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さらなる成長を

一般財団法人町田市体育協会
会 長
吉 原
修

して参ります。
また、２年後の 2017 年には、体協創立７０
周年を迎えます。数多くの先輩たちが築かれて
きた歴史を引き継ぎ、スポーツを通して健康で
豊かな人生を送れるよう寄与するとともに、町

町田市体育協会は、本年
度で財団化後５年目を迎え
ました。
この４年間は「一般財団

田市のスポーツが益々発展できるよう活動して
参ります。
関係各位の更なるご指導・ご鞭撻をお願い
し、ご挨拶といたします。

法人」としての基礎づくり
において、行政機関の多大
なご理解と多くのスポーツ

平成 27 年度

町田市体育協会

… 役 員 紹 介 …

関係者はもとより加盟団体の皆さまのご支援・
ご協力により、活発な事業活動を展開して参り
ました。
主なこととして、先の東京国体の地元開催競

町田市体育協会は、一般財団法人化後４年を
経過し全役員の改選期となりました。評議員・
監事・理事共にフレッシュな体制が整いまし

技の成功に大きな貢献を果たすと同時に念願の

た。理事体制は従来の１３名から１６名と増員

野津田公園指定管理者に共同事業者として参入

になり目的達成のために新たなスタートを切り

できました。お蔭様で一定の成果を挙げること

ました。

ができ、初期段階におけるご期待に何とかお応
えすることができたとの思いと同時に、多くの
反省点も自覚することとなりました。
さて、次のステップでは更なる成長に向け
て、新役員体制のもと３７加盟団体の活発な活
動と体協の事業展開において“総力”を挙げて
取り組んで参ります。
日本のスポーツ界を取り巻く環境は「ラグビ
ーワールドカップ 2019」の日本開催や「2020
年東京オリンピック・パラリンピック」開催に
向け大きな盛り上がりとなっています。
町田市では、ご承知のとおりその「キャンプ
地招致活動」が本格的な展開となってきまし
た。体協はこれらの活動に積極的に参加し貢献

一般財団法人 町田市体育協会役員

・代 表 理 事 （会 長） 吉原
・業務執行理事（副会長） 長村
・業務執行理事（副会長） 髙田
・業務執行理事（理事長） 山本
・業務執行理事（副理事長）萩原
・業務執行理事（副理事長）志村
・理事 山城 讓治 ・理事 森泉
・理事 本山 初男 ・理事 阿見
・理事 野毛 孝彦 ・理事 吉村
・理事 西井 義昭 ・理事 山下
・理事 池田 益夫 ・理事 石松

修
敏明
實
正実
智博
靖彦
篤司
正三
力
信行
武彦

（※任期は平成 29 年の定時評議員会まで）

・監事

若林 章喜 ・監事 山本 伸子
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○賛助会事業

27 年度 体協

事業計画

《基本的方針》
町田市における体育・スポーツの振興、健康
体力づくり、競技力の向上およびスポーツに関
する事業を行い、社会文化の
向上・発展に寄与することに
より、スポーツを通して明る

賛助会員の積極的募集等
○共同・受託事業
野津田公園指定管理業務・共同事業者として
の業務推進、町田市こどもマラソン支援事
業・運営協力、体育施設優先予約調整業務受
託
…………………………………………

27 年度 体協
【収入の部】
項

く健康的な社会の建設に寄与
する。

一般会計予算
（円）

目

スポーツ振興補助・負担金

41,735,000

費

2,310,000

受託費

5,169,000

青少年の日大会・市民体育祭・市民競技大

繰入金

800,000

会・広域スポーツ大会の実施、都民・市町村

諸収入

50,000

繰越金

9,000,000

《事業計画》
○各大会の実施および代表者派遣事業

体育大会への派遣および結団式・解団式の実

会

予 算 額

施

合 計

○育成強化事業
選手育成のための補助と協力、選手強化のた

【支出の部】

めの講習会等の実施
○主催・交流事業
体協主催「すぽーつ祭まちだ２０１５」の実
施、加盟団体代表者交流会の実施等
○広報関連事業
ホームページの充実化、体協だよりの発行等
○生涯スポーツの支援・推進事業

