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東京 2020オリンピック・パラリンピック
競技大会に向けたスポーツの振興を
武蔵野市長

「武蔵野市体育
協会 河上一雄会
長のご逝去を悼
み、謹んでお悔や
み申し上げます。
河 上 会 長 は、10
年以上にわたって
体育協会の会長職
を務められ、本市
のスポーツ振興の
中核を担ってこら
れました。市政へ
のご尽力に改めて感謝申し上げるとともに、心か
らご冥福をお祈りいたします。

オリンピック・パラリンピックを機に
一層のスポーツ振興を

邑上

守正

ポーツを振興するまたとない機会となりますの

市民の誰もがスポーツに
親しむことができる武蔵野市へ

わけではありませんが、全体としてスポーツに関
心が集まり、競技人口が増えていくことはどの団

体育協会の皆様には、きっかけづくりを提供す
る市民スポーツフェスティバル、互いに成果を競

体にとっても望ましいことと思います。体育協会
が一体となって市のスポーツ振興に力を注いでく
れることを期待します。

い合う市民体育大会や市民体育祭など、日ごろよ
り市民のスポーツ振興の中心的役割を担っていた

ホストタウンの取組み
オリンピック・パラリンピックに向けては、こ

ホストタウンとして国に登録されています。25

東京 2020オリンピック・パラリンピックに向けて
（公財）武蔵野生涯学習振興事業団 理事長

河上氏は貴協会の活動のみならず、武蔵野市のス
ポーツの振興や発展のために活躍をされました。
ここに改めて、ご生存中の多大なる功績に敬意を
表すると共に、心からご冥福をお祈り申し上げま
す。
さて、当事業団は平成元年に発足以来まもなく
設立 30 周年を迎えようとしています。設立当初
は「財団法人武蔵野スポーツ振興事業団」として
様々なスポーツ振興事業を展開して参りました。
その後、平成 23 年４月には、新たな制度での「公
益財団法人」として再スタートを切りました。現
在は、武蔵野市の「指定管理者」として総合体育
館をはじめとした体育施設や長野県南佐久郡川上
村にある野外活動施設「武蔵野市立自然の村」
、
そして平成 23 年 7 月にオープンした「武蔵野市

今後、ルーマニアの選手団にはぜひ武蔵野市を
訪れてもらいたいと思っています。事前キャンプ
などのトレーニングを本市で行うかどうかはまだ
わかりませんが、選手団が来訪することになった

めていきたいと考えています。
これらの大会で行われる競技は必ずしも体育協
会を構成する各連盟、各協会のすべてを網羅する

の開催が近づいてきました。本市にとってもス

事業の実施に際し、貴協会におかれましては、多
くのお力添えやご指導を賜っておりますことを、
この場をお借りして改めて感謝申し上げます。
はじめに、当事業団の理事であり貴協会の会長
河上一雄氏が本年 1 月 13 日にご逝去されました。

本武蔵野センターを通じて来日した留学生との交
流を行い、これらの取組みから子どもたちは多く
の気づきを得ているところです。

際には、その受け入れや交流についても、ぜひ体
育協会のみなさまのご理解とご協力をお願いしま

56 年振りとなる東京 2020 オリンピック・パラ
リンピック競技大会の開催、そしてアジア地域で
初開催となるラグビーワールドカップ 2019 大会

また、日頃より当事業団の様々なスポーツ振興

ていきたいと考えています。
ホストタウンの取組みはすでに始まっており、
学校教育ではルーマニアに関する調べ学習や、日

で、誰もが一緒にスポーツを楽しむことを理念と
した Sports for All イベントの実施や体育施設の
機能改善をはじめとした多くの取組みを着実に進

れまでの開催国でも様々な取組みが行われてきま
した。その中の一つ、国際理解を深め多様性を理
解し、平和な世界へ寄与していくことも大切な取
組みの一つであります。
本市は、東京 2020 大会におけるルーマニアの

一昨年に武蔵野生涯学習振興事業団の理事長に
就任いたしました前田洋一と申します。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

