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明石市サッカー協会

創立40周年によせて

明石市サッカー協会 会 長  溝  口   薫

明石市サッカー協会創立 40周 年を迎えるにあたり、一言ご挨拶を述べさせていただきま

す。

昭和 45年 (1970年 )に 明石市サッカー協会が設立されてから早いもので40年 が経
過しました。 lo年 前に30周 年記念行事を実施したのが、ついこの間のように思われます。
この 10年 間だけでも明石市サッカー協会にとりまして大きな変化がありました。何と言い

ましても、会長を務めて頂きました堂本晋三氏が平成 20年 2月 1日 にお亡 くなりになられ
たことです。明石市サッカー協会の顔として、 36年 間という長期にわたり会長という重責
を果たして来られました。サッカー大会の会長挨拶では、いつも元気なお姿で 「トライアン

グル ・アイコンタクト・ボールコントロール」を口癖のように話されていたことを思い出し

ます。私が、堂本会長の後任を務めさせていただき3年 目を迎えました。改めて堂本会長の

偉大さを感 じています。堂本会長ほどの力はありませんが、微力ながら明石市サッカー協会
のために少しでもお役に立てるように頑張って行きたいと決意しています。

明石市サッカー協会の活動を推進していく中心として、常任理事会があります。その構成
メンバーも県サッカー協会の組織の改編にあわせて必要な役職を増やし、担当者も若い者ヘ

