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体育協会創立 70 周年
★新年のご挨拶★

代表理事
会長

吉原 修

新年明けましておめでとうございます。
昨年はリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックが開催され、多く
の日本人選手が活躍し、過去最高のメダル獲得数となりました。また町田市
からも 4 名の代表選手が活躍し、その興奮と感動は、皆さまも鮮明な記憶と
して残っているものと思います。
さて次期東京オリンピック開催まで、残すところ 1,300 日余りとなりました。各競技の開催会場
も暫時決定し、いよいよ本格的な準備が始まります。町田市においては「キャンプ地招致活動」が活
発化するとともに、1 月 14 日（土）にリオ大会でのオリンピック･パラリンピックの旗が 2020 年東
京大会機運醸成に向けて「町田シバヒロ」に来ます。当日は町田出身のリオ大会で活躍された選手や
歌手（TOKIO）の城島茂さんも招待してのセレモニーが予定されています。さらに 2019 ラグビー
ワールドカップ開催に向けた準備も鋭意進められています。町田市体育協会は行政と共に町田市の
スポーツ振興と市民の生涯にわたる健康づくり、競技力向上など未来のオリンピアン育成にも貢献
し、明るく楽しい豊かな人生を築くことができるよう、活動を推進してまいります。
また、本年は町田市体育協会創立 70 周年を迎える記念すべき年となります。記念式典を始め、市
民体育祭の合同開会式、記念誌の編修等、様々な記念事業を実施いたします。これらの事業実施につ
きましては、加盟団体・各競技団体および賛助会員等の皆様の多大なるご支援・ご協力をいただかな
ければ実施困難と考えております。
どうか本年も、昨年にも増してご指導・ご鞭撻をお願いするとともに、ご協力をお願い申しあげま
して新年のご挨拶とさせていただきます。

加盟団体紹介

町田市体育協会に加盟している団体は、現在 37 団体で
す。今年も、市民のスポーツ振興、体力向上、健康増進等
のため、様々な事業を実施してまいります。
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★体育協会主催事業

「すぽーつ祭まちだ 2016」

第 13 号

11 月 6 日(日)町田市体育協会加盟団体が総力を
結集して、毎年実施している「すぽーつ祭まちだ」
を開催しました。第 5 回目を迎えた今年度は、天
候にも恵まれ、およそ 2,400 人の来場者が訪れ、
スポーツ体験で汗を流しました。本事業は、市民
がスポーツと触れ合う機会を提供するため、また
スポーツ愛好家の増進、体力向上のきっかけとな
るよう、子どもから高齢者まで 1 日をとおして楽
しめるイベントとして計画しました。
各加盟団体のブースでは、来場者に楽しく体験
していただくよう、趣向を凝らし、シューティン
グによる的当てや、スピードガンによる投球速度

クレー射撃連盟／ライフル射撃連盟

測定など、楽しいプログラムが盛りだくさんとな
りました。

アーチェリー協会

今回初めて参加した、クレー射撃連盟・ライフ
ル射撃連盟の共同で運営したブースのコルク銃
での的当ては、大人気で、来場者に少々お待ちい
ただく状況でした。
毎年人気の、総合体育館 4 階・和洋弓場では終
日をとおして、アーチェリー体験に多くの皆さん

が訪れ、賑わっていました。
リオ・オリンピックで好成績を残した種目はやは
り大人気でした。（卓球・バドミントン）
メインアリーナ中央では、加盟団体がデモンス
トレーションを披露
し、多くの来場者を
魅了しました。
イベント終了後に
は閉会式が行われ、
加盟 37 団体が総力
を結集した「すぽーつ祭まちだ 2016」が盛況のう
ちに終了することができました。
【左上から、一般体操リズム運動、新体操、ダン
ススポーツ、空手、なぎなた、武術太極拳、新体
操パート２、新体操リボン：個人】
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平成２８年度東京都功労者表彰
（スポーツ振興功労団体）

★ 表彰 ★

◆陸上競技協会（2016 年 10 月 3 日）
陸上競技協会が平成 28 年度東京都功労者表彰（スポーツ振興功労団体）を受賞しました。
陸上競技協会は、昭和 22 年の創設以来、町田市における
陸上競技を総括し、かつ代表する団体として、市民が行う陸上
競技の健全な普及、振興と競技力向上に努めるとともに、主に
町田市民体育祭陸上競技大会や町田武相駅伝競走大会を主
催し、町田市のスポーツ文化の進展と市民の心身の健全な発
達に寄与してきました。その結果、全国大会やオリンピックなど
に出場する選手の発掘、育成に貢献してきました。なお、今回
の受賞は町田市の団体としては始めての受賞となりました。
【町田市長を表敬訪問し、受賞の報告を行いました。11/1】

