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スポーツ祭東京2013をもとに
いっそうの市民スポーツの発展を期そう
武蔵野市体育協会会長
盛り上げようスポーツ祭東京2013

いっそうの市民スポーツの発展を

ることを望みたい。
その入り口がこのスポ

武蔵野市での開催種目のラグビーフットボー
ル、バスケットボールのリハーサル大会も、市民

（１）するスポーツへの発展
スポーツ祭東京2013の開催は、武蔵野市で開催

の大きな声援と多くの関係者の努力とにより成功
裏に終了し、いよいよ来年の本番を待つまでにな
った。

される種目への関心を高めるだけではなく、スポ
ーツそのものを楽しむことへの関心と意欲を培う
ものである。

ーツ祭東京2013の開催と
とらえたいものである。
（２）ひらかれたスポー

それに全国障害者スポーツ大会の準備も着々と
進んでいると報告を受けている。
大会開催にあたっての準備において、縁の下の

幸いにしてスポーツ祭東京2013の開催により、
課題であった一部の体育施設の改善等が図られも
し、スポーツ環境はよりいっそう整えられたとい

力持ちとして体育協会の果たす役割は大きく、リ
ハーサル大会の運営と観戦や応援等において十分

えよう。スポーツ環境の整備がより進んだという
ことでもあり、これをバネに「見るスポーツ」か

成果を発揮したと聞く。
その力をぜひ本番の成功につなげるため、もう
ひと踏ん張り、いやふた踏ん張りしようと考えた
い。こうしたことを通じて大会運営のノウハウを

ら自ら「するスポーツ」へと発展させることが重
要と考える。
多くの市民が年齢や性別を問わずに、誰でもが
スポーツに親しむことができるきっかけに、この

学び、かつその力を培うことができ、今後の体育
協会の活動に大きく資するものといえるのではな

スポーツ祭がなればと願うところである。
オリンピックとは言わないまでも、市民スポー

かろうか。

ツの振興のなかで、いろいろなヒーローが出てく

第46回 東京都市町村総合体育大会
バドミントン競技女子優勝
武蔵野市バドミントン連盟
理事長 沼尻洋子
（監督）
バドミントン競技において、女子が初優勝する
ことができました。体育協会はじめ、ご支援・ご
協力頂いているみなさまに心より感謝申し上げま
す。
我がチームの試合は、昨年2位の実績で第2シー
ドから始まり、対三鷹市・国分寺市・八王子市と
勝ち進み、決勝は昨年の覇者青梅市でした。全選

手「今年こそは！」と気迫漲るプレーで相手を圧
倒、みごとな優勝でした。勝因は、一般・壮年そ
れぞれにエース選手を有することはもとより、選

河上

一雄

ツへの進化
誰でもが興味関心をも
ったスポーツを楽しむこ
とができるように図るの
も、体育協会の役割の一つといえる。
スポーツをしたくともきっかけがつかめないと
か、団体や仲間にどうやって加わるのかわからな
いといった感じを持つ市民もいることが予想され
る。
そこで、観戦に来ている市民の方々に勇気を奮
って声をかけてみたらどうだろうか。声がけのな
かで、新しい仲間がふえるかもしれない。
また、従来の組織も見直しを図りながら開かれ
た組織へと改革するなかで、新しい仲間を組み込
み、より充実してやりがいの持てる組織に発展で
きるのではかろうか。
スポーツ祭東京2013の武蔵野市での開催におい
ては、さまざまな意味で市民スポーツの進展に資
するものであることを期待するとともに、その成
功を期したいものである。

手全員で自主練習を重ね結束できたこと。また、
5位の成績を収めた試合後応援・協力してくれた
男子チームを始め、全て武蔵野のチーム力だと確
信しました。
私達は、今回の優勝を誇りに、チーム力を維持
しつつ練習に励んでいこうと思います。今後とも
みなさまのご支援・ご協力よろしくお願い申し上
げます。