少しずつ入れ替わるなど組織の充実に努めています。また、それぞれの委員会でも定例会を

設定するなど、情報交換をはじめ事業計画・事業推進について検討し、活動が活発にスムーズ

に運営できるように心がけています。おかげでどの委員会も活動内容が充実してきています。

現在、明石市サッカー協会の一番の悩み事は、自由に使用できるグランドが少ないことで

す。特に社会人の試合会場の確保が難しく困っています。明石市には、市の公共施設として

サッカー競技に使用できるグランドが明石市海浜公園多目的グランドしかありません。まし

て、芝生のグランドは一つもない状況です。市内のサッカー関係者の一番の願いは、市内に

芝生グランドが建設されることです。明石市サッカー協会では、この願いをかなえるため明

石市や他の団体に働きかけ 「芝生グランド建設」という夢の実現に努めているところです。

40周 年を迎えるにあたりまして、これまでご支援 ・ご協力をいただきました各団体の皆

様にお礼を申し上げるとともに、今後とも、ご指導ご鞭撻をお願い申し上げ、ご挨拶とさせ

ていただきます。

l⑪



祝 辞

明石市サッカー協会

創立40周年を祝す

兵庫県サッカー協会 会 長 稲 垣 嗣 夫

明石市サッカー協会設立には本年めでたく、創立 40周 年を迎えられましたことにまず心

からお祝いを申し上げます。

明石市では、昭和 40年 代に中学サッカーが急激に高まりはじめ、そのサッカー熱の高ま

りを背景に、昭和 45年 4月 に明石市サッカー協会が設立されました。以来、関係の皆様の

熱心なご尽力により、年ごとに発展、充実され、少年、高校、社会人へとサッカー熱はます

ます高まり、現在の隆盛を迎えられていることは、誠に喜ばしい限りであります。

今年は南アフリカでのワール ドカップイヤーということで、連日の熱戦に夢中になり、 4

年に一度のサッカーの祭典を楽しみました。我が日本代表チームは、 2勝 1敗 で予選リーグ

を突破、決勝 トーナメントに進出し、世界中をあっと言わせました。

兵庫県サッカー協会では、兵庫国体以降の目標として 「2009の 約束」を掲げ、各指導

者が “兵庫に生まれ育つ個を今まで以上に高いレベルヘと育成し、ひいてはチームの強化 ・

日本を代表する個の育成"を 意識し、指導の現場に立ってほしいと願っています。また、活

動拠点としての兵庫フットボールセンターの整備、キッズ年代で県下の多 くの子どもたちが

スポーッ ・サッカーに良い出会いができるようなキッズ年代プログラムの充実、サッカーフ

ァミリー拡大へ向けてのプロジェクトなどにも取 り組んでいるところでございます。芝のグ

ランドで幼児から高齢者までが安全にプレーを楽しんでいただける環境づ くりに努力いたし

ます。また、兵庫県では豊かなスポーツライフを実現 し、スポーツを通した地域コミュニテ

ィづ くりを進めるため、全県下に地域スポーツクラブが設置されました。サッカーがこのク

ラブ育成の先導を担って行ければと考えています。

今後とも、明石市サッカー協会の皆様が、豊かな経験と蓄積を生かし、新たな目標に向け

て果敢にチャレンジされることを期待 しますとともに、ますますの御発展 と御健勝を心から

お祈 り申し上げます。
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祝 辞

創立40周年を祝して

明石市体育協会 会 長 平 野 武 彦

この度、明石市サッカー協会が豊かな年輪を刻みながら創立 40周 年を迎えられましたこ

とを、明石市体育協会を代表して心よりお慶び申し上げます。

また、記念事業の一環として 40年 の貴重な歩みを後世に伝えていくことは大変大切なこ

とであり、誠に意義深いことと存 じます。

貴協会におかれましては、 40年 の長きにわたり歴代の会長様を中心に会員の皆様が一致

協力して、強力な組織を確立され、多 くの人材を養ってこられ、当体育協会発展に大きく貢

献されましたことに深 く感謝してお ります。

また、協会運営充実に力を注がれ、サッカー教室の開催、あるいは数多 くの大会を開催さ

れ、サッカーを通して市民のスポーッライフの充実、競技力の向上、青少年の健全育成等、

スポーツ振興に大きく寄与されておられます。これもひとえに各員各位の熱心なご努力のお

かげと、皆様方のご精進に対 して深 く敬意と感謝を表する次第でございます。

40周 年の節目を次のステップとして、貴協会がよリー層充実 。発展されますことをご期

待いたしますと共に、たくましい身体と豊かな心をもった若者を育てていただくことをお願

いいたしましてお祝いの挨拶といたします。
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お祝いのことば