項

目

事務局運営費
報償費

59,064,000
（円）

予 算 額
26,802,000
300,000

補助金及び分担金・負担金
事業補助金
スポーツ振興事業費

3,115,000
11,465,000
3,287,000

生涯スポーツに関する支援、福祉スポーツ事

研修費・委託料

898,000

業への協力

会議費

250,000

需用費

1,520,000

役務費

920,000

使用料・賃借料

764,000

○表彰事業
体協・体育功労者表彰、都・都体協へ功労者
等の推薦等
○体育施設の優先利用の推進事業

備品購入費

15,000

交際費

90,000

公課費

90,000

各種スポーツ教室・講習会への指導者の派

予備費

4,798,000

遣、各種スポーツ資格者登録制度の導入等、

次年度繰越金

4,750,000

体育施設の有効利用のための使用調整、体育
施設利用に関する整備・拡充への提言
○指導者の派遣事業

救急救命講習会等の企画実施

合 計

59,064,000
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８月５日には優勝３団体と体協会長および役
員が市役所を訪れ市長に優勝報告を行いまし
た。８月２１日には両選手団合同の解団式が開
催され、選手の健闘を労うとともに数か月に亘
った今年度の大会は無事閉幕となりました。

総勢５４１名の選手を派遣

【都民体育大会入賞団体】

都民体育大会は５月６日から６月２０日まで
開催され、１９競技（夏季 1・冬季 1・春季 17
競技）に参加しました。派遣選手は総勢３１４
名で、日ごろから努力を重ね鍛えた技術力・競
技力を発揮し試合に臨みました。その結果、テ
ニス競技（男子）・弓道競技（女子）・少林寺
拳法競技（女子）が優勝しました。

男子総合成績 23 位/55 区市町村
女子総合成績 17 位/54 区市町村
競技名（男子）

順位

競技名（女子）

順位

テニス

1位

弓道

1位

少林寺拳法

3位

少林寺拳法

1位

クレー射撃

4位

空手道

3位

バドミントン

5位

なぎなた

6位

軟式野球

8位

―――――

――

自転車

8位

―――――

――

【東京都市町村総合体育大会入賞団体】
町田市総合成績 7 位/29 市町村
男子総合成績
7 位/29 市町村
女子総合成績
9 位/29 市町村
競技名（男子）

順位

競技名（女子）

順位

バドミントン

2位

ソフトボール

3位

弓道

2位

陸上

5位

８月２日まで開催、１２競技に総勢２２７名の

軟式野球

3位

バドミントン

5位

選手が参加しました。残念ながら優勝競技はあ

陸上

4位

―――――

――

りませんでした

空手道

5位

―――――

――

が、バドミント

卓球

5位

―――――

――

ン競技（男子）

ソフトボール

5位

―――――

――

町田市選手団入場行進（都民大会開会式）

また、市町村総合体育大会は７月１９日から

と弓道競技（男

…体協

子）が準優勝と
なりました。両
大会とも多数の

市町村大会結団式・選手宣誓

入賞を果たすなどそれぞれ健闘をしました。

市
長
に
優
勝
を
報
告

今 後 の 予 定…

☆体協加盟団体代表者懇親会
・１０月９日（金）午後 6 時 30 分から
☆「すぽーつ祭まちだ２０１５」
・１１月８日（日）午前 9 時～午後 3 時 30 分
・市立総合体育館全館
☆町田市こどもマラソン大会
・１２月５日（土）
・町田市陸上競技場

☆ジュニア育成講習会
・2016 年１月（予定）
・市立総合体育館
☆町田武相駅伝競走大会
・１月３１日（日）
・野津田公園周辺コース

昨年のすぽーつ祭から
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（敬称略・順不同）
☆町田市一般表彰