年を迎えるブラショフ市との交流を発展させなが
ら、大会を契機としてルーマニアとの親交を深め

前田

洋一

立ひと・まち・情報創造
館武蔵野プレイス」の管
理・運営を行っています。
生涯学習施設としての武
蔵野プレイスの機能が加
わったことで、当事業団
は名実ともに幅のある生
涯学習事業の展開が可能
な事業体となりました。
さて、いよいよ３年後
には待望の東京オリンピック ･ パラリンピックが
開催されます。当事業団と致しましても東京五輪
を盛り上げるべく、武蔵野市と連携し、一昨年か
ら「ＳＰＯＲＴＳ ＦＯＲ ＡＬＬ」
（年齢や性別、
障がいのあるなしに拘わらずすべての人がスポー
ツを楽しもう）という理念のもと、すべての五輪
関連事業には「ＳＰＯＲＴＳ ＦＯＲ ＡＬＬ」
の冠を付し、現役あるいはＯＢのトップアスリー
トをお招きして、様々な五輪関連事業を展開して
参りました。
ちなみに平成 28 年度においては、通常のスポー
ツ振興事業に加え、ラグビーに始まりバレーボー
ル、カヌー、水球、サッカーのパブリックビュー
イングそしてサッカー体験といった五輪関連事業

す。

だいていることに感謝いたします。
2020 年に向けてスポーツに注目が集まる中、
これらの取組みを着実に進めていただき、市民が
広くスポーツに親しめる環境を用意しておくこと
は何よりも大切なことと思います。
加えて、本市としては、障がい者も健常者も一
緒にスポーツを楽しむことができる環境づくりも
進めていきたいと考えていますので、誰もが一緒
にスポーツに親しむことができる武蔵野市を目指
して、これからも市とともに取組みを進めていた
だくようお願いします。
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技
大会等の開催が、市民のスポーツ振興に大きく寄
与し、また体育協会のますますの活性化につな
がっていくこと願っています。
を展開いたしました。また、バレーボールやサッ
カーのイベントでは、パラリンピック競技である
シッティングバレー、ブラインドサッカーの紹介
や体験も合わせて行いました。直近では「ボッチャ
を知ろう」と題したイベントも実施いたしました。
いずれのイベントも、極めて盛況の中実施するこ
とができ、参加した市民の皆様には心より楽しん
でいただけたものと確信しています。
今後も通常のスポーツ振興事業に加え、東京五
輪を盛り上げると共にスポーツそのものに対する
興味と理解を深めスポーツをより身近に感じられ
るような五輪関連事業を展開してまいりたいと考
えておりますので、貴協会の絶大なるご支援、ご
協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
結びに、今後の貴協会の益々のご発展と関係各
位のご健勝、ご活躍を祈念いたしまして、ご挨拶
とさせていただきます。

訃 報 当体育協会会長 河上一雄儀。

かねてより病気療養中のところ、1 月 13
日に 75 歳にて永眠いたしました。
ここに生前のご厚誼に深く感謝いたします
とともに謹んでお知らせ申し上げます。
なお、1 月 13 日付で「従五位」に叙され、
また「瑞宝小綬章」を受章されました。

小松 要平

武蔵野市体育協会

体育功労賞
藤見

清治

陸上競技協会

この度は、表彰していただ
き誠にありがとうございまし
た。
これまで多くの方のご支
援・ご協力をいただいたおか

導員資格を取り、市の講師そ
して競技へ、70 歳を超えて
上位の成績に上がって来まし
た。昨年の SAJ 公認マスター
ズ大会での３連勝は嬉しかっ
た。今後も衰えながらも精進
と練習あるのみ、スキーを楽しみたい。

