令和２年３月15日

89

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/

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会と
「誰もが安心して暮らし続けられる
魅力と活力があふれるまち」の実現に向けて
武蔵野市長

松下

玲子

を提供していきます。
さらには、駅前でのイベント実施や、スポーツ
ボランティア、来街者を歓迎する取り組みなどを

武蔵野市体育協会の皆さまには、長年にわたり、
市民が身近な場所で日ごろの鍛錬の成果を発表す

ルドマスターズゲームズ 2021 関西」と世界的な
スポーツイベントが連続して開催される３か年

る場である市民体育大会・市民体育祭の運営、ま
た運動に接する機会が少ない方を対象に手軽にス
ポーツに親しむ機会を提供する市民スポーツフェ

を、国ではゴールデンスポーツイヤーズと位置づ
けています。
ラグビーワールドカップ 2019 では、武蔵野陸

スティバルの開催など毎年の取り組みに加え、昨
年は東京都市町村総合体育大会において、５年に
１度の担当ブロックとして４つの種目を武蔵野市

上競技場・総合体育館、武蔵野プレイス前におい
て市独自のパブリックビューイングを開催し、世
界トップレベルのプレーと日本チームの躍進に

で開催するなど、本市におけるスポーツ施策に多
大なるご尽力を賜り心より感謝申し上げます。

「観るスポーツ」の素晴らしさを体感することが
できました。また吉祥寺駅前をラグビーに染める
イベントや、公認キャンプ地としてロシアチーム

昨年行われました市政アンケートでは、評価で
きる施策の第３位に「健康づくり」が入り、市民
の皆さまにも成果を実感していただけているもの
と感じております。また、市民の健康・体力づく

を応援する様々な取り組み、オーストラリアのク
ラッシックワラビーズの市内小学校訪問授業、ク
ラッシックジャパンとの交流試合など武蔵野市独
自の企画により、大人から子どもまで全ての世代

りの組織的な推進と、スポーツ、レクリエーショ
ン、保健、栄養などにおける取り組みが総合的に

にトップ選手の一流の技術に触れる感動体験の場
を提供してまいりました。

評価され、令和元年度体力つくり優秀組織表彰に
おいて都内では唯一武蔵野市が選ばれて全国６組
織の中に入り「体力つくり国民会議議長賞」を受
賞しましたことをこの場をお借りしてご報告いた

「全員が自己ベスト」「多様性と調和」「未来へ
の継承」という３つの基本コンセプトを掲げた、
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大

いった様々なかかわり方を通して、スポーツが持
つ、健康増進、レクリエーション、コミュニティ
の形成、気分転換など多くの効果を実感して運動

します。皆さまのご理解とご協力をいただき、施
策を進めてきた結果であり、改めて感謝申し上げ

会が、いよいよ今年開催されます。大会の成功
に向けて平成 29 年度から取り組みを重ねている

習慣が定着すること、また、誰もが自由に運動・
スポーツを楽しみ、子どもから大人まで、障がい
の有無や年齢、性別、国籍、思想、信条などの違

ます。
「ラグビーワールドカップ 2019」、「東京 2020
オリンピック・パラリンピック競技大会」、「ワー

「Sports for All」事業は、誰もが一緒にスポー
ツを楽しむことができる環境づくりを目指して、
オリンピック・パラリンピック競技を中心に、市
民の皆さま、特に子ども達にとって心に残る体験
松下武蔵野市長、小美濃市議会議長及び秋本体育

武蔵野市バレーボール連盟
創立 70 周年
武蔵野市バレーボール連盟会長 木村

丈治

協会会長を来賓としてお招きし祝辞を頂戴いたし
ました。また、当連盟の発展に尽力した関係者・
団体を表彰いたしました。
記念式典終了後に祝賀会を行い、来賓の渡邉東
京都地域連盟会長や井上警視庁フォートファイ

令和元年 11 月 30 日 ( 土 ) に、武蔵野スイング

ターズ監督にお祝いの言葉をいただき、乾杯の音

ホールのスカイルームにおいて、武蔵野市バレー
ボール連盟創立 70 周年記念講演及び記念式典を、
またレインボーサロンにおいて祝賀会を実施しま
した。
記念講演会は、元全日本選手でソウルオリン

頭を元全日本代表選手で北京オリンピック出場の
櫻井由香氏にお願いしました。出席者は、来賓を
はじめ当連盟関係者合わせて 82 名の出席で盛大
に行われました。
当連盟は、多くの皆様の協力により 70 周年を

