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コロナ禍におけるスポーツ
武蔵野市体育協会会長

秋本

清

2019 年 12 月に
新型コロナウイル

向け、復興の証しとして、また、新型コロナに打
ち勝つ希望の炎として走り出します。武蔵野市で

るいニュースも届いています。
武蔵野市においては、感染予防に留意し、アウ

ス感染症が中国で
確認され、１年２
か月たった今でも

の聖火リレーは、７月 16 日に行われる予定です。
（昨年度予定ルート：吉祥寺駅〜武蔵野陸上競技
場。ルート等の詳細については今後発表。２月

トドアスポーツは再開されている競技もあります。
全国的には、全国高校ラグビー大会が東大阪市
花園ラグビー場で令和２年 12 月 27 日から今年

世界中で猛威を振
るっています。
この感染症は、

15 日現在）
この新型コロナウイルス感染症は、武蔵野市の
スポーツ関連事業においても多大な影響を及ぼし

の 1 月 9 日まで、全日本バレーボール高等学校
選手権大会が東京体育館で 1 月 5 日から 1 月 10
日まで行われました。感染対策の為、無観客など

私たちの日々の暮
らしを大きく変え
てしまいました。

ています。
昨年春の市民体育大会や秋の市民体育祭のイン
ドア競技については、一部を除いて大会を中止せ

異例の開催となりましたが、選手の皆さんは貴重
な青春の 1 ページを刻むことができたのではない
でしょうか。

2020 年 に 開 催

ざるを得なくなりました。また、アウトドアスポー
ツにおいても、延期や中止が相次ぎました。この
ように多くの市民がスポーツの機会を奪われてい
ます。特に、インドアスポーツは感染のリスクが

コロナ禍による閉塞感が続く中、市民一人一人
が日常生活において、ストレッチやウォーキング
などで積極的に体を動かすことで健康を維持し、
将来的な疾病予防だけではなく、メンタル面でも

高いため、団体での練習や競技がなかなかできな
い状況です。

気分転換やストレス解消につながるのではないで
しょうか。一部の国ではワクチンの接種が始まり

このような中でも最近では少しずつですが、明

ましたが、日本でも一日も早く安心安全なワクチ
ン接種により感染症がおさまり、以前のような制
限のない生活ができることを切に願います。

が予定されていました東京 2020 オリンピック・
パラリンピックが 1 年延期され、本年７月 23 日
に開幕予定となりました。
3 月 25 日には、いよいよ日本での聖火リレー
が始まります。10 年前の東日本大震災被災地で
ある福島県楢葉町にある J ヴィレッジより全国に

東京 2020 オリンピック・パラリンピック
武蔵野市では、誰もがスポーツに参加できる環
境づくりを目指して、東京 2020 オリンピック・
パラリンピック競技大会等に向けたイベント名
を「Sports for All」とし、様々な競技を体験す
る機会を創
出してきま
した。また
ボッチャ武
蔵野カップ
の開催をは
じめとし
て、障害者
スポーツに
親しめる環
境を作り、
ボッチャや
シッティン

憩をとりなが

また７月 16 日（金）には市内で東京オリンピッ
ク聖火リレーが開催され、市陸上競技場で聖火の
到着を祝う式典「セレブレーション」が行われま

ら、野沢温泉
スキー場や菅
平高原スキー

す。これを市民の記憶に残る機会となるように準
備を進めてまいります。
コロナ禍において先行きの不透明な中ではあり

場に向かい、
夜中に到着
し、朝から講

ますが、これらの取組みを東京 2020 大会のレガ
シーとして継続し、子どもたちをはじめ、市民の
皆様の心に残る魅力的な体験の機会を提供してい

習でした。た
くさんの参加者のために体育課の職員、講師の
方々で夜の打ち合わせまで頑張ったことを覚えて

きます。

います。参加者には女性も多く、皆さんの行動力
に驚かされたことを思い出しました。スキー講習
やミーティングで多くの市民の方々と交流でき、

東京都
スポーツ功労賞表彰
武蔵野市スポーツ少年団本部
本部長 舟橋

優子

よい企画だったように思います。
スキー講師の中から、子ども達にもスキーの楽
しさ厳しさ等の魅力を体験させたいと話が出たと
ころ、体育課が子ども達のためならと全面的に協

令和２年度に武蔵野市教育委員会の推薦をいた
だきまして、東京都スポーツ功労賞を受賞するこ

力してくださることになり、武蔵野市スポーツ少
年団の中の１団体として「武蔵野市スキースポー

とができ、身の引き締まる思いです。
令和２年 11 月１日、都議会議事堂「都民ホー
ル」にて表彰式が執り行われ「団体での活動歴に
関する功績」として東京都知事小池百合子名の表

