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スポーツ祭東京2013、
市民参加で成功を！
武蔵野市長

邑上 守正

通の球技では一番人気かもしれません。世界での
日本の活躍を期待したいところですが、まずは国
体でのトップレベルの競技を楽しみたいと思いま
す。バスケットボールの会場となる総合体育館の
メインアリーナは、空調、音響、床などの整備を
進めており、最良の環境で試合に臨んでほしいと
思っています。
国体や全国障害者大会では、大会を観戦するだ
けでなく、武蔵野市を訪れる多くの人々をおもて

いよいよ来年は国民

さて、ラグビーは、以前から市内でも活発に行

なしの心で歓迎し、交流が深まればとも思いま

体育大会と全国障害者

われています。中学校の何校かにラグビー部があ

す。皆さんも大会運営や歓迎の協力をお願いしま

スポーツ大会が東京都

った時代もあり、私の中学の同級生のラグビー部

す。そして大会を機に、多くの皆様がよりいっそ

で開催されます。競技

員も、高校や大学に進み全国大会で活躍したとい

うスポーツを楽しみ、健康づくりと仲間の輪を広

の多くが多摩地域の市

う思い出があります。1967年に設立された武蔵野

げてくださればと思います。大会一年前となる今

町村で実施予定なの

ラグビースクールも、今年で45年。日本で最も歴

年は、リハーサル大会も予定されていますので、

で、以前から要望して

史のあるラグビースクールとして現在でも多くの

まずはリハーサル大会の応援から皆で参加し盛り

いたように、ぜひ東京

少年ラガーが育っています。スクールが設立され

上げましょう！

多摩国体と呼びたいと

た当時、小学4年生であった私はラグビーにあこが

ころです。しかし、島

れ、5年生になったら参加する予定でいました。と

しょ地域や区部も会場

ころが直前に、スクールに通っていた一学年上の

になりますので、東京

知人が練習で足を骨折。そして私は周りの心配も

の自治体すべてが力を

あり、ラグビースクールに参加する機会が得られ

合わせることが大切です。全国から集まる参加者

ませんでした。その後は、サッカー少年となった

たちを地域で温かく迎え、スポーツ祭東京2013を

わけですが、ラグビーは今でも魅力を感じています。

皆で成功させましょう！

市内の高校では、成蹊高校が全国大会に出場し

日本体育協会・功労者表彰
日本オリンピック委員会創立
100周年記念事業
前武蔵野市体育協会会長

鈴木 英久 氏

武蔵野市では、国体の7人制ラグビーフットボー

たり、もちろんプロチームの横河武蔵野アトラス

ルが武蔵野陸上競技場で、成年バスケットボール

ターズもトップリーグへの復帰を目指して頑張っ

昨年7月、日本オリン

が総合体育館で、全国障害者スポーツ大会のグラ

ています。４年後のオリンピックでは７人制ラグ

ピック委員会100周年記

ンドソフトボールが都立武蔵野中央公園で行われ

ビーの男女競技も行われ、また2019年にはラグビ

念事業・功労者として、

ます。どの会場でも全国のトップアスリートたち

ーワールドカップ日本大会が予定されるなど、今

日本体育協会より表彰さ

が素晴らしい試合を展開してくれることでしょ

後のラグビー人気は高まるものと確信していま

れました。

う。今から試合を見るのが楽しみでなりません。

す。国体を機に武蔵野でのラグビーの取り組みを

子どもたちにもぜひ観戦してもらい、国体出場や

さらに広げられたらと期待しています。

鈴木氏は長年、日本の
体育振興において多大な

日本代表をめざしたり、ひいては世界で活躍する

バスケットボールは、中学生の部活動で人気の

功績があると共に、昭和

夢を描いて欲しいものです。デモンストレーショ

あるスポーツです。市内いずれの中学校にもバス

63年から平成18年まで、

ンのウォーキングには家族で参加して楽しんでい

ケ部があり、練習も熱心に行われているようで

当体育協会の会長を務めていただきました。心よ

ただきたいと思います。

す。高校でもほとんどの学校に部があり、男女共

りお祝い申し上げます。
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平成23年10月10日(祝)に開
催されました。参加者の皆さん
は各種目を楽しんでいました。
今年は、10月8日(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おります。
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武蔵野市体育協会

