体 協

あきる野市総合スポーツ祭は陸
上競技大会がグラウンドの都合で
５月６日に開催し、ハンドボール
大会の８月 日開催を皮切りにス
タートしました。メインとなる開
会式は秋川体育館で８月 日に開
催し、キララバンドの入場行進曲
とともに今年度から新たに加盟し
たターゲットバードゴルフ協会を
加えた 団体が入場しました。

31

団体に

24

加盟したターゲットバードゴルフ協会

今年度から加盟 番目の団体と
してターゲットバードゴルフ協会
が加盟しました。
日本発祥のスポーツであるター
ゲットバードゴルフは、ボールを
マットに乗せゴルフクラブ︵ピッ
チング︶で力強く打ちますが、ボ
ールが近くの人にあたっても怪我
をすることもなく、安全な競技で
す。
ゴルフのクラブを振れる方なら
どなたでも入り込めるスポーツ
で、お年寄りにも適したスポーツ
です。興味のある方は体協にご連
絡ください。

体協加盟
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総合スポーツ祭始まる

ターゲットバードゴルフ協会が加盟

成毛選手による力強い選手宣誓

理事研修事業

れた岩はかなり滑ります。それでも山
頂を目指した全員が登り切りました。
次に向かったのは筑波宇宙センターで
す。センターでは、宇宙ステーション
の﹁きぼう﹂に搭載されている機器の
実験装置の監視なども行っています。
宇宙との交信の様子は窓越しに見学が
でき最先端の科学技術を目の当たりに
して、何か得をした気分になりました。
体育協会の運営は理事の皆さんの協
力がなければ前に進むことはできませ
ん。お互いを知っていれば運営はスム
ーズにいきます。お互いを知る機会と
して研修会はおおいに役立っています。

筑波山登山と宇宙センター

13

石塚葉子さんがそれぞれ表彰されまし
た。
大会で上位入賞した競技は次のとお
りです。
第２位＝ ダンススポーツ
第５位＝ソフトボール男子
バレーボール女子
第７位＝水泳男子

都民大会

17

体育協会では毎年理事を対象とした
研修視察を行っています。
今年度は、日本百名山の一つ筑波山
の登山と筑波宇宙センターの視察を７
月 日に実施しました。まだ、梅雨が
明けていない時期の実施となりました
が、久しぶりの晴れ間の中、参加者２
２名全員がケーブルカーへと乗り込み
ました。だんだん標高が高くなるにつ
れ霧が濃くなり、ケーブルの終点では
眺望はおろか山裾も見えないくらいに
なりました。
さあ、いよいよ山登りの開始です。
山頂までわずか 〜 分程度ですが、
登山道はだんだん険しくなり、岩場の
連続になりました。岩場では両手を使
わなければ登ることはできず、霧でぬ
12

総合スポーツ祭開会式
開会式は主催者あいさつに続き来賓
として私市教育長、天野議長からご祝
辞をいただいた後、スポーツの普及発
展に著しい功績のあった個人及び団体
の表彰がありました。最後に今回体育
功労者として表彰を受けたバドミント
ン連盟の成毛章容選手による力強い選
手宣誓で会場全体が引き締まった雰囲
気となりました。
式は入場行進曲から表彰式の得賞歌
まで、あきる野市吹奏楽団のキララバ
ンドにお願いし、さらに 分間にわた
り２曲の生演奏で会場全体を華やいだ
雰囲気にしていただきました。
表彰された方は次の通りです。
︵敬称略︶
体育功労者
・栗田勝︵剣道連盟︶
・倉田道夫︵少林寺拳法連盟︶
・横山昇︵ソフトボール連盟︶
・山口孝︵ソフトボール連盟︶
・成毛章容︵バドミントン連盟︶
・小林真弓︵バレーボール連盟︶
体育優良団体
・バドミントン連盟

東京都
市町村総合体育大会

市町村体協旗が集結

５月３日、武蔵野の森総合スポーツ
プラザで開会式が行われ、東京都体育
協会の山本博会長から、スポーツ優良
団体としてインディアカ連盟が、スポ
ーツ功労者として体育協会常務理事の
田中正子さんが表彰されました。
大会で上位入賞した競技は次のとお
りです。
正式競技
第２位＝ゴルフ男子
第３位＝ソフトボール男子
第８位＝弓道男子
公開競技
第５位＝ハンドボール

筑波山頂上付近

10

７月 日、国分寺市立いずみホール
で開会式が行われ、市町村体育協会連
合会会長からスポーツの普及振興に功
績のあった方々の表彰があり、当市か
ら特別功労表彰者として菅沼政治さん
と在原弘司さんが、功労表彰者として
13

令和元年３月１日（２）
体協あきる野

中学生女子ソフト
全国大会へ

中学生女子のクラブチーム・あきる
野ＴＫスターズが大阪市で行われる全
日本中学生女子ソフトボール大会の壮
行会が行われました。チームは昨年の
創部から二年連続の出場となります。
大会では、１点先行されすぐに追い
つき、また１点リードされ再び追いつ
く接戦となり、延長戦となりました。
７回守備の乱れから１点先取されまし
たが、その裏１アウト満塁の好機を生
かしきれず、惜しくも２対３で初戦敗
退となりました。
チームは来年の出場に向けさらなる
練習を開始しました。