ツ少年団」が発足しました。発足から 40 年の月
日がたち、何人もの子ども達とスキーを中心に登
山、ハイキング、海での体力作り等の野外活動を
して過ごしてきました。多くの時間を子ども達の

現在、市出身で女子サッカー日本代表の岩渕真
奈選手を応援するプロジェクトを進めています。

彰状を東京都オリンピック・パラリンピック事務
局長よりいただいて参りました。このような賞を

ために費やしてくれる講師と活動がスムーズに行
えるよう協力してくれる父母会、多方面にわたる

コロナ禍においても海外でのプレーにチャレンジ
し奮闘する岩渕選手を、市民と共に応援していき
ます。

いただけましたのは、長年に渡り多くの方々のご
尽力、ご協力の賜物と感謝の気持ちで一杯です。
最初は市の関連するスポーツに生徒として参加し
ておりましたが、50 年程前に武蔵野市スキー連
盟に所属し、当時とても人気があり盛んに行われ

補助をいただける市の大きな協力があってこそ続
けてこられたものです。感謝の気持ちで一杯です。
今では先輩の青年達が講師に加わり、子ども達
の面倒を
見てくれ

ていた武蔵野市教育委員会主催の「市民スキー講
習会」に講師として参加し、お手伝いを始めたの
がスポーツ少年団活動のきっかけです。スキー講
習会は、夜バス２台が満席で市役所を出発し、高
速道路はありませんでしたので一般道で何回も休

るように
なり、大
きな喜び
となって
おります。

グバレー
ボールの全
国大会を市
内で開催するなど、パラスポーツの普及啓発にも
継続して取り組んでまいります。

体育協会は、春の市民体育大会、秋の

それぞれの加盟団体には専門知識を

市民体育祭、各種スポーツ教室、体力テ

もった指導者がおりますので、お気軽に

ストとスポーツフェスティバルの開催や

声をかけてください。

東京都ジュニア育成地域推進事業・シニ

皆様がスポーツに親しみ、楽しく体力

アスポーツ振興事業の実施、そして指導

づくりができるよう協力してまいります。

者養成など市民の健康づくりのための活

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。

動を行っています。

柔道連盟

空手道連盟

生涯スポーツ柔道
明るく

花川和彦

楽しく

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

厳しく

☎ 090 － 3807 － 7853

三谷和也

☎ 090 － 1107 － 0245

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
ソフトテニスは生涯スポーツ皆ん
なで楽しくスマイル & ハイタッチ

竹内安昭

軟式野球連盟

野球場や武蔵野中央公園で仲間と
一緒に野球を楽しみましょう！

松嶋夏夫 ☎ 090 － 2624 － 2173
（平日 20 時～ 21 時）

スキー連盟

☎ 090 － 2550 － 0430

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）

卓球連盟
今、卓球ブームです！あなたも
卓球で良い汗かきませんか

小川昌邦

☎ 22 － 4811

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

沼尻洋子

陸上競技協会

気分爽快

より速く

☎ 55 － 2675

山岳連盟

藤見清治

より高く より遠くへ
自己への挑戦 !!