ピックに出場した井上謙氏を講師にお招きして、
東京 2020 オリンピック・パラリンピックに関連

迎えることができました。武蔵野市体育協会・公
益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団をはじめた

したテーマで「オリンピックを目指して」を講演
していただきました。
講演会終了後に同じ会場で記念式典を行い、

くさんの方々のご尽力に感謝申し上げるととも
に、引き続き連盟の活動への支援・協力を頂きま
すようよろしくお願いいたします。

スポーツ指導員研修
― ボッチャ サポーター講習会 ―
スポーツ指導委員会

委員長

小尾

隆

スポーツ指導委員会は、市民スポーツの普及振
興をはかり、市民の自主的なスポーツ活動を促進
させるため指導員を育成しています。今回は、指

市内関係団体と共に充実させてまいります。７月
17 日に市内を走る聖火リレーでは、都内で唯一
の 1964 年東京オリンピックに続く２度目のセレ
ブレーション会場として、東京都や組織委員会な
どと連携を図りつつ、市民の皆さまにご協力をい
ただきながら、会場・沿道の準備やスタッフ・ボ
ランティアの確保などを行って安全に実施すると
ともに、より多くの方の記憶に強く残るイベント
としてまいります。また、ルーマニアのホストタ
ウン事業の集大成となる取り組みとして、大会期
間中の選手の応援企画や選手との交流の機会を設
けるなど、国際交流を深めてまいります。
ゴールデンスポーツイヤーズを機に、「するス
ポーツ」、「観るスポーツ」、「支えるスポーツ」と

いや多様性を認め合い、共に生きる「共生社会」
を実現していくことが、レガシーとなると考えま
す。引き続き、体育協会の皆さまの力をお借りし
て、「誰もが安心して暮らし続けられる魅力と活
力があふれるまち」の実現を目指していきたいと
考えておりますので、より一層のご協力をお願い
いたします。
導員研修として 12 月７日 ( 土 ) 正午より武蔵野
総合体育館ダンス室において東京 2020 パラリン
ピックの正式種目である「ボッチャ」の実技研修
会を実施しました。当日は、９つの加盟団体から
44 名の指導員が参加し、日本ボッチャ協会の関
直美講師の指導により「ボッチャ」を体験しまし
た。指導員の皆さんはスキルアップのため熱心に
取り組んでおりました。
「ボッチャ」は、ヨーロッパで障がい者のため
に考案されたスポーツで個人戦と団体戦がありま
す。競技はジャックボール（目標球）と呼ばれる
白いボールに、赤・青それぞれ６球ずつのボール
を投げたり、転がしたり、他のボールに当てたり
して、いかに近づけるかを競うスポーツです。
「 ボ ッ チ ャ」
は、障がい者
も健常者もみ
んなで楽しめ
るスポーツと
して今注目さ
れております。

武蔵野市体育協会

体育功労賞
篠田

幸信

剣道連盟

このたびは体育功労賞の表
彰をいただきありがとうござ
いました。
「生涯剣道」を目
指して道半ばですが、連盟の
成人・少年少女のみなさんに
剣道の楽しさを伝えられるよ
う引き続き努めてまいりたい
と思っております。これまで
支えて頂いた剣道連盟の先輩方、みなさんに心か
ら感謝しております。

天川

有美

スキー連盟

をしていただき、ありがとう
ございました。
スキーというスポーツを通
じて大自然と触れ合う喜び、
斜面を滑り降りる爽快感な
ど、一 人 で も 多 く の 人 に ス
キーの楽しさを伝えたくて活動してきました。こ
れも、一緒に活動してくれる仲間がいるからこそ
と、感謝の気持ちで一杯です。今後もスキー連盟
の一員として、協力していきたいと思います。

東京都体育協会表彰

生涯スポーツ功労者 受賞
桑津

昇太郎

この度、令和元年度の東京
都体育協会より生涯スポーツ
功労者として表彰を受けまし
た。今日まで健康を維持しな
がら青少年のスポーツ活動に
携わってくることができ、こ
のような表彰をいただきまし
たことを関係の皆様に感謝申
し上げます。
私の学生時代は、サッカーではありませんがス
ポーツに熱中し、青春を謳歌したものでした。長

