
スポーツによって潤いある市民生活
豊かなまちづくりを

武蔵野市長　松下　玲子

昨年 10 月に第６代市長に就任いたしました松
下玲子です。皆様との「対話」を大切にしながら
市政運営を行ってまいりますので、よろしくお願
い申し上げます。

武蔵野市体育協会の皆様には、長年、本市のス
ポーツ振興の要として、市民体育大会・市民体育
祭などの日頃の成果を発表する機会を設けたり、
市民スポーツフェスティバルや各種講習会などの
きっかけづくりの提供、ジュニア選手の育成など、
多くのスポーツ施策にご尽力いただきましてあら
ためて感謝申し上げます。

スポーツを楽しむ方々にとって、スポーツは単
に競技の上達だけでなく、気分転換、リフレッ
シュ、仲間づくり、レクリエーション、健康維
持、疾病予防など様々な効果があり、生活を彩る
大切な要素となっています。私自身、小学校時代
はミニバスケットボール、中学校では軟式テニ
ス、そして社会人になってからはヨットレースを
経験したりと、スポーツに親しんできました。勝
利への思い、目標を達成したときの充実感、チー
ムワークの大切さ、かけがえのない仲間、礼儀な
ど、スポーツによって得たものは今も人生の糧と
して残っています。これらの経験を通して、市民
の誰もが自分にあったスポーツを生活の中に取り

入れ、地域で気軽に楽しむことができるための環
境づくりがとても重要だと考えております。貴協
会のみなさまには、引き続きお力添えをいただき
たく存じます。

２月から３月にかけまして、平昌オリンピック・
パラリンピック冬季競技大会が行われ、世界中の
人々が最高峰のパフォーマンスに釘付けになり、
選手が歩んできた道のりや演技、技術に心を動か
されております。そして、次の東京 2020 オリン
ピック・パラリンピック競技大会まではあと２年
４か月、ラグビーワールドカップ 2019 までは１
年半となりました。東京 2020 オリンピック・パ
ラリンピック競技大会に向けては、市内関係団体
とともに設置した実行委員会により、市全体とし
て、主体的な取り組みを進めているところです。
Sports for All をはじめとする感動体験を提供す
るイベント、運動習慣の定着化に向けた取り組み、
公認キャンプ・事前キャンプの誘致、学校教育と
の連携、障害者スポーツの振興、スポーツ施設の
改修、文化プログラムの振興、市の魅力再発見と
発信など様々なことに積極的に取り組み、今後も
両大会を契機として豊かな市民生活に寄与できる
施策を進めてまいります。ホストタウンとして登
録されたルーマニアとは、これまでの交流の歴史

武蔵野市軟式野球連盟

創立 70 周年
武蔵野市軟式野球連盟会長 本多　隆

平成30年 3 月15日
発行　武蔵野市体育協会
武蔵野総合体育館内３階
TEL/FAX ５５－４１１９
e-mail:m-taikyo@jcom.zaq.ne.jp
http://musashino-taikyo.jp/

85

　武蔵野市軟式野球連盟は戦後まもない昭和
22 年に発足し、昨年創立 70 周年を迎えることが
できました。これもひとえに武蔵野市体育協会を
はじめ、各加盟団体、市民の皆様のご支援、ご協
力の賜物と思っています。

創立70周年の式典、祝賀会を11月26日に行い、
松下玲子武蔵野市長、本間まさよ市議会議長、秋
本清体育協会会長をはじめ数多くの関係機関の皆
様にご出席いただき、盛大に祝うことができまし
た。

を踏まえ、市民レベルの相互交流やパラリンピッ
クの選手の招聘など、さらなる交流を進めます。
海外選手との交流や一流の技術に触れるという実
体験は、子どもたちをはじめ、多く市民に感動を
もたらすものであり、同時に、共生社会について
の理解を深めるものと期待しています。

併せて、「観るスポーツ」「体験するスポーツ」
の推進に向け、市民の皆様のスポーツ活動の場と
して必要な整備も今後進めてまいります。

この数年間の流れの中で、あらためてスポーツ
の素晴らしさが多くの方の注目を浴びており、競
技人口の増加やスポーツ施設の環境整備など、ス
ポーツ振興にとって絶好の機会となっています。
スポーツを切り口として、健康・福祉、子ども、
教育、文化、商業、観光、交通や都市基盤、環境
など、あらゆる分野において、民間も行政も様々
な取り組みが行われており、より良い社会の実現
へと向かっていくことを期待し、本市としても、
貴協会の皆様とともに一連の国際的なスポーツ大
会を通して、国際親善、国際理解、世界平和、障
害者理解などをレガシーとして残し、誰もが住み
やすい社会、豊かな市民生活を実現させていきた
いと考えております。

今後も連携して、スポーツを通して誰もが住み
続けられるまち武蔵野を未来へつなげてまいりま
しょう。発足当時は、わずか７チームでのスタートでし

たが、その後、昭和 30 年代からの高度成長とと
もに加盟チームも増加し、昭和 50 年代には約 80
チーム、登録人数は 1,000 名を超えるほどになり
ました。平成に入ってからは、余暇活動やスポー
ツ種目の多様化などによりチーム数は減ったもの
の、グランドでは毎週毎週熱い戦いが繰り広げら
れています。

また、毎年 1 月にはジュニア育成地域推進事業
として、市内の小学生を対象とした少年野球教室
を開催し子ども達の育成も進めています。

これからも、野球が生涯スポーツとして愛され、
底辺が拡大するよう努めてまいりますので、関係
者各位のご支援ご協力をお願い申し上げます。

連盟創立70周年記念
卓球大会

武蔵野市卓球連盟理事長 小川　昌邦

平成 30 年１月 21 日（日）に連盟創立 70 周年
記念卓球大会を開催し 156 名の参加者があり、
盛大に行われました。これは、連盟加盟 25 クラ
ブ 313 名の団結の賜物だと思っております。

平成９年９月に 50 周年式典を東急インで開催、

平成 19 年９月に 60 周年式典をスイングホール
で開催、今回は記念卓球大会を開きたいと言う声
により体育館をお借りして行いました。

試合内容は１チーム 12 名の団体戦７試合でし
た。平均年齢は高いですが、和気あいあいと歓声
が上がっており和やかな内に終わる事ができまし
た。お昼には、ユニホーム等が当たる抽選会も行
われ読み上げる番号に一喜一憂していました。

試合後、わずかな時間でしたが懇談会も開催し
話が盛り上がっておりました。

このように盛大に出来ました事は、市、生涯学
習振興事業団および体育協会のご協力のおかげだ
と感謝しております。記念誌も発行でき幸いです。

最後に生涯スポーツである卓球ですが、連盟の
基盤を磐石にするためにも、若い人たちの参加を
すすめ、役員の若返りをはかり、小中学生の指導
や連盟主導の講習会を行いたいものです。



武蔵野市体育協会

体育功労賞

この度は、体育功労賞とい
う素晴らしい賞をいただき、
ありがとうございました。陸
上競技を通して、走ることの
楽しさや記録向上の喜びを子
ども達に伝えられるよう頑
張ってまいります。これまで
支えて頂いた方々にもこの機

このたびは、武
蔵野市体育協会か
ら推薦いただき、
東京都体育協会、
日本体育協会の審
査 を 経 て、12 月
9 日に公認スポー
ツ指導者全国研修
会において表彰い
ただきました。あ
りがとうございま
す。