柔道競技 優勝
柔道競技（団体戦）は7月22日（日）に昭島市

前回の優勝以降も準優勝3回、3位2回と上位入
賞はありました。しかし、選手の高齢化や他市の
レベルアップもあり、初戦敗退も何度か経験する

総合スポーツセンターで開催されました。準決勝
では八王子市を２対１、決勝では町田市を２対０

などここ数年苦戦の連続でした。そうした中、子
ども時代に武蔵野市内の道場で修業し、高校や大

で下して1996年以来16年ぶりの優勝を飾りまし
た。特に昨年の決勝で惜敗した八王子市に雪辱を
果たした試合は、強敵相手に一歩もひるまなかっ
た選手たちの戦いぶりが印象的でした。

学の柔道部で頑張ってきた若い世代が道場に戻っ
てきたことで選手の若返りが進みました。今回の
優勝はまさに若い力で勝ち取った栄冠であったと
言えます。

武蔵野市柔道連盟 理事長 花川和彦
（監督）

（ 第68回国民体育大会・第13回全国障害者スポーツ大会 ）
武蔵野市では、バスケットボール・ラグビーフットボールや視覚障害者対象の
グランドソフトボールが開催されます。

健康づくりはスポーツで !!
体育協会は、春の市民体育大会、

きる専門的な知識をもった指導者がお

秋の市民体育祭、各種スポーツ教室、

りますので、気軽に声をかけて下さい。

体力テスト、スポーツフェスティバルの

市民の皆様がスポーツに親しみ、健康

開催や指導者の養成など、市民の皆様

で明るく、豊かな体力づくりに汗を流せ

の豊かな体力づくりのために助言、ご案

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

内を行っています。
それぞれの団体には、初歩から指導で

の｣でお知らせしています。

ライフル射撃協会
老若男女スポーツ

柔道連盟

ソフトボール協会
実年シニアの皆さん

生涯スポーツ柔道
明るく 楽しく 厳しく

空手道連盟
生涯武道として

花川和彦 ☎090−3807−7853

市民の誰もが

親しめる空手道を目指します

三谷和也

☎043−485−5607

民謡舞踊連盟

ソフトボールに参加しませんか

藤本竹次

踊りに年齢の制限はなく

持続と

たのしい
元気

心身鍛錬集中力の

冷静な心と健康の増進に

中村

弘

☎54−0567

☎51−7183

足腰を鍛え元気な体づくり

古知屋愛子

☎49−7670

剣道連盟
幼児から高齢者まで 強く心身を鍛える
日本の伝統的武道です

三原俊夫 ☎22−8339

軟式野球連盟
ターゲットバードゴルフクラブ連合会

華麗なプレイを待っています
青春ど真ん中

軟式野球

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!!

秋山真弘（事務局）
☎080−5089−4190（平日20時〜21時）

ソシアルダンス連合会

ソフトテニス連盟

☎52−0890

ダンスは明るく
楽しく、美しく！

健康と仲間づくりに 青空の下
楽しいテニス ご一緒しませんか

二階堂

岩田武和

スキー連盟
雪山の大自然の中で

齊 ☎51−5968

一緒に

楽しいスキーに挑戦しませんか

川島武久

☎54−1976

スポーツ少年団本部

島森壽一

☎080−6555−2144

お〜いみんなあつまれ〜
いい汗かいて

おもい出たくさんつくろう！

舟橋優子

☎53−2616

卓球連盟

ラグビーフットボール協会

生涯スポーツ卓球！一つの
小さなボールを打ち合おう！

子どもから大人まで

仲間とともに

楕円球を追いかけよう！

徳田美栄子 ☎51−0284

田川良太

☎090−8877−4492

陸上競技協会
より速く

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

より高く

より遠くへ

ウォーキング協会

自己への挑戦!!

