
 東京2020オリンピック・
　　　　　パラリンピックについて

　　　　　　　　　　武蔵野市体育協会会長　秋本　清

第 70 回東京都民体育大会
 都民大会４連覇と地元との

絆を強めるバレーボール教室
武蔵野市バレーボール連盟
横河電機バレーボール部 監督　新 井　千 之

武蔵野市の代表として出場した都民大会におい
て、４年連続で頂点に立つことができました。日
頃からご支援いただいている皆様方に心から御礼
申しあげます。

私たちは武蔵野市に本拠地を置くチームとし
て、２つ大切にしている活動があります。そのう
ちの１つが都民大会への参加とそこでの勝利で
す。どの大会でもそうですが、特に都民大会で
は、武蔵野市の看板を背負い、他の市区町村代表

チームに絶対に負け
ないという強い思い
をもって、試合に臨
んでいます。このプ
ライドこそが我々の
戦う原動力となって
います。
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今年の市町村総合体育大会は、７月 23 日に青
梅市市民球技場コートにて開催されました。第
47・48 回と２年連続３位に、入賞できた安堵感
と共に悔しい思いを胸に帰ってきたことを覚えて
居ります。

ソフトテニスは３ペアの対抗戦で初戦は３−０
と福生市に快勝！次は幾度となく優勝している青
梅市との対戦です。１番手は一般の対戦で激しい
打ち合いで、ファイナルゲームでも厳しい展開の
中強い気持ちを持って最後の１本をしっかりと決
めてくれました。２番手は 45 歳以上で相手は試
合巧者で思うようにできずに敗け、対戦は１−
１になり３番手 55 歳以上の私のペアに勝負がか
かってきました。ゲーム４−２で勝ち、その後は
勢いに乗って多摩市、府中市を破りいざ決勝へ！
昨年の覇者稲城市が相手なので「思いっきり楽し
んで！」と声をかけ一斉に試合に入りました。結
果は、健闘及ばず１−２で惜敗でしたが最後まて
チームワークで頑張りました。今度は優勝を狙い
たいと思います。

任期途中で病の為ご逝
去されました河上一雄前
会長の後任として、今年
４月 27 日の体育協会評
議員会で、皆様の御推挙
をいただき会長をお引き
受けすることになりまし
た。

前会長におかれまして　　　　

2012 年のロンドン大会では日本のお家芸であ
る柔道・競泳で思ったようにメダルが取れず、国
のスポーツに対する強化費が他国に比べて少ない
と指摘する声が有り、スポーツ強化費の拡充が求
められました。

施設の面では、2008 年に日本初のトップアス
リート育成の為の施設として、東京都北区西ヶ丘
にナショナルトレーニングセンター（現在は味の
素ナショナルトレーニングセンター）が建設され、
競技力向上の一翼を担っております。今後ますま
すの充実を期待します。

東京都は主催自治体であり、競技場建設では未
だ遅れている所も有りますが、選手育成について
は、東京都体育協会を通じ各区市町村体育協会に
東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向け
て、ジュニア選手育成の為の予算が計上されてい

ます。これはトップアスリートの発掘並びに、大
会に向けてのスポーツに対する関心を高め、競技
力の向上を図る上で絶好の機会であります。武蔵
野市においてもこの期を逃がすことなく各団体が
この予算を上手に活用し、各団体の発展及び選手
育成に活かしてもらえればと思っております。

また、武蔵野市は 25 年前からルーマニア国の
ブラショフ市と友好交流を続けていたことが縁で
ルーマニア国のホストタウンに登録されました。
スポーツ及び文化面での交流がますます深まるこ
とでしょう。

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技
大会等に向けた武蔵野市実行委員会第 1 回の会
議が５月 26 日にあり、市としての取り組みが始
まりました。当体育協会としても市、関係諸団体
と協力して、３年を切った東京 2020 オリンピッ
ク・パラリンピックを成功させる一助になれれば
と願っております。

 第 50 回市町村総合体育大会
ソフトテニス競技女子 第２位
武蔵野市ソフトテニス連盟 監督 近藤　貴予

都民体育大会の決勝戦

は、平成18年から11年間の長きにわたり強い
リーダーシップを発揮され当協会の発展の為にご
尽力いただきました。心から感謝を申しあげま
す。

会長と言う責任の重さをひしひしと感じると共
に、前会長の功績をけがさないよう努力してまい
りたいと思います。武蔵野市及び関係諸団体の皆
様のご支援ご協力またご指導のほど宜しくお願い
申し上げます。

