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題字　豊島区長　高野之夫

今、ニッポンにはこの夢の力が必要だ。

東京2020大会 いよいよ開幕

金メダリスト西本哲雄氏（豊島区民）の
バレーボール教室

平成27年度に開催された第１回目から始まり、
東京オリンピック・パラリンピックの気運醸成事
業として行ってきた金メダリスト　西本哲雄氏の
バレーボール教室も令和元年12月25日（水）に行
われた第５回で最後となりました。
区内中学生対象
に過去５年行われ
てきましたが、毎年
前年の反省、要望を
踏まえ講習の内容
を考えての今回の
最終回でした。
今回も「勉強になった」「楽しかった」との感
想があり、とてもいい講習会となりました。金メ
ダリストから直接指導を受けられるという貴重な
機会をよい経験とし、この中から将来のオリン
ピックメダリストが育つ事を願っています。
� バレーボール連盟　理事長　山下　みち代

ブラインドサッカー®体験会・見学会

昨年に引き続き、生涯スポーツ推進事業の一環で小学
生とその保護者を対象とした、『豊島区ジュニアフット
ボールクリニック2019』を豊島体育館にて８月13日㈫～
16日㈮４日間開催いたしました。小学１年生～３年生ま
での親子と４年生～６年生までの児童に分けてクリニッ
クを行い、延べ参加人数111名にて実施いたしました。
参加された保護者から貴重なご意見を頂きました。
東京2020オリンピック・パ

ラリンピック気運醸成事業を
2019年12月14日㈯南長崎ス
ポーツセンター・競技場にて
パラリンピック正式種目のブ
ラインドサッカー（視覚を遮
断して行うサッカー競技）の体験会・見学会を開催しま
した。豊島区サッカー協会ジュニアトレセンの選手48名
に、コミュニケーションの重要性・チームワークの大切
さ・障がい者理解促進などを学んでいただきました。視
覚を遮断して行う体験型のプログラムだからこそ、子ど
もたちの心に“気づき”や�“変化”の種をまくことが出
来ました。
当日は公務多忙の中、高野区長にもご参加頂きオープ
ニングイベントにてご挨拶と体験会を観覧して頂きまし
た。
今後も豊島区や体育協会など関係各位のご支援・ご

指導・ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
� サッカー協会　理事長　佐藤　成世

豊島区オリンピック・パラリンピック気運醸成事業
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謹　賀　新　年 　

豊島区長 高野　之夫

　『令和』初の新春を迎えまして、豊島区体育協会
の皆様に謹んでご挨拶申し上げます。

　昨年２月に開幕しました「東アジア文化都市2019
豊島」は、同じく11月24日に Hareza 池袋の新ホー
ルにおいて閉幕式典を開催し、2020年の開催都市で
ある北九州市へ次のバトンを引き継ぐことができま
した。
　日中韓３か国の代表都市による国家的な文化交流
事業でしたが、昨年７月頃より日韓関係は非常に厳
しい状況となりました。私を団長として、９月に実
施した総勢151名の「東アジア文化都市2019豊島�視
察交流団」の訪問も一時中止を検討いたしました。
しかし、服部会長や小林専務理事をはじめ体育協会
の皆様のご協力によって、無事訪問を終えることが
できました。心より御礼申し上げます。こうした民
間主体の大規模な視察・交流は、過去の東アジア文
化都市では例がなく、文化による日韓友好を改めて
確認するなど、大きな成果を上げることができまし
た。
　そして、今年は東京2020大会が開催されます。豊
島区は競技施設こそありませんが、リニューアル
オープンし、野外オーケストラを楽しめる池袋西口
公園でのライブサイトや、聖火リレー、バングラデ
シュ人民共和国とセントルシア共和国のホストタウ
ンなど、国内外から訪れる皆さんに文化の魅力を発
信し、大会を支えてまいります。
　また、今年は、旧第十中学校跡地の野外スポーツ
施設の整備が始まるなど東京2020大会のレガシーの
創出にも取り組んでまいります。
　最後になりますが、体育協会の皆様のご活躍と豊
島区全体のスポーツ向上のためにご協力をお願い申
し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
本年も、よろしくお願い申し上げます。

明けましