
 　市民スポーツの振興にむけて
　　　　　　　　　　武蔵野市教育委員会教育長　竹内　道則

創立70周年を
迎えるにあたり

武蔵野市体育協会会長　秋本　清

武蔵野市体育協会は、平
成 31 年２月に創立 70 周
年の節目を迎えます。
ここに創立 70 周年を迎
える事が出来ますのも、ひ
とえに武蔵野市をはじめ、
多くの関係各位、歴代会長、
役員、市民の皆様のご指導、
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武蔵野市の代表として出場した都民大会におい
て、5連覇を達成することができました。日頃か
らご支援いただいている皆様方にこの紙面をお借
りして、心から御礼申し上げます。

 第 71 回都民体育大会
バレーボール競技 5 連覇　

第 71 回全日本 9 人制バレーボール
実業団男子選手権大会初優勝

横河電機バレーボール部監督　新井　千之

動してまいりました。
平成 25 年９月には多摩地域を主会場としたス
ポーツ祭東京 2013（第 68 回国民体育大会）が開
催され、本市でも３競技が会場となりました。市
内の多くの子ども達がトップアスリートの試合を
見る絶好の機会を得る事が出来、スポーツの素晴
らしさを実体験出来た事は大変意義のあった大会
であったと思います。
来年にはラグビーワールドカップ2019があり、
その翌年には、東京2020オリンピック・パラリン
ピックとビッグなスポーツの大会が控えています。
当協会としても、70 周年を契機に武蔵野市、（公
財）武蔵野生涯学習振興事業団をはじめ関係者の
皆様方と協力し、素晴らしい大会のお手伝いがで
きるよう準備を進めたいと思います。

４月１日付けで、教育長に就任いたしました。
就任にあたりまして、ご挨拶させていただきます。
私は３月まで教育部長として市のスポーツ施策に
携わっており、これまでも武蔵野市体育協会の皆
様には多大なるご協力を賜り、心より感謝申し上
げます。
2019 年のラグビーワールドカップ、その翌年
の東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技
大会を控え、全国的にスポーツに対する注目や機
運が高まっているところです。教育委員会としま
してもこのような機会を活かし、各部署と連携し
ながら、さらにスポーツへの興味・関心を高めて
いきたいと考えています。
体育協会の皆様には、日頃より市民スポーツの
普及に取り組んでいただいております。昨年度、
市民体育大会、市民体育祭の両大会では１万２千
人を超える方が参加されました。毎年体育の日に
開催される「市民スポーツフェスティバル」では
普段運動に接する機会の少ない方も気軽に参加で
きるレクリエーションスポーツの機会を提供いた
だいております。また、教育委員会とスポーツ推
進委員協議会共催の「ファミリースポーツフェア」

では今年、2,000 人を超える参加者となりました
が、多くの連盟の皆様にご協力いただき、楽しく
安全に体を動かすことの魅力を伝えることができ
ました。これらの事業に加え、ジュニア育成や競
技スポーツの推進、指導のための研修会、練習会
等を積極的に行われていることに、改めて敬意を
表しますとともに、今後とも市民の皆様の心身の健
康に寄与する活動を続けていただきたく存じます。
教育委員会では、市民がスポーツを通して豊か
な生活を送っていくことができるよう、取組んで
います。子どもたちの体力向上については、学校
教育と連携してタグラグビーの授業導入支援や市
内在住で北京五輪バレーボール日本代表の櫻井由
香氏による授業支援を実施しております。
東京 2020 パラリンピック競技大会の開催は、
障害者スポーツの理解と普及、その先にある共生
社会の実現に向けて大きな機会です。学校での競
技体験や選手との交流などを通じて、障害者理解
を深めています。さらに、障害者を対象としたス
ポーツ教室の充実や人材の育成につとめ、誰もが
身近な場所でスポーツを楽しめる機会の充実を図
ります。また、普段運動が習慣となっていない方

が継続的に体を動かすこ
とができるよう、きっか
けづくり、仲間づくりの
支援を行い、スポーツの
楽しさや心身への効果を
実感できる取組みを実施
してまいります。総合体
育館や陸上競技場などの
既存施設は、バリアフ
リーをはじめとする整備・更新を進めています。
工事等でご迷惑をお掛けすることもあるかと存じ
ますが、より快適にお使いいただける施設となる
よう努めてまいりますので、ご理解いただきます
ようお願いいたします。
スポーツがもたらすものは、爽快感や充足感、

健康及び体力の保持・増進だけではなく、自律心、
他者への尊重、人とのつながりを育む等、様々な
効果があります。教育委員会では、スポーツを通
じて市民の皆様一人ひとりが健康で豊かな生活を
続けていけるよう、今後もスポーツを支える地域
の担い手の育成とともに、環境整備を進めてまい
ります。
引き続き、体育協会の皆様には市民スポーツの

振興にご協力いただきますよう、どうぞよろしく
お願いいたします。

ご支援の賜と感謝申し上げます。
現在では加盟団体 36 団体と 9,600 人を超える
登録員を有するまでになりました。市民のスポー
ツに対する期待に応えていかなければなりません。
幸い武蔵野市では、第３種公認の陸上競技場を
はじめ総合体育館、プール、平成 14 年にはスケー
トボードなどができるストリートスポーツ広場も
作られ、スポーツのニーズも多様化・高度化して
いく中で若者から高齢者まで楽しくスポーツが出
来る環境が整いつつあります。
さて、ここに創立 60 周年以降の 10 年を振り
返りますと、スポーツ振興法（現スポーツ基本法）
に基づき、東京都は平成 20 年より、武蔵野市は
平成 21 年４月より、スポーツ振興計画が策定さ
れ、多くの市民がスポーツを身近なものと感じ、
気軽に楽しむ事が出来るよう、スポーツの概念を
幅広くとらえられるようになりました。例えば競
技スポーツのみならず、ウォーキングやラジオ体
操など健康づくりの為のスポーツに加え野外活動
もスポーツとし、生涯スポーツ社会を目指して活

都民大会はその名のとおり、都民のみが出場で
きる大会です。しかしながら、大会の規模は全国
大会並みで多くのチームが参加し、素晴らしい会
場で試合ができる私たちにとって、非常に重要な
大会の 1つです。今年度も 27 の各市区町村代表
チームが優勝を目指してしのぎを削りました。
負けたら終わりのトーナメント戦という緊張感

があるなか、北区、練馬区、杉並区と各区の代表
チームに終始リードを保ち快勝して決勝戦へ進
出。決勝戦では墨田区と対戦しました。第 1セッ
ト、サーブがなかなか入らず、自らペースを乱し
て今大会初めてセットを奪われました。第 2セッ
トも相手エースに押される苦しい展開ながらも
21－17 でセットカウントをイーブンに。最終第 3
セットはようやく自分たちのペースを取り戻して
21－15 で勝利しました。
また、先日宮城県で開催された第 71 回全日本

9人制バレーボール実業団男子選手権大会に東京
都代表として出場し初優勝することができました。
これからも武蔵野市の一員であるという誇りを

胸に、さまざまな試合やバレーボール教室等に参
加していきますので、今後ともよろしくお願いい
たします。



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）

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
ストとスポーツフェステバルの開催や東
京都ジュニア育成地域推進事業・シニア
スポーツ振興事業の実施、そして指導者
養成など市民の健康づくりのための活動
を行っています。

　それぞれの加盟団体には専門知識を
もった指導者がおりますので、お気軽に
声をかけてください。
　皆様がスポーツに親しみ、楽しく体力
づくりが出来るよう協力してまいります。
　事業開催のご案内は「市報むさしの」
と体育協会HPでお知らせしています。

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
竹内安昭　☎ 090 － 2550 － 0430

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

卓球連盟
生涯スポーツ卓球“ピンポン”
あなたも始めませんか！

小川昌邦　☎ 22 － 4811

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　

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

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　☎ 090 － 2752 － 1099　
（18 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　