☎ 090 － 2443 － 6040

水泳連盟

（17 時 30 分以降）

生活に水泳を！水泳で楽しく
健康な毎日を送ろう

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

佐藤多津江

☎ 090 － 2622 － 7058

☎ 080 － 8479 － 1573

（18 時～ 21 時）

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

バレーボール連盟

誰にでも手軽なフナ、ハゼ等の釣会を催してます
中高年者大歓迎

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

楽しみませんか

後藤圭子

釣魚連合会

弓道連盟

生涯スポーツとしてバレーボールを

☎ 090 － 4913 － 0466

長島みつ子

大谷和夫

☎ 51 － 3106

☎ 44 － 6885

乗馬連盟

合気道連盟

ゲートボール協会

サッカー協会

乗馬は人と馬とが

命の力の高め方と使い方を

小学生から高齢者まで一緒に楽しく

楽しむ心！諦めない気持ち！

ペアで行うスポーツです

合気道の技を通して学びます

心身とも爽快になるゲートボール

高橋陽子 ☎ 042 － 386 － 1865（夜間）

小木曽 淳

☎ 070 － 3822 － 6340

前嶋肇男

☎ 41 － 8708

そして

戸谷

仁

リスペクト！

☎ 080 － 5465 － 8811

民謡舞踊連盟
健康づくりに皆さん
楽しく踊りませんか！

ソフトボール協会

児玉美和子 ☎ 090 － 2642 － 0919

藤本竹次

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

☎ 51 － 7183

中村

弘

☎ 54 － 0567

ソシアルダンス連合会

バスケットボール連盟

ダンスは明るく、
楽しく、美しく！

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

ライフル射撃協会

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

島森壽一

☎ 090 － 1651 － 4632

ターゲットバードゴルフクラブ連合会

☎ 080 － 6555 － 2144

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！

下島一機

☎ 31 － 5697

ボウリング連盟
スポーツ少年団本部

老若男女、笑顔がつなぐ行事参加
自分のペースで練習体力作り

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

山本文子

ラグビーフットボール協会

☎ 53 － 7066

ラグビーがつなぐ

☎ 53 － 2616

田川良太

人とまち！

☎ 090 － 8877 － 4492

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！

堀口裕恒

ラジオ体操会連盟

テニス連盟

体操は、日々の安否確認のための
大切な場所です

テニス愛好家でコミュニティーの
輪を拡げてまいります！

宮下みさ子

宇津木 温

☎ 54 － 3477

ドッヂビー協会

アーチェリー協会

子どもと大人が同時プレーのできる

1 人でやっても楽しいアーチェリー

他にはない屋内スポーツです

皆でやればもっと楽しい

安田雅彦

☎ 090 － 1403 － 2216

須長弘文

☎ 090 － 8302 － 9375

☎ 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

☎ 54 － 4064

武術太極拳連盟
健康づくり、仲間づくり
いつまでもすこやかに美しく

長谷川

☎ 57 － 4353

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

東京都体育協会
生涯スポーツ功労者表彰
武蔵野市スポーツ少年団本部
本部長 舟橋 優子

東京都体育協会

東京都市町村体育協会連合会

生涯スポーツ優良団体表彰

功労者表彰

武蔵野市武術太極拳連盟会長

山下

倫一

武蔵野市山岳連盟理事長

小尾

隆

令和２年度に武蔵野市体
育協会の推薦をいただき、

世界中がかつて経験したことのない未曾有の災
害、コロナ禍の 2020 年、当連盟は市体協の推薦

この度、東京都市町村体
育協会連合会より体育功労

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。例年５月

で東京都体育協会「生涯スポーツ優良団体」表彰
を受けました。
2004 年創立後、短期間で市体協に加盟させて

者として表彰されました。
これも武蔵野市を始め体育
協会、山岳連盟、事業にご

に行われる区市町村の体育
協会が一同に集う都民体育
大会開会式において表彰を
いただくのですが、新型コロナ感染拡大による緊
急事態宣言発令により開会式が中止となり、11

いただき、更にこのような素晴らしい賞を受けら
れたことは、喜びと共に関係各位に対し感謝の気
持ちで一杯です。
今回の賞は、当連盟が創立以来目指してきた、
生涯を通じて継続できる健康づくり、仲間作り、
社会への寄与という点を評価していただいたもの

参加いただいた市民の皆様、
多くの関係者のご協力によ
るものと感謝申し上げます。
山岳連盟は、日本マナスル隊がヒマラヤマナスル
初登頂に成功した昭和 31 年（1956 年）の３月７日

月の常任理事会におきまして、秋本会長より表彰
状を伝達授与していただきました。ありがとうご
ざいました。
武蔵野市体育協会に加盟して約 50 年。当時の
武蔵野市教育委員会主催の市民スキー教室の講
師を初めにスキースポーツ少年団の創立に関わ
り 40 年。たくさんの子ども達にスキーの魅力や
厳しさを体験してもらうことができました。青年
達はデモンストレーターで活躍したり、指導員の
資格を取得したりし、後輩の子ども達と一緒にス
キーを楽しんでいる姿を見ると、続けてきて良

と思います。そしてコロナ禍の今も、この目的の
ため、万全の対策の中で活動を続けています。
残念ながら、緊急事態宣言下で式典は中止され、
また、連盟内部の年度内行事のほとんども中止と
なったため、この慶事を会員に周知し、皆で祝う
機会が奪われてしまいました。
この禍が収束し、誰もが気兼ねなく集える時期
が来たら、今一度、受賞のお祝いを盛大に催した
いと思っています。
ありがとうございました。