５月９日

【社会教育功労…個人】
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ご支援ありがとう
…… ございます
町田市体育協会賛助会員の皆さま、平素から
本協会の運営にご支援・ご協力を賜り感謝申し
上げます。平成２７年８月３１日現在、企業・
団体４２、個人３４人の皆さまから賛助会費を
いただきました。この貴重な財源は、市民の健
康増進の諸事業やジュニア世代の育成等に有効
に活用させていただいています。

・佐佐木正行：弓道連盟
・西内徹：スキー連盟
・川上伸：空手道連盟
・白濱雅弘：少林寺拳法協会
・山根とよ子：バレーボール連盟
・荒川潔：バレーボール連盟
【社会教育功労…団体】

賛助者ご芳名

（敬称略・順不同）

・バレーボール連盟
・陸上競技協会
・クレー射撃連盟
☆東京都体育協会表彰

５月１０日

・河原孝子（前体協監事）：生涯スポーツ功労者
・町田市ゴルフ協会：生涯スポーツ優良団体
☆町田市体育協会体育功労表彰

６月２６日

・大垣宗義：アーチェリー協会
・細川美千代：ダンススポーツ連盟
・安彦次郎：陸上競技協会
・柏木芳夫：陸上競技協会
・鈴木栄蔵：陸上競技協会
・渡辺正行：ソフトテニス連盟
・青山稔広：クレー射撃連盟
・小野京子：なぎなた連盟
・村田美智代：トランポリン協会
☆町田市体育協会表彰

８月２１日

（都民・市町村体育大会上位入賞団体）
【都民体育大会】
・１位：テニス競技（男子）
・１位：弓道競技（女子）
・１位：少林寺拳法競技（女子）
・３位：少林寺拳法競技（男子）
・３位：空手道競技（女子）
【東京都市町村総合体育大会】
・２位：バドミントン競技（男子）
・２位：弓道競技（男子）
・３位：軟式野球競技（男子）
・３位：ソフトボール競技（女子）

【企業・団体】 ㈱ギオン、ナガセケンコー、
日本体育施設㈱、町田市農業協同組合、八千代
銀行町田支店、㈲セキヤスポーツ、㈻桜美林学
園、㈻国士舘大学体育学部、㈻昭和薬科大学、
㈻東京家政学院、卓球協議会、千寿産業㈱、バ
レーボール連盟、町田ウォーキング協会、空手
道連盟、弓道連盟、少林寺拳法協会、ソフトボ
ール連盟、水泳協会、体操連盟、ダンススポー
ツ連盟、トライアスロン連合、テニス協会、ト
ランポリン協会、なぎなた連盟、軟式野球連
盟、武術太極拳連盟、町田サッカー協会、卓球
連盟、バドミントン連盟、マレットゴルフ協
会、ライフル射撃連盟、陸上競技協会、レクリ
ェーション協会、レスリング協会、アーチェリ
ー協会、合気道連盟、柔道連盟、クレー射撃連
盟、少年少女バレーボール協会、ママさんバレ
ーボール連盟、早朝野球協会
【個 人】 山田祐治、保坂よし子、森甫子、
鈴木梅子、五十嵐雅野、河野章子、水野大、岩
浜八江子、小野京子、横山ケイ子、播磨浩美、
能條フミヨ、飯冨美智子、村上真弓、重元洋、
荒木敦子、仲村三枝子、水上町子、窪川豊、中
村みゆき、安高瑞穂、鈴木敏則、河原孝子、藤
井美知子、曽我部美佳、小林啓蔵、小塚英城、
池田益夫、本山初男、堀浜義光、茂木弘樹、山
本芳男、井上賢治、金子博

賛助会加入のお願い
厳しい経済状況ですが、趣旨をご理解いただ
き、多くの皆さまが加入してくださることをお
願いいたします。
《 賛助会会費 》
・企業・団体
１口「10,000 円」以上
・個人会費
１口 「2,000 円」以上