このたびは体育功労賞を頂
きありがとうございました。
高校から始め、社会人、シニ
アとバレーボールが好きで続
けてきました。

全国には、70 〜 80 代の現
役 player もいます。背筋が
ピンと伸びてハツラツとした

宮鍋　武徳 陸上競技協会

会をお借りして感謝申し上げます。

村上　泰子 スキー連盟

1987 年にスキー準指導員、1990 年に指導員を
取得し、武蔵野市スキー連盟では女性資格取得者
第一号でした。1997 年に日本体育協会公認スキー
上級指導員を取得し、2012 年に武蔵野市体育協
会表彰をいただいていたので、受賞できました。
スキー連盟創立 60 周年の期に受賞でき、諸先輩
がスキー連盟の継続にご尽力されたことに感謝
し、次世代に繋げたいと思います。

スキーは落下運動ですので、ジュニアからシニ
アまで、初心者から上級者まで、レベルに応じて
楽しめるスポーツですので、ぜひ多くの方にス
キーをしていただきたいです。

これからも安全で楽しいスキーを指導していき
ます。

下田　和子 バレーボール連盟

武蔵野市ソシアルダンス連合会

創立30周年

武蔵野市ソシアルダンス連合会会長 島森　壽一

武蔵野市ソシアルダンス連合会は創立 30 年を
迎えました。30 年という時の移ろいは長いよう
で、あっという間です。でもその間の時代の変化
は筆舌に尽くせないものがあります。

30 年前のソシアルダンスを取り巻く環境は決
して良いものではありませんでした。ダンスをし
ているとは人前では言えない時代であり、風営法
の規制もありました。そんな中、他市に先駆けて
体育協会に加盟できたことが、ダンスが社会的に
認知されるようになった大きな要因だと思います。

この度は、表彰していただ
きましてありがとうございま
した。

テニス連盟が体育協会に加
盟した当初から連盟運営に携
わってきたことで、連盟理事
から推薦をもらい、このよう
な賞をいただくことができま

赤城　一夫 テニス連盟

した。
これからも連盟会員に楽しんでいただけるよう

な運営をこころがけてまいりますので、よろしく
お願いいたします。

この度は、表彰をいただき
ありがとうございます。私は
平成元年に 40 歳代で剣道を
始めいつの間にか 30 年にな
ります。これ迄たくさんの先
生方のご指導を頂き生涯ス
ポーツとして続けて来る事が
出来ました。

平田　章代 剣道連盟

これからも武蔵野剣道連盟の発展のため、又境
南剣道クラブの代表として少しでもお役に立てた
らと思っています。動き、素敵な笑顔の大先輩方を見習って、今後も

楽しむバレーボールを広めて行けたらと思います。

この体協加盟の波は全国に広がり、今日では総
元締めの ( 公社 ) 日本ダンススポーツ連盟が ( 公
財 ) 日本体育協会の一員として存在し、国体・オ
リンピックを目指すようになりました。武蔵野市
における活動は初代会長故藤崎松代氏の献身的な
努力と、当時の土屋正忠市長並びに、故鈴木英久
元体協会長のご支援の賜物であると感謝に堪えま
せん。

これからも当連合会は、体育協会の一員として

日本体育協会公認
スポーツ指導者等表彰

武蔵野市民スポーツフェスティバル
平成 29 年 10 月 9 日（体育の日）に

第 32 回市民スポーツフェスティバルが
開催され、20 種目が実施されました。

当日は 1,500 名もの参加があり、晴天
の中で皆さん各種目を楽しんでいました。

今年は 10 月 8 日（体育の日）に開催
の予定です。皆さんのご参加をお待ちし
ています。

第
32
回

市制施行 70 周年記念事業

キックターゲット

体力テスト

50メートル走タイムトライアル

ユニカール

ターゲットバードゴルフ

体育協会創立70周年の
おしらせ

輪投げ

市民のダンス愛好家の皆さんと共に楽しく活動し
て行きたいと思います。皆様のご支援のほどよろ
しくお願いいたします。

武蔵野市体育協会は昭和 24 年２月 19 日
に創立し、平成 31 年に創立 70 周年を迎え
ます。

これを祝して平成 31 年 2 月に記念式典と
祝賀会を開催するとともに、記念誌を発行す
る予定です。