第 回

男がボール蹴りに興味を持ち出してからの縁で、
サッカーの楽しさに入りこんでしまいました。武
蔵野市の少年サッカーチームの設立に参加し、
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英子

弓道連盟

松井

育子

水泳連盟

平成元年に体育館が出来、
弓道場を利用するようになっ
て、武蔵野市弓道連盟も大き

この度はありがとうござい
ました。水泳連盟に加盟して
27 年あまり携わってきたこ

く飛躍してきました。弓道の
特徴の一つである老若男女が

とで、連盟から推薦を頂戴し、
この賞をいただくことができ

参加できるスポーツとして、
会員は自分に合う時間帯、又
弓力に応じて参加して、健康
維持のため、又は昇段審査に向け精進しておりま
す。

ました。今後も水泳を通して、
泳ぐことの楽しさや記録向上
の喜びを伝えていけたら幸せ

平成 25 年には創立 60 周年を迎え、運営体制
が整い会員数も増加しております。弓道場に足を
運んで頂き弓道に対し理解して親しんで戴けたら

ぜひ多くの方に水泳で健康的に毎日を過ごしてい
ただきたいと思っております。これからも、安全
を心掛けて明るく楽しく指導をしていきたいと思

と思っております。ありがとうございました。

います。

本郷

雅和

柔道連盟

です。全身運動の水泳は大人から子供まで自分の
体力にあわせてできる素晴らしいスポーツです。

田中

誠

武術太極拳連盟

はからずも、この度、体育
功労賞の表彰を頂きありがと

この度は身に余る大変名誉
な賞を頂き、誠にありがとう

うございました。
武術太極拳連盟の一員とし
ての交流大会（市民体育大会）

ございます。
市体育協会・市柔道連盟・
東海大学松前柔道塾の諸先生

まだまだ若輩者ですが、体
育功労賞という名誉ある表彰

武蔵野市サッカー協会

妹尾

方、諸先輩方に心より御礼申
し上げます。
柔道は、日本古来の武道で
ありまた世界を舞台にした競技スポーツでもあり
ますが、加えて柔道は生涯の師にもなり、また永
い友人にもなります。
今後も柔道を通して「忍耐・練達・希望」の精
神で、青少年の身心の健全な発達や育成に微力を

や太極拳フェスティバル（市
民体育祭）、週一度の教室練
習などに、歳を忘れて参加し
ているうちにいつしか 20 年の月日が過ぎて行き
ました。これからも、諸先生、多くの仲間と共に
いつでもどこでも、誰にでも出来る太極拳を楽し
みたいと思っています。

尽してまいりたいと存じます。
活動を始めた少年サッカーが私のサッカーのス
タートでありました。地元少年チームの代表を務
め、その後武蔵野市サッカー協会少年連盟の代
表（チェアマン）を、その後武蔵野市サッカー協
会の第 3 代の会長を務めました。また 25 年前に
地元で女子サッカーチームを立ち上げ、とりわけ
ジュニアユース世代の育成に力を注いでまいりま
した。現在は、東京都サッカー協会女子連盟の委
員長を務め、東京における女子サッカーの普及育
成に力を注いでおります。
今日まで武蔵野市や東京都のサッカー協会の
サッカー活動に携わることができましたのも、周

オリンピック施設見学
体協役員・理事研修
令和２年２月８日に体協役
員・理事研修会を 33 名の参
加で行い、新国立競技場をは
じめとするオリンピック・パ
ラリンピック施設を見学し、
オリンピックミュージアムで
は競技体験や歴史について学
ぶ機会を設けました。

りの仲間の皆様のお力添えがあってのことでし
た。サッカーを通じて多くの皆様に巡り合え、楽
しく交流をさせていただきました。大変ありがた
いことと受け止めています。お世話になりました
皆様に、感謝申し上げます。
これを契機に、さらに健康維持を図りつつ、今
少しサッカーを通して、スポーツを通じて、将来
に向けて大きな可能性を秘めた世代である青少年

の健全な育成を願って指導を行ってまいりたいと
思っております。

武蔵野市民スポーツフェスティバル

令和元年 10 月 14 日
（体
育 の 日 ） に 第 34 回 市 民
スポーツフェスティバル
が開催されました。雨天
の中での開催でしたが、
大勢の方に参加いただき、
皆さんに楽しんで頂くこ
とができました。
今年は 10 月 11 日（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。

市民体力テスト