野島芳夫

水泳連盟

☎54−4649

沼尻洋子 ☎55−2675

生活に水泳を！水泳で楽しく

ラジオ体操会連盟

健康な毎日を送ろう

健康で楽しい人生を送りましょう！

佐藤多津江

☎080−8479−1573

宮下みさ子

正しい歩き方でウォーキング

☎54−3477

バスケットボール連盟
2013年スポーツ祭東京で
部の全試合

鶴田克己

武蔵野市は一般女子の

細田秀樹

☎31−2852

一般男子の決勝が行われます

☎090−1651−4632

山岳連盟

武術太極拳連盟

素晴らしい仲間と四季の自然を堪能し
心地よい疲れでリフレッシュ

中国伝統の武術 誰でも楽しめる
健康法 深い呼吸でリラックス

荻原洋子 ☎54−0072

田中

クレー射撃連盟
クレー射撃は生涯愉しめる
スポーツです

今井治二 ☎44−8964

弓道連盟
弓道は

釣魚連合会

老若男女がマイペースで

手軽な陸釣りを楽しむ集団です

生涯楽しめる伝統ある武道です

早川欣子

気軽にご参加ください

大谷和夫

☎54−5527

☎44−6885

健康の源

それはレクリエーションを

楽しむ心のゆとりから

有馬利勝

☎54−6015

砂入り人工芝コートが活況！
武蔵野のウインブルドンに集まろう！

土田

達

☎21−2252

ゴルフ連盟

テニス連盟

レクリエーション連盟

誠

☎51−7231（夜間）

年４回コンペを開催 仲間作りにも
最適です 東京都ゴルフ連盟にも加盟

岡田光史

☎090−3239−1080

バレーボール連盟

乗馬連盟

合気道連盟

ゲートボール協会

サッカー協会

ボウリング連盟

アーチェリー協会

インディアカ連盟

ジュニアチーム活動開始
みんなと楽しくバレーボールをしよう！

乗馬は人と馬とが
ペアで行うスポーツです

命のエネルギーを高め生かすことを
技を通じて学ぶ現代武道です

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

楽しむ心！諦めない気持ち！

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

アーチェリーをやる人集まれ
オリンピックをめざせ

実は…めっちゃオモロイ!!
ニュースポーツ！

内堀克彦 ☎47−1724

前嶋肇男 ☎41−8708

安田博昭 ☎55−0715

後藤圭子 ☎36−6088

高橋良一 ☎042−386−1865
（夜間）

栗城克夫 ☎54−8034
（夜間）

須長弘文

☎37−4320

依田久子 ☎55−2201

東京都体育協会表彰者のご紹介
体 育 功 労 者
武蔵野市民謡舞踊連盟

杉渕

とみえ

体育優良団体

武蔵野市ライフル射撃協会

し、歴史と伝統のある体育協会に加盟させていた
だき、はや、21年になりました。当協会のモット
ーとして、生涯スポーツ振興として心身鍛錬と集
中力持続、そして冷静な心と健康増進のため、尽
力いたす次第です。
今後とも、当協会へ一層のご指導、ご鞭撻、ご
支援をせつにお願いし、感謝とお礼とさせていた
だきます。ありがとうございました。

東京都市町村体育協会連合会
体育功労者表彰

このたび、第65回都民
体育大会開会式におい

このたび、第65回都民体育大会開会式におい
て、東京都体育協会より体育優良団体として表彰

て、東京都体育協会より
体育功労者として表彰を
いただき、身に余る思い

をいただきました事は、武蔵野市体育協会はもと
より協会加盟団体の皆様方の当協会に対するご指
導、ご支援、ご協力の賜物と心より感謝いたしま

武蔵野市スキー連盟

でいっぱいです。
私ども連盟の活動は、
春季市民体育大会、秋季

す。
当協会は平成３年２月16日（1991年）に発足

このたび、東京都市町
村体育協会連合会より、

川島

武久

体育功労者としての表彰
を受けました。
これも体育協会をはじ

市民体育祭の民謡舞踊大
会、春のさくら祭りなど、市や体育協会事業への
協力および地域の盆踊りなどみなさんとふれ合
い、仲間づくりに力を入れてきました。
子どもや若い人の踊る姿をみて、少しでも連盟
の中に若い人の風を入れて仲間と頑張りたいと思