明日に繋がるように

もう１つは、武蔵野市バレーボール連盟主催の
バレーボール教室への参加です。10 年ほど前か
ら継続して参加させていただいているこの教室
は、ここ数年は小学生を対象にしたジュニア育成
事業として開講されています。市内の子どもたち
にバレーボールの楽しさを伝えるとともに、当バ
レー部にとっても、地元である武蔵野市民とのつ
ながりを強く感じることができる素晴らしい機会
となっています。

また、普段私たちが出場する全国大会は都外で
の開催が多く、なかなか地元の皆さんにご覧いた
だくことができませんが、今秋、10 月７日〜９
日に江東区（BumB 東京都スポーツ文化館）で開
催される９人制バレーボールの最高峰リーグ「V9
チャンプリーグ」に出場します。全国の９人制の
トップチームが一堂に集まり、覇を争う迫力を是
非、間近でご覧ください。入場は無料です。これ
からも地元の皆様とともに活動するチームとし
て、可愛がって頂けましたら幸せです。

ジュニアバレーボール教室

さて、今スポーツと言えば 2020 年開催のオリ
ンピック・パラリンピックではないでしょうか。国、
東京都、武蔵野市も東京 2020 オリンピック・パ
ラリンピックに向けての取り組みがはじまりました。
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陸上競技協会
より速く　より高く　より遠くへ