かったと思っております。
現在は武蔵野市体育協会役員として加盟団体の
皆様が気持ちよく、健康に活動できますようバッ
クアップしていけるよう頑張っております。

に結成されました。現在は、
「安全登山の普及と委
託事業の実施、加盟団体の交流」を目的に現在加盟
20 団体約 400 名で活動しております。
山岳連盟の活動は、登山技術のスキルアップと安
全登山指導のための「指導者講習会」
「市民体育大会・
市民体育祭」連盟会員親睦登山の「交流登山」の開
催、加盟団体の活動支援、そして受託事業である「初
心者登山教室」の実施など年間を通して行っており
ます。
近年、山岳遭難者に占める未組織登山者の割合が
増加しています。その原因の一つに登山技術、装備
などの知識が乏しい自己流登山者が増加しているか
らだといわれております。そのため、これからも初
心者登山教室、指導者講習会などを通して、安全登
山の普及と登山指導者の育成に尽力し遭難事故の減
少に貢献してまいります。

武蔵野市

吉原 千浪

体育協会表彰
中尾

豊

山岳連盟

山登りの楽しみ方は「百
人百様」で問題ありません
が、山登りの誰にも共通す
る一番大事なことは「無事
に家に戻る」ことです。こ
のことを胸に、
これまで 20 年以上「登山スクール」
「初心者登山教室」
「市民登山」等の登山初心者対
象の事業のお手伝いをさせていただきました。今
後も後進のスタッフに委ねて「安全登山」を初心
者に浸透させていきたいと思っています。

幸一郎

博昭

サッカー協会

この度は武蔵野市体育協

テニス連盟

武蔵野市体育協会表彰を
いただきありがとうござい
ました。
テニス連盟は創立 32 年
になりますが、創設から現
在に至るまで、武蔵野市民
参加の数々のイベントや、
春・秋にある市民大会参加
の方々、またサポートしていただく体育協会の皆
様、そしてテニス連盟理事の仲間たちに支えられ
活動してこられたことを心から感謝しております。
近年テニス連盟理事も若返り、益々パワフルに
活動してまいりたいと思います。

大学からは市内で少年サッカーの指導員となり、
サッカー協会が発足。一般部で活動し、壮年部を
立ち上げ、理事長として協会に関わってまいりま
した。サッカーを通じて、たくさんの出会いと思
い出ができたことに感謝し、今後もサッカーを楽
しみたいと思っております。

泉

ざいました。
バレーボール連盟の一員

た。共に活動して来た諸先輩方や仲間のお陰で長

サッカーをしていた日々を
懐かしく思います。また、

田中

この度は身に余る表彰を
していただきありがとうご

として大会運営やジュニア
育成のお手伝い、チームの
一員として仲間との練習や
大会などに参加してきまし

会表彰をいただき、誠に有
難うございました。市内の
小学校でサッカーを始め、
中学、高校とボールを蹴ら
ない日は１日もないくらい

この度は身に余る名誉あ
る表彰をしていただき有り
難うございました。

蓼沼

安田

バレーボール連盟

スキー連盟

この度は体育協会表彰を
いただきありがとうござい
ました。推薦いただいたス
キー連盟の皆様に御礼申し
上げます。
市民の皆様が毎年楽しみ
にしていただいたスキーイ
ベントもコロナ禍で全て中
止せざるを得ませんでした。初めての子ども達に
安全に楽しく滑るカリキュラムを考え提供するこ
とも叶いません。
自然環境も含め当たり前が当たり前でない昨今
の状況ですが、大自然の恩恵の中で楽しいスキー
を今後も皆様に体験いただけるよう努めて参りま
す。

年続けられたと感謝の思いで一杯です。
2020 年は大変な年でしたが、これからも大好
きなバレーボールを様々な形で細く長く続けてい
けたらと思います。

小野田

英明

弓道連盟

小野田英明氏（享年 78 歳）は、令和２年 12 月
21 日にご逝去されました。ご冥福を心よりお祈り
申し上げます。
小野田氏は、選手として競技会に出場したり指
導員として後輩の育成に努めながら、役員として
連盟の運営に携わり、33 年に渡りスポーツ振興に
貢献されたため表彰させていただきました。知ら
せを聞いた小野田氏はとても喜び翌日から歩く練
習を行う程でした。しかし、病床から出られず奥
様が代理出席し自宅で小野田氏に手渡されました。

新事務局体制
令和２年度から事務局体制が変わり、事務局長
及び職員が次のとおり着任しました。
事務局長 小尾 隆 令和２年 ４ 月１日着任
事務局員 德永 文恵 令和２年 10 月１日着任
事務局員 岡村 明子 令和２年 10 月１日着任
武蔵野市のスポーツ振興及び加盟団体・会員の
スポーツ活動の支援を高めるため、職員一同より
一層努力してまいります。