体育功労賞

芳賀美智子

剣道連盟

金廣美喜夫

バレーボール連盟

この度は、表彰をいただき感

この度、市民体育祭におい

謝申しあげます。思えば私の所

て、市体育協会より体育功労賞

属しております「吉祥寺剣道

として表彰をいただき誠にあり

会」は連盟に参加して早いもの

がとうございました。微力なが

で35年になります。一人でも多

ら、これからも武蔵野市のバレ

横河電機バレーボール部は、受賞を励みにさらな

くの子ども達に心と体を鍛える

ーボール発展のために努力して

横河電機バレーボール部

バレーボール連盟

る高みを目指しています。スポーツの原点は楽しむ

場所になればと思って指導にあ

いきたいと思いますので、よろ

事です。楽しむことで、私たちの目標である「日本

たっております。この度の賞を

しくお願いします。

一」を達成できると信じています。バレーボールを

励みに微力でありますが、これ
からも活動を続けて参ります。

通じて武蔵野市に元気と笑顔をお届けします。

保泉

昇作

新保

ございました。多くの仲間に
支えられ、秀でた先輩達の後
ろ姿に励まされ、35年余続け

りがとうございます。
スキー連盟とのかかわりは、

て来られました。「生涯現

武蔵野市民スキーでのバッジテ

役」をモットーにしながらも

スト一級合格から始まり、指導

健康に気づかい、後輩たちの

員を取得し指導する楽しさも知

役に立ちたいと思っておりま

りました。今後も、この賞を励

す。

みに生涯スポーツとしてスキー

レクリエ―ション連盟

を続けていきたいと思います。

この度は功労団体表彰を頂き冥加に余るおもいで
す。昭和54年創立し33年間地道に続けて参りました
事が武蔵野市のフォークダンスの基盤を築き普及活
動へと繋がりました。今後もフォークダンスの楽し
さを多くの皆様に伝え続けて参ります。

山口

雅也

アーチェリー協会

俊一

水泳連盟

彰をいただきありがとうござい
ます。私が水泳連盟には入った

この度、市体育協会から個

頃（昭和47年）は武蔵野プール

人表彰を頂きありがとうござ

が老朽化して水漏れがあり、常

います。アーチェリーは個人

に井戸水を補給していました。

競技でありそれなりの細かい

5時過ぎの練習時の水温はおそ

日頃、私は公認指導員とし

悦子

井上

この度は、市体育協会より表

技術が要求されるものです。

平

ソフトボール協会

市体育協会表彰ありがとう

スキー連盟

この度は、表彰をいただきあ

フラワーフォークダンス同好会

義夫

らく18～20℃位だったと思いま
す。また、当時は小学生の会員

て活動していますが、今後も

もいて、あの頃のプールは賑やかでした。あれから

初心者教室等で、技術指導を

40年経ちましたが、連盟にあの頃の活気が戻ってく

続けていきたいと思います。

ることを願いながら、
今年も練習したいと思います。

ソフトテニス連盟
「夢をあと押し」と中学生指
導に携わり十年余り今では逆に
励まされ、学びの場になってい
る事に気付かされます。この度
の表彰は、会長をはじめ仲間の
皆様のお蔭と心より感謝申し上
げます。ソフトテニスに多くの
方がご参加下さることを願って
います。

（社）東京都レクリエーション協会

優良団体表彰
武蔵野市ウォーキング協会
武蔵野市ウォーキング
協会は、この度、永年に
わたりウォーキングの発
展と健康増進の向上に尽
力をつくした功績が認め
られ、今年2月3日に（社）
東京都レクリエーション
協会より優良団体として
表彰を受けました。この
喜びを関係者各位をはじ
め、当協会の会員の方々と共に分かち合い、今後も
なお一層の精進と努力を続けてまいります。

第68回国民体育大会・第13回全国障害者スポーツ大会

リハーサル大会
今年、2012年に武蔵野市で開催されるリハーサル大会

ラグビーフットボール

バスケットボール

第26回
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

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

種 別：成人男子7人制
開催日：平成24年4月15日
（日）
会 場：武蔵野陸上競技場

種 別：成人男子・成人女子
開催日：平成24年8月11日
（土）
～14日
（火）
会 場：武蔵野総合体育館

◎スポーツ祭東京2013本大会
平成 25 年 9 月 28 日（土）～ 10 月 14 日（月）