め、関係者のみなさまの
ご理解とご協力によるも
のと感謝いたします。
人気の高かったスキー
も、今ではスキー人口は全盛期の半分以下に減少
しています。しかし、私たちスキー連盟の仲間

います。今後も何かと体育協会の皆様にご指導を
いただきながら、頑張って参ります。ありがとう
ございました。

は、今なおスキーの奥深い魅力にひかれ堪能して
います。今、スキーは道具や技術の変化・進歩と

リハーサル大会
ラグビーフットボール競技
4月15日（日）関東大学ラグビーフットボール
連盟ＳＥＶＥＮ A ＳＩＤＥ Ａブロック大会が
リハーサル大会として開催され、関東大学リーグ
戦の16大学のチームが出場し、東海大学が優勝し

千葉女子教員が優勝。夏休み期間中の大会でした
が、延3,200名を超える方にご来場いただき、市
内中学生による応援メッセージ横断幕の下で、白
熱した試合が展開され、たくさんの拍手が送られ
ていました。

ともに、誰もが楽しめる多様で魅力的な冬のスポ
ーツとなっています。
スキー連盟は、市民に、とりわけ親子に「安全
で楽しいスキーの体験を！」と、その普及に努め
ています。これからも市民スポーツの普及・発展
のために尽力したいと思います。

バレーボール

○第13回ソフトバレー大会
日時：平成25年３月３日（日）

ました。当日は2,400名を超える方にご来場いた
だき、会場は屈強なラガーマンたちと応援の熱気

午前９時〜午後６時
場所：武蔵野総合体育館メインアリーナ
内容：３年ぶりの開催。市内チームに限らず混
合の部、レディースの部計25〜30チーム
募集

に包まれました。

参加費：2,500〜3,000円／チーム（未定）
＊問い合せ 高田 昭 電話 51−0928

スキー連盟
○スキー教室

日時：平成25年1月11日
（金、夜発）
〜14日
（月）
場所：志賀高原一ノ瀬スキー場 2.5泊
内容：楽しくレベルアップ＆バッジテスト
○ファミリーディスキー
日時：平成25年３月16日（土）日帰り
場所：富士見パノラマスキー場

バスケットボール競技
8月11日（土）〜14日（火）の間、第50回男
子・第42回女子全日本教員バスケットボール選手
権大会がリハーサル大会として武蔵野市を含む5
市で開催されました。教員男子42、女子24の計66

弓道連盟
○弓道教室

日時：毎週月曜日 午後６時30分〜９時
場所：総合体育館４階弓道場

内容：親子でスキーを楽しもう（小学生以上）
他・１月ファミリーわくわくスキー体験
・２月スキーフェスティバルは市報掲載予定
＊問い合せ 川島武久 電話 54−1976

対象：射位に立てる経験者、中高生も歓迎します
＊問い合せ 早川欣子 電話 54−5527

武蔵野市ウオーキング協会

（ＭＣＷＡ）

チームが出場し、男子は愛媛教員クラブ、女子は

10月〜12月までのウォーキング

第

27

回

市民スポーツフェスティバル
10月8日（月・体育の日）

午前10：30〜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

輪なげ・一輪車・50m走・卓球・ビームライフル射撃・ダーツ・体力テスト・ドッヂビーなど

24年○10月13日（土）国分寺から高幡不動へ
集合 武蔵国分寺公園
○11月11日（日）秋の多摩湖ウォーク
集合 西久保公園
○12月１日（土）清流落合川と平林寺ウォー
ク 集合 東久留米
＊問い合せ 細田秀樹 電話 31−2852

