームがあります。学生時代のソフト
ボール経験者や社会人になってから始めた方などさ
まざまな方が参加し、毎年５月から９月までのナイター
で熱い戦いを繰り広げます。試合は総当たり戦で行わ
れ、勝利数で順位が決まります。知覧支部では月・水・
金曜日、川辺支部では火・金曜日に試合が行われま
す。ぜひ、皆さん熱い戦いを見に来てください。

また、ナイターリーグに参加するチームも大募集中で
す！体力作りがてら、チームを作って参戦しませんか。

協会長の中渡瀬さんは、
一般女子ソフトボールの監督
もしています。年齢を問わず
参加できますので、ソフトボー
ルを楽しみたい女性の方、中
渡瀬さんまでお気軽にご連
絡ください。

（連絡先：86-2635）

私が所属する審判委員会は、審判委員長１人、副審判委員長７人で
構成されており、2020年鹿児島国体に向けた審判員の育成強化のため
に、日々実践から問題点や解決策を検討し、『何時でも、何処でも、誰で
も』をモットーに、統一された試合運営と審判実務ができるよう指導してい
くとともに、積極的に実践に参加し、模範となる審判技術の習熟に努めて
います。
『感謝を忘れず、何事も楽しむ』を目標に、ソフトボールの審判員を目指

してみませんか。

～女子ソフトボール
選手も大募集中！～