明石市長 北 口 寛 人

このたび、明石市サッカー協会がめでたく倉1立40周 年を迎えられましたことを、心から

お慶び申し上げます。

貴協会におかれましては、 40年 の長きにわたり、サッカーを通じた市民の健康づ くりの

みならず、人と人との豊かな交流といった心の通いあう温かい地域コミュニティづ くりを図

る充実した活動を展開してこられました。これも歴代会長をはじめとする役員、会員の皆様

のご尽力の賜物と深 く敬意を表しますとともに、すべての方々が、いつまでも健康で、心豊

かに暮らすことができる 「ふるさと明石」のまちづ くりに多大なるご支援を賜ってお ります

ことに、厚 く御礼申し上げます。

さて、サッカーをはじめとするスポーツは、身体を動かすことにより体力の向上、健康増

進をもたらすだけではなく、特にチームワークを大切にするサッカーは、チームとしての連

携、日標の共有、心の一体感などが求められ、心身の両面にわたり鍛錬できるなど、大変意

義深いものがございます。

また、苦しみも喜びも分かち合える仲間を持つことは、選手の皆さんの人生において貴重

な財産となるものと存 じます。

貴協会を運営される関係者の皆様には、今後とも、サッカーを通じた青少年の健全育成や

地域振興にご尽力賜 りますようよろしくお願い申し上げます。

本市におきましても、今後もよリー層、市民スポーツの振興を通じた健康で活力のあふれ

るまちづ くりに、積極的に取 り組んでまいる所存でございますので、今後とも変わらぬ力添

えを賜 りますよう、よろしくお願い申し上げます。

最後になりましたが、明石市サッカー協会が、これまでの輝かしい伝統を礎 とされ、ます

ます発展されますよう祈念いたしますとともに、皆様の末永いご健勝、ご多幸を心からお祈

り申し上げまして、お祝いのことばといたします。
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祝 辞

明石市教育長 公 家 裕

明石市サッカー協会が、豊かな年輪を重ねながら創立 40周 年を迎えられましたことを心

よりお慶び申し上げます。

平素よリサッカー競技を通し、市民スポーッの振興や心豊かな人づ くりに格別のご尽力を

賜ってお りますことに対 しまして、厚 く御礼申し上げます。

貴協会の皆様には40年 の永きにわたり明石市総合体育大会をはじめ、小学生から大人ま

で様々な年代を対象とした大会を開催され、サッカーの普及はもとより、競技の向上にも努

められ、いくつもの輝かしい功績を残 してこられました。これはひとえに、歴代の会長様を

はじめ役員の方々の情熱とたゆまぬ努力の賜物と深 く敬意を表する次第でございます。

サッカーは世界中で非常に高い人気を誇り、競技人口が最も多いスポーツのひとつとして、

あらゆる世代の方々に親しまれてお ります。市内でも公園などに出かけますと、小さなお子

さんがご家族の方とサッカーボールを蹴る微笑ましい姿をよく見かけます。また、小学校、

中学校、高等学校でもサッカーに取 り組む子ども達が多 く、とても活発な活動を続けていま

すし、たくさんの社会人チームも活躍されています。

そして、本年は 「FIFAワ ール ドカップ」が南アフリカで開催され、日本代表チームの

活躍に日本中が熱気に包まれました。時差の関係があり深夜の時間帯での試合が多かったの

ですが、多 くの方が眠い目をこす りながらテレビ観戦をしたことがうかがえました。このよ

うに、サッカーは 「する」スポーツとしても、 「観る」スポーッとしても楽しまれています。

性別 。世代を問わず誰もが楽しめるサッカーは今後さらなる普及、発展をしていくものと考

えられます。

そのような中で貴協会には トップレベルの選手の育成を推進していくとともに、運動を楽

しみ体力づ くりに役立てる生涯スポーツとしてのサッカーの普及にも、引き続きご尽力をい

ただきますようお願い申し上げます。また、あらゆる面において明石市におけるサッカー競

技の先導的な役割を担っていかれますことをご期待申し上げます。

終わりになりましたが、明石市サッカー協会がこれまでの 40年 の歩みを礎に、よリー層

のご発展を心からお祈 り申し上げまして、お祝いの言葉といたします。
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祝 辞

お祝いのことば

神戸新聞社 明石総局長 蓑 田 俊 輔

明石市サッカー協会の倉1立40周 年おめでとうございます。協会のここまでの順調な歩み

とご発展を心よりお慶び申し上げますとともに、日々協会とサッカーを愛する皆さまのため

にご尽力されている役員諸兄、さらに市内各地で協会を支えておられる会員の皆様に心より

の敬意を表するものです。

40年 と一口に申しますが平均的な生涯でいえばほぼ半生、その間には並々ならぬご苦労

があったことと拝察いたします。にもかかわらず常に前向きにサッカーの振興に取り組んで

おられる皆様の姿勢に心打たれるものを覚えずにはいられません。

振り返りますと私のサッカーヘの興味の原点は、 1968年 のメキシコ五輪でありましょ

う。釜本邦茂氏が 7得点 2ア シスト、全得点に絡むという活躍で銅メダルに輝いたできごと

は未だに色褪せない鮮烈な記憶です。以前の社会人サッカーの天皇杯なども覚えてはいます

が、釜本氏の躍動とメダル獲得という歴史的な偉業がそうさせているようです。

サッカー界がその後、 1993年 の」リーグ (日本プロサッカーリーグ)の 誕生で飛躍的

に国民の興味を集めるようになったのは周知の通りです。野球の独壇場という感の強かった

少年たちのスポーツ選択にもサッカーが大きなウェイトを占めるようになりました。

このようなサッカーの隆盛を担ったのは1970年 に発足した明石協会など地道にサッカ

ーを支えてこられた皆様の力だと断言することができます。技術的な指導はもちろんのこと、

大会の運営や他地域との交流など、時折お招きいただく催しの中で常に拝見しております。

併せて当社の後援事業などでのお力添えに深く感謝いたしております。今後もできる限りの

応援をさせていただきます。ご協力をお願いする次第です。

終わりになりましたが、協会のますますのご発展と、会員のご活躍を祈念し、お祝いの言

葉とさせていただきます。
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