合気道連盟
19 才の時から始めた合気
道で今回、表彰していただき
ありがとうございました。

前です。
いつも勝てませんでした

自分が好きで続けていた事
だったので、ちょっと照れく

が、市民柔道大会にも出させ
てもらいました。〝続ける事
が大事〟だと先生方に教わり
ました。
これからもずっと柔道をつづけます。

さい所があります。
今後も仲間と共に後継者の
育成に努力していきたいと

濱中 秀夫

思っております。

細田 秀樹

水泳連盟

ウォーキング協会
この度は体育功労賞の表彰
をいただき有り難うございま

武蔵野市役所の遊泳班に昭
和 51 年の夏に入部し、泳ぎ

スキー連盟

表彰して頂きまして感謝申
し上げます。30 歳前に準指

渡辺 哲央

表彰をしていただき、あり
がとうございました。僕が柔
道を始めたのは、30 年以上

げと感謝申し上げます。
これからも陸上競技を多く
の方に楽しんでもらえるよう
努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。

伊藤 欣一

柔道連盟

はじめて 40 余年、今の温水
プールが出来たころから水泳
連盟の役員を引き受け、この
度は功労賞として表彰をいた
だきありがとうございました。
市役所は現役を卒業します
が、生涯スポーツでもある水泳を愛好しながら、
微力ですが今後も水泳連盟に携わっていきたいと
思っています。

した。
これまでに出会った多くの
方々やご支援をいただいた会
員の皆様のお陰と感謝御礼を
申しあげます。
これからも会の発展の為
「明るく」「仲良く」「楽しく」ウォーキングを続
けてまります。

木本 幸恵

ソフトボール連盟
友達と何か楽しい事がした
い。と言う気持ちからソフト
ボールチームを作りました。
経験者はほぼ０、当時は若い
だけが取り柄で、シニアチー

ムにも大差で負けてばかり。
ソフトボールはそんな生涯ス
ポーツです。これからもソフ
トボールの楽しさを広めて行きたいです。この度
はありがとうございました。

武蔵野市山岳連盟創立60周年
武蔵野市山岳連盟理事長

小尾 隆

武蔵野市山岳連盟は、日本マナスル隊がヒマラ
ヤマナスル初登頂に成功した昭和 31 年の 3 月 7
日に結成され、今年度創立 60 周年を迎えました。

ナリストによる山を愉しむための記念講演会、及
び来賓の方々をお招きして 136 名が参加した記
念式典と祝賀会の開催。連盟加盟山の会 21 団体

60 周年を記念した事業として、多くの会員が

の 10 年間の活動を紹介した記念誌の発行。そし

第 69 回都民体育大会に男子は 26 種目中 13 種

登頂できる南アルプス前衛の山「守屋山」と一泊
二日で東京都最高峰の標高年（2017m）の山であ
る「雲取山」に記念登山を行いました。
また、山に携行するスマホやタブレットのＧＰ
Ｓ機能を活用し山の中で位置確認ができる記念講

て、会員有志によるプロジェクトで記念 T シャ
ツを作りました。
このように、記念の５事業１プロジェクトを実
施する事により、60 年の歴史を確認しつつ山仲
間の絆をより一層深めることができました。

目に出場、女子は 15 種目中 10 種目に出場しま
した。
総合成績は参加区市町村 54 地区中
男子：25 位、女子：24 位
主な種目別順位

第 69 回 都民体育大会成績

優勝：バレーボール（男子）
3 位：馬術（男子）

習会の開催。スイングホールにて女流山岳ジャー

5 位：バスケットボール（女子）
5 位：ソフトテニス（女子）
6 位：水泳（女子）
8 位：ゴルフ（男子）
雲取山 「雲取山荘」玄関前にて

第 回

32

市民スポーツフェスティバル
10 月９日（祝）体育の日
同時開催

陸上競技場・総合体育館
市民体力テスト会

第 49 回 市町村総合体育大会成績
第 49 回市町村総合体育大会に男子は 14 種目
中 11 種目に出場、女子は 8 種目中６種目に出場
しました。
総合成績は参加区市町村 29 地区中 15 位
男女別成績は男子：13 位、女子：21 位
主な種目別順位
優勝：柔道（男子）
5 位：バドミントン（男子）
7 位：水泳（男子）、弓道

4 月から体育協会ホームページの加盟
団体紹介ページが新しくなります。
また、新たにジュニアスポーツ情報
を提供します。