２ ０１ ６
年１ ０ 月
７日、ラ
◆ 代表者懇親会 ◆
ポール
千寿閣にて、平成２８年度・町田市体育協会「代表者懇親会」
を開催しました。
代表者懇親会は、日頃交流の少ない加盟団体代表者に参
加いただき、相互の理解と親睦、情報交換を目的に毎年開催
しています。今年度は、各加盟団体会長・理事長を始め、体
育協会役員、また来賓として町田市副市長、市議会議長、ス
ポーツ議連会長や賛助会員の方々にも出席いただき、総勢
65 名の皆様から、体育協会への期待と激励のお言葉をいただき、和やかに親睦を深める事ができました。
理解と親睦を深める

・・・高齢者の健康増進・・・
高齢者のスポーツ実施率の向上を図り、もって
高齢者の健康の維持・増進に寄与することを目的
として実施します。今年度は 7 団体・7 事業を実施しました。（市民スキー教室は 1 月実施予定）

シニアスポーツ振興事業
団体名

事業名

団体名

事業名

バドミントン連盟

高齢者向きのバドミントン講習会

弓道連盟

町田市シニア弓道大会

グラウンド・ゴルフ協会

グラウンド・ゴルフ大会

町田サッカー協会

町田シニア招待サッカー

スキー連盟

町田市民スキー教室

武術太極拳連盟

シニアの為の太極拳入門教室

ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ卓球同好会

町田レクリェーション卓球大会

【シニア弓道大会：グラウンド・ゴルフ大会：レクリェーション卓球大会：シニアの為の武術太極拳入門講座】
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◆国際交流を深める一般体操・リズム運動連盟
2016 年 11 月 4 日、総合体育館サブアリーナに
加盟団体の活動紹介
て、
「国際交流・体操を楽しむ会」が開催されまし
た。このイベントは、町田市一般
体操・リズム運動連盟、日本体育
大学体操部、スウェーデンマルメ
チームが参加して行われ、各参加
団体は、息のあった演技で、多くの
見学者を魅了しました。
◆柔道連盟創立 50 周年事業
町田市体育協会加盟の柔道連盟は今年度創立 50 周年を向かえ、記念大会・記念式典が行われま
した。柔道をとおして市民のス
ポーツ振興、健康増進・体力向
上に尽力された団体の皆様の情
熱と努力に敬意を表し、益々の
発展を期待します。

町田市体育協会賛助会員の皆様、平素から本協
会の運営にご支援・ご協力を賜りありがとうござ
います。本年度も 2016 年 12 月末現在、企業・団
体 57、個人 44 名の皆様からご協力いただきまし
た。この貴重な財源は市民の健康増進、スポーツの振興、ジュニア育成等の事業のため有効活用させ
ていただきます。

★ 賛 助 会 ★

賛助者ご芳名（敬称略・順不同）
【企業・団体】八千代銀行町田支店、(有)セキヤスポーツ、富士スポーツ(有)、(株)ギオン、日本体育
施設(株)、東京家政学院大学、(学)国士舘大学体育学部、町田市農業協同組合、千寿産業(株)、東京町
田クレインライオンズクラブ、松永弓具店、レクリェーション卓球同好会、(有)ミヤマ、(学)桜美林
学園、三共スポーツ(有)、卓球協議会、ナガセケンコー、(学)昭和薬科大学、渡辺印刷(株)、軟式野球
連盟、陸上競技協会、ソフトテニス連盟、バドミントン連盟、レクリェーション協会、柔道連盟、合
気道連盟、レスリング協会、馬術連盟、ライフル射撃連盟、マレットゴルフ協会、卓球連盟、武術太
極拳連盟、一般体操・リズム運動連盟、トランポリン協会、アーチェリー協会、ダンススポーツ連盟、
体操連盟、トライアスロン連合、弓道連盟、テニス協会、なぎなた連盟、ソフトボール連盟、空手道
連盟、少林寺拳法協会、ウオーキング協会、ラグビーフットボール協会、バレーボール連盟、スキー
連盟、水泳協会、ボクシング連盟、サッカー協会、グラウンド・ゴルフ協会、ゴルフ協会、剣道連盟、
ママさんバレーボール連盟、早朝野球協会、少年少女バレーボール協会
【個人】窪川 豊、山田 祐治、笠原 清、三島 桓、播磨 浩美、本山 初男、池田 益夫、奥村 毅、緒
方 良之、藤井 美知子、柴田 孝昌、鈴木 敏則、安髙 瑞穂、保坂 よし子他、西井 義昭、五十嵐 雅
野、山本 正実、志村 靖彦、宮内 美廣、山本 芳男、小林 啓蔵、重元 洋、金子 博、友井 勝己、髙
田 實、山島 隆志、髙木 圭、野崎 敦史、増澤 彩、山﨑 浩一、佐久間 忠博、空手正史会、小塚 英
城、曽我部 美佳、河原 孝子、柴田 孝昌

・・・今後の予定・・・
◆ジュニア育成講習会（テーピング講習会）
2017 年 1 月 21 日（土）9：30～市立総合体育館小体育室
◆町田武相駅伝競走大会
2017 年 1 月 29 日（日）野津田陸上競技場及び周辺コース