クレー射撃連盟
オリンピックのクレー射撃、
貴方の参加をお待ちしています

櫻井兼二　☎ 59 － 1769

釣魚連合会
フナやハゼを中心に、手軽に参加できる

釣会です。中高年者大歓迎
大谷和夫　☎ 44 － 6885　

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

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）

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

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

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！

戸谷　仁　☎ 080 － 5465 － 8811



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　

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

登録チーム随時募集中！
鶴田克己　☎ 090 － 1651 － 4632　

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　

ラジオ体操会連盟
健康長寿の源であるラジオ体操
３分余りですが、とても奥深い
宮下みさ子　☎ 54 － 3477　

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　

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　

ボウリング連盟
老若男女誰でも出来るボウリング
これからの生涯スポーツとして最適

山本文子　☎ 53 － 7066　

テニス連盟
テニスの練習会や大会を通じて、
地域親睦を一緒に深めましょう！

宇津木 温　☎ 090 － 7235 － 4464

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

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
大城和子　☎ 51 － 3130

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

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

ドッヂビー協会
子どもと大人が同時プレーのできる
他にはない屋内スポーツです　

安田雅彦　☎ 090 － 1403 － 2216

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

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



この度は、第 71 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
していただきありがとうご
ざいました。
開会式は、障害者スポー
ツ大会と合同で行われ、障

害のある人とない人が交歓する企画があり、だれ
でも、何時でもスポーツを楽しむという意義に思
いを深くしました。
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。
弓を引くことは一見単純な動作なのですが、熟
練するためには地道な稽古が欠かせません。会員
には生活のペースに合せて稽古ができるように弓
道場を確保し、参加者も年々増えています。さら
に技術力・競技力の向上を目指して各種講習会を
計画し、大会や昇段審査に備えています。
自分自身の心と身体に向き合い、弓道の修練を
通して日常生活を豊かなものにしたいものです。
今後も、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、さら
に弓道の普及と充実した活動に努めてまいります。

この度は、第 71 回都民体育大会開会式におい
て、優良団体の表彰を受ける事が出来ました。表
彰の内示の段階で、協会員には知らせましたが、
誰も表彰を信じてもらえませんでした。表彰状と盾
を持って帰ったら会員皆から歓声が上がりました。
会員の皆さんの長年の地道な活動が評価され、
今回の表彰となりました。今後も引き続き頑張り
ましょう。これでアーチェリー協会の新たな目標
が、明確に表示できたように思えます。
これから取り組みを強化しなくてならない事案
は、アーチェリー教室です。発足当初の教室は生
涯学習振興事業団の事業として年間 10 回程度か
らスタートでした。今年（平成 30 年）は、年間
28 回と大幅に増やす事になりました。上達を目
標とする大勢の生徒さんには、高い評価を頂いて
います。教室の実施は、アーチェリー協会には負
担も増えますが、地元への貢献と新たな仲間作り
との目標に頑張って行こうと思ってます。
これからも教育委員会・体育協会・生涯学習振
興事業団との緊密な関係を維持して、新たな目標
に向けて努力してまいります。
おわりに関係機関の皆様へ、感謝申しあげます。

第 36 回全日本レディースバドミントン
選手権大会 初 出 場 ! 　

　エバーグリーン監督　結城　紀美子

この度、第 51 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、現在武蔵野市軟式

野球連盟の理事及び武蔵野
市体育協会の副理事長とし

東京都体育協会
生涯スポーツ功労者表彰
武蔵野市弓道連盟　　神谷　恒雄

東京都体育協会
生涯スポーツ優良団体表彰

武蔵野市アーチェリー協会

て、市民スポーツの普及・発展のために微力なが
ら協力しています。
さて、軟式野球連盟は、先輩諸氏の営々たる努

力の継続により、昨年創立 70 周年を迎えること
ができました。最近の連盟登録チームを見ますと、
企業チームが減少する一方、クラブチームが増え
ており、野球の形態がチーム強化から楽しく行う
野球へと変化してきているように感じています。
そのような状況はありますが、武蔵野市代表チー
ムは、各種上部大会での優勝、上位進出を目指し
て戦っていただきたいと思っています。
また、軟式野球連盟は、少年野球への育成協力