自己への挑戦！！
藤見　清治 ☎ 090 － 2443 － 6040　

（17 時 30 分以降）

　体育協会は、春の市民体育大会、秋の
市民体育祭、各種スポーツ教室、体力テ

スト、スポーツフェスティバルの開催や

指導者の養成など、市民の皆様の豊かな

体力づくりのために助言、ご案内を行っ

ています。

　それぞれの団体には、初歩から指導でき

る専門的な知識をもった指導者がおりま

すので、気軽に声をかけてください。

　市民の皆様がスポーツに親しみ、健康

で明るく、豊かな体力づくりに汗を流せ

るよう協力していきます。

　競技会開催のご案内は ｢市報むさしの｣

と体育協会HPでお知らせしています。

軟式野球連盟
華麗なプレイを待っています
青春ど真ん中　軟式野球

秋山　真弘 ☎ 080 － 5089 － 4190
（平日 20 時～ 21 時）

山岳連盟
山の仲間と楽しく安全登山

初心者登山教室を毎年開催してます
小尾　隆　☎ 090 － 2622 － 7058　　　　　

（18 時～ 21 時）

水泳連盟
生活に水泳を！水泳で楽しく

健康な毎日を送ろう
佐藤 多津江 ☎ 080 － 8479 － 1573

釣魚連合会
鮒やハゼ、エビ等楽しい釣に参加
しませんか、中高年の方大歓迎
大谷　和夫　☎ 44 － 6885

合気道連盟
命の力の高め方と使い方を
合気道の技を通して学びます

小木曽　淳 ☎ 070 － 3822 － 6340

スポーツ少年団本部
お～いみんなあつまれー　いい汗
かいて想い出たくさんつくろう！
舟橋　優子　☎ 53 － 2616

ゲートボール協会
小学生から高齢者まで一緒に楽しく
心身とも爽快になるゲートボール

前嶋　肇男 ☎ 41 － 8708

ラジオ体操会連盟
早寝・早起きラジオ体操

宮下 みさ子　☎ 54 － 3477

サッカー協会
楽しむ心！諦めない気持ち！
そして　リスペクト！

安田　博昭 ☎ 090 － 6027 － 3254

ソフトボール協会　
オリンピックにソフトボールが来る

楽しい練習に参加で健康に
藤本　竹次　☎ 51 － 7183

ボウリング連盟
老若男女誰でも出来るボウリング
全身を使っていい汗をかこう

栗城　克夫 ☎ 54 － 8034（夜間）

アーチェリー協会
1人でやっても楽しいアーチェリー

皆でやればもっと楽しい
須長　弘文　☎ 090 － 8302 － 9375

ソシアルダンス連合会
ダンスは明るく、
楽しく、美しく！

島森　壽一 ☎ 080 － 6555 － 2144

柔道連盟
生涯スポーツ柔道

明るく　楽しく　厳しく
花川　和彦 ☎ 090 － 3807 － 7853

剣道連盟
生涯剣道　心身を鍛えると共に
人間形成を目指す日本武道です

齋藤　秀夫 ☎ 090 － 9818 － 7198

ソフトテニス連盟
ジュニアもシニアもラケット振れば　

コートの中は青春時代
二階堂　齊　☎ 51 － 5968

弓道連盟
弓道は、老若男女がマイペースで
生涯楽しめる伝統ある武道です
早川　欣子　☎ 54 － 5527

空手道連盟
生涯武道として　市民の誰もが
親しめる空手道を目指します

三谷　和也 ☎ 090 － 1107 － 0245

卓球連盟
生涯スポーツ卓球

あなたも始めませんか！
徳田 美栄子　☎ 51 － 0284

スキー連盟
雪山の大自然の中で　一緒に
楽しいスキーに挑戦しませんか
高木　完治　☎ 54 － 2090

バドミントン連盟
春夏秋冬汗だくで　高低遅速強弱と
変幻自在の羽を打ち　気分爽快
沼尻　洋子　☎ 55 － 2675

クレー射撃連盟
オリンピック競技のクレー射撃、
貴方の参加をお待ちしています
櫻井　兼二　☎ 59 － 1769

バレーボール連盟
生涯スポーツとしてバレーボールを

楽しみませんか
後藤　圭子 ☎ 36 － 6088

民謡舞踊連盟
踊りに年齢の制限はなく
足腰を鍛え元気な体づくり

古知屋 愛子　☎ 49 － 7670

乗馬連盟
乗馬は人と馬とが

ペアで行うスポーツです
高橋　陽子 ☎ 042 － 386 － 1865（夜間）

バスケットボール連盟
仲間が揃ったら大会参加にチャレンジ

しよう登録チーム募集中！
鶴田　克己 ☎ 090 － 1651 － 4632

レクリエーション連盟
健康は　レクリエーションと　　　

笑顔から
藤野　多花 ☎ 22 － 6010

インディアカ連盟
赤い羽根　募金だけではありません！

始めてみようインディアカ！
依田　久子 ☎ 55 － 2201

ゴルフ連盟
年3回大会を開催、初心者から
上級者まで参加できます

岡田　光史 ☎ 090 － 3239 － 1080

テニス連盟
毎月連盟行事を開催。武蔵野の
ウインブルドンに集まろう !!

宇津木　温 ☎ 090 － 7235 － 4464

武術太極拳連盟
活き活き、のびのび。あくまでも
健やかに、いつまでも美しく
權田　洋子　☎ 54 － 6658

ライフル射撃協会
老若男女スポーツ　心身鍛錬集中力の
持続と　冷静な心と健康の増進に
中村　　弘 ☎ 54 － 0567

ウォーキング協会
主役はあなた！　明るく　仲良く

楽しくウォーキング！
長谷川 善三 ☎ 080 － 9523 － 0557

ターゲットバードゴルフ
クラブ連合会

気分は青春！健康とコミュニケーショ
ンづくりの楽しいスポーツ！
岩田　武和 ☎ 52 － 0890

ラグビーフット
ボール協会

ラグビーがつなぐ　人とまち！
田川　良太 ☎ 090 － 8877 － 4492

ドッヂビー協会
子どもと大人が同時プレーのできる

他にはないスポーツです　
安田　雅彦　☎ 090 － 1403 － 2216



市制施行 70 周年記念事業　

　
　

この度は、第 70 回都民
体育大会開会式において東
京都体育協会より、生涯ス
ポーツ功労者として表彰し
て頂き誠にありがとうござ
いました。

開会式では皆様の都民ス
ポーツへの熱き思いを目の

当たりにし、まさに “Sports for All” を実感し感
動いたしました。

ソフトテニスは、老若男女幅広い層で楽しめる
生涯スポーツです。本連盟は、東京都主催のジュ
ニア育成・シニア振興事業に、毎年取り組んでい
ます。もっともっと、多くの皆様にご参加頂きソ
フトテニスを楽しんでもらえますよう、更に前向
きに情報等の発信も工夫してまいりたいと考えま
す。

また、中学校の部活動に携わり、大会上位を目
標に掲げ練習に励む生徒たちに動かされ、夢の後
押しをと続けさせて頂いています。私の目的は、
ソフトテニスを通じていい大人になってくれるこ
とです。心と身体のエネルギーを注いで、生徒た
ちと向き合っていきたいものです。