加
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弓道連盟では、男女の別なく、九十
代から中学生まで、秋川体育館の弓道
場で、日々稽古に励んでおります。
初心者教室は、毎年六月から七月に
かけて行っておりますが、それ以外の
時でも、初心者の指導は随時行ってお
りますので、初めての方も、昔は弓を
引いていた方も、どうぞ道場に見学に
来てみて下さい。
弓道はスポーツでもあり、武道でも
ありますが、他の武道と大きく違うの
は、人との勝負ではない所です。
矢の狙っている先には、直径三十六
センチの動かない丸い的が有るだけで
す。的に対した時の、的に当てたい自
分の心との戦いです。
弓道を始める年齢は様々ですが、十
代で始められる人から、五十代や六十
代で始められる人まで居られます。
皆さんも、今から弓道を始めてみま
せんか。
弓道場でお待ちしております。

弓道連盟

前号に引き続き︑協会に加盟している団体を紹介します︒団体では皆様
の加入を心から歓迎します︒

空手道連盟
46

空手道連盟は、昭和 年４月に発足
し、 年の歴史を持ち３団体が支えあ
う実績のある団体です、
全日本空手道連盟・東京都空手道連
盟・日本空手道泊親会に所属して、日
本各地で活躍し、幼児から大人まで数
々の功績を残す選手も多数在籍してい
ます。
あきる野市内では春と秋、年２回大
会を開催しています。春は、日本チャ
ンピオンや世界チャンピオンを招待し、
全国各地から強豪団体が集まるレベル
の高い大会を開催しています。
48

陸上競技・
記録会を開催
５月６日に陸上競技協会では、ジュ
ニア育成事業の一環として、小中学生
約２５０人を対象に競技への意欲を高
め、競技力向上を図るべく各種の公式
記録の測定会を行いました。
測定会では、他校の選手と競争する
ことでモチベーションの向上・レベル
アップにつながり、小学生にとっては、
中学部活動へのきっかけづくりの場に
なりました。

走り幅とび
リレーの練習

体協あきる野
（３）令和元年10月１日
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体協は秋川体育館の
指定管理者

集

後

記

秋川体育館と中央公民館の指定管理
を体育協会とスポーツ施設の管理運営
の専門会社であるシンコースポーツ㈱、
そして建物管理専門会社であるアズビ
ル㈱の３社でジョイント企業を組織し
て管理運営にあたっています。体育施
設を利用する最大の組織である体育協
会が加わることにより、利用者として
の意見を体育館の運営に反映させるメ
リットがあります。
また、小和田グラウンド、山田グラ
ウンド、市民球場の管理運営を市から
体育協会が受託しています。さらに、
それぞれのグラウンドの用途を考慮し
て再委託しています。主な用途がソフ
トボールの小和田Ｇはソフトボール連
盟に、野球専用の市民球場は軟式野球
連盟に、多目的グラウンドの山田Ｇは
混成で組織したチーム山田にそれぞれ
再委託することで、利用者サイドに立
った管理運営を行っています。

編

世界３大スポーツといえば、サッカ
ーＷ杯、オリンピック、そしてラグビ
ーＷ杯。開催中のラグビーＷ杯で、日
本は強豪５か国が入るプールＡに属し、
ランキングは５か国の中で３番目に位
置している。４か国と戦い上位２チー
ムに入らなければ決勝トーナメントに
は進出できない。この広報が発行する
ころは２戦している。まだ２試合を残
しているが、何としてでも決勝トーナ
メントに進んでほしい。勝ち試合での
ノーサイドの笛を日本人全員が望んで
いる。さあ、相手ゴールに﹁トライ﹂。

あきる野市民プール

住所：あきる野市伊奈859-3
電話：042-596-5611
開館時間：9時〜21時30分（プールは21時まで）
休館日：第1・3水曜日 年末年始

住所：あきる野市原小宮353
電話：042-550-1711
開館時間：10時〜21時（7月から9月は9時開館）
休館日：第2・4火曜日 年末年始

住所：あきる野市二宮683
電話：042-559-1163
開館時間：9時〜21時30分
休館日：第1・3・5火曜日 年末年始

五日市ファインプラザ

秋川体育館

ゲートボール連盟

78

市の合併により、ゲートボール連盟
は発足して 年となります。
連盟も高齢化が進み、平均年齢も
歳となっていますが、スポーツに、健
康に、生涯スポーツとして皆さん元気
に活動しています。
ゲートボールは高齢者のスポーツな
どと誤解をしている方も多いと思われ
ますが、青少年の健全な育成を目的と
したスポーツでもあります。今後は若
年層への普及が大いに必要と思われま
す。
恒常的な大会として、春季・秋季選
手権大会、レディースはなみづき大会、
メンズ大会、総合スポーツ祭ゲートボ
ール大会などがあります。
練習や大会を見かけたら声をかけて
ください。あなたの参加を待っていま
す。
24

クレー射撃連盟
日本では欧米のように銃を所持する
ことはできません。でも、公安委員会
から認められれば、銃を自分の物とし
て購入でき、国内でシューティングを
楽しむことができるのです。クレー射
撃って見たことありますか。クレー射
撃とは、散弾銃を用いて空中に放出さ
れた素焼きの皿︵クレー︶を打ち壊し、
その命中率を競い合う競技です。
当市の連盟は、総合スポーツ祭をは
じめ年４回程度の練習会を行っており、
市の代表として都民大会や、市町村大
会等で活躍しています。最近の活動状
況は、﹁平成 年度都民大会スキート
部門優勝﹂﹁令和元年度都民大会スキ
ート部門準優勝﹂などの実績がありま
す。
30

令和元年10月１日（４）
体協あきる野

シンコースポーツ㈱は市営施設の指定管理者です