として野球教室の開催、審判講習会及び都知事杯
に審判団の派遣を毎年実施しています。　　　　
これからも野球連盟及び体育協会の一役員とし

て充実した事業運営に努めてまいります。

第 36 回全日本レディースバドミントン選手権
大会（クラブ対抗）が７月 20 日から７月 22 日
まで京都市で開催されました。
4月の東京都予選で 45 チーム中 3位になり、
全国大会への切符をクラブ創設以来初めて勝取る
事が出来ました。快挙です !! メンバー一同抱き
合って涙、涙しました。そして、4月から 7月ま
での東京都強化練習、他チームとの合同練習等、
代表になり東京都を背負う事の重大さを痛感しな
がらの 3ヶ月でした。
大会では 4チームのリーグ戦。初日の初戦では
水鳥（富山）に０－３で敗けましたが、2回戦目
の宗方クラブ ( 大分 ) には２－１で勝つ事が出来
ました。翌日のミント(和歌山)には１－２で敗け、
結果、ミント ( 和歌山 ) がリーグ１位で決勝トー
ナメントに上がり、残り３チームは勝敗１－２の
同率。惜しくも得失点差で決勝トーナメントに上
がる事が出来ませんでした。
全国初舞台で体験した、ハンパない緊張感、プ
レッシャーを更なる来年へのステップアップにし
て今後も頑張ってまいります。最後まで応援して

東京都市町村体育協会連合会
功労者表彰

武蔵野市軟式野球連盟　　安部　善一

　今年の大会は、７月 22 日に武蔵村山市総合体
育館で開催されました。三人制の団体戦で初戦の
日野市とは大将戦までもつれこむ戦いとなり見事
勝利。その勢いのまま、東村山市を３－０、青梅
市を２－１で下し、決勝へ進出。決勝は上位常連
の小平市との対戦。大将戦まで持っていきました

7月 22 日に東京経済大学武蔵村山校舎運動場
で開催された第 51 回市町村総合体育大会陸上競
技大会において、気温が 38 度と酷暑の中、男子
個人走幅跳（50 歳代）で岩田一成選手が優勝し
ました。また、男子一般 100ｍでは、岡山進也選

剣道競技女子第 2位・男子3位
武蔵野剣道連盟　監督　沖田　敦幸

柔道競技（３人戦）が 2018 年 7 月 29 日（日）
に武蔵村山市総合体育館で開催されました。武蔵
野市は１回戦日野市、２回戦東村山市、準決勝武
蔵村山市を全て３勝０敗で勝ち進み、八王子市と
の決勝では先鋒が指導ポイントによる反則負けと
なり厳しい展開でしたが、その後、中堅がすぐに
取返し、結果は２勝１敗の僅差で競り勝ちました。

6月１日に、全日本レディース東京都大会が開
催され、決勝大会の東京代表選手が決まりました。
市連盟の成島厚子・米塚えみ子・平岡佐和子選
手の３名が代表に決定されましたこと、誠に嬉し
く思います。例年にない猛暑の中、２ヶ月半に及
ぶ強化練習は本当に大変だったと思います。
全日本決勝大会は 8月 17日 ( 金 ) 〜 19 日 ( 日 )
仙台市にて開催されました。予選リーグは鹿児島・
宮城A・岩手との対戦でした。決勝トーナメント
進出は、なりませんでしたが、選手の皆さん、心
に刻む熱戦と感動をありがとうございました。武

柔道競技優勝
武蔵野市柔道連盟　監督　小野山　武男

陸上競技 男子個人 走幅跳（50 歳代） 優勝
武蔵野市陸上競技協会　監督　藤見　清治

 第 40 回全日本レディース
ソフトテニス決勝大会出場 

武蔵野市ソフトテニス連盟 会長 竹内  安昭

手が４位となりました。
チーム武蔵野は、多く

の選手がおりませんが、
一歩一歩前に進んで、数
年後には、むさしの体協
広報誌１面を飾りたく
思っております。今後の
活躍にご期待・ご声援を
お願いいたします。

室内競技とはいえ
当日は厳しい暑さの
中、最後まで全力を
尽くし、２年ぶりの
優勝を果たしてくれ
た選手に感謝をして
おります。

くださった方々には感
謝、感謝です。素晴ら
しいチーム ｢エバーグ
リーン｣ にいることを
誇りに思います。

蔵野市からも多く
の方々が応援下さ
り心より感謝申し
上げます。

が健闘及ばす０－
２で敗退。男子も
３位入賞を果たし
ており、次回は男
女とも優勝を目指
します。

市民スポーツフェスティバル 10月８日（体育の日）
陸上競技場・総合体育館

第
33
回

武蔵野市体育協会創立70周年記念事業

第51回東京都市町村総合体育大会