今後ともご指導・ご協力を宜しくお願い申しあ
げます。

武蔵野市卓球連盟が設立されてから 70 年、歴
史ある武蔵野市卓球連盟ですが、５月７日の第
70 回都民体育大会開会式において生涯スポーツ
優良団体表彰を頂きました。

私は 50 年にわたって連盟の仕事をしてきまし
た。当初「楽しい卓球」をモットーに底辺拡大を
図りましたが、徐々にですが技術レベルの向上を
も目指しています。

年 10 回もある大会は、レベルの高いプレーヤー
は勿論、幅広い愛好者も楽しめる大会を心掛けて
います。

生涯学習振興事業団等、公的な機関から依頼の
卓球教室への講師派遣・学校の部活動の外部指導
員・コミセン等での愛好者への指導等、底辺拡大
にもしっかりと対応しています。

これもひとえに連盟役員はもちろん、それを支
えてくださる卓球愛好者の皆様のおかげです。
「生涯スポーツ卓球で老いも若きもハッピー

に！」をスローガンに今後も組織を挙げて精進し
てまいります。

東京都市町村体育協会連合会
功労者表彰　

　武蔵野市弓道連盟　会長　神谷　恒雄

この度は、第 50 回東京
都市町村総合体育大会開会
式において、体育功労者と
して表彰していただきあり
がとうございました。

私は市体育協会理事と共
に、平成 22 年より弓道連
盟会長を務めています。表

東京都体育協会
生涯スポーツ功労者表彰

武蔵野市ソフトテニス連盟　平　悦子

東京都体育協会
生涯スポーツ優良団体表彰

武蔵野市卓球連盟会長代行　佐藤　照雄

エンジョイ卓球デー

彰に値するような功績は思い当たりませんが、皆
様方のご指導とご協力のお陰と思っています。

武蔵野市弓道連盟は昭和 28 年４月以来、今年
で創立 64 周年を迎えます。当初は職域の弓道部
中心の活動でしたが、仮説の市営弓道場を経て平
成元年の総合体育館弓道場完成を機に、一般個人
会員と横河電機弓道部とで運営しています。

弓道は、年齢を問わず始められる武道であり、
自分のペースで続けられる生涯スポーツです。深
い呼吸と体幹を鍛える事で日々の健康につながり
ます。

これからも、教育委員会・体育協会・生涯学習
振興事業団のご協力、ご支援をいただきながら、
弓道の普及と充実した事業運営に務めてまいりま
す。

東京都スキー連盟
創立 80 周年で団体表彰

武蔵野市スキー連盟
　武蔵野市スキー連盟　　川島　武久

第32 回
市民スポーツフェスティバル

10月9日（体育の日）
午前10：10〜午後3：30

武蔵野陸上競技場 /武蔵野総合体育館
参加費無料・当日受付

※屋内種目には室内履きをご用意ください。
※雨でも屋内種目は実施します。

■トレーニング室（終日）、卓球室（フェスティバル開催時間を除く）、

温水プール（午後 2時から）無料でご利用できます。

屋外種目 屋内種目

輪投げ・走り幅跳び・ボール遠投
ゲートボール寄せ・一輪車
50m走タイムトライアル
ターゲットバードゴルフ
キックターゲット・長靴とばし

ポイントインディアカ・バドミントン
日本むかし遊び・フリースローバスケット
ソフトバレーボール・ダーツ・ユニカール
ビームライフル射撃・卓球・ドッヂビー
ランニングターゲット射撃

東京 2020 公認プログラム ( スポーツ・健康 )

申
問

武蔵野市スキー連盟が、東京都スキー連盟創立
80 周年記念式典で団体表彰を受け、とても嬉し
く思います。当スキー連盟は創立 60 年になりま
すが、スキー人口が減る中で、市民に楽しいの体
験をと、ファミリーを対象に「わくわくスキー体
験」などに取り組み、ようやく 40 人定員いっぱ
いの状況が続き喜んでいます。一方競技スキーで
は、都連の公認大会や都民大会に出場し優勝や入
賞など、活躍を続けています。関係者のご努力に
感謝するとともに、今後も引き続き市民への普及
に務めます。

  市民体力テスト会（同時開催）
午前 10 時 30 分〜午後 3 時 / 1 回約 40 分 /

 総合体育館サブアリーナ / 6歳〜79歳の方 / 
運動のできる服装、室内靴、あれば記録手帳を
持参 /  　時間内に当日、直接会場へ/
 　体育協会☎55-4119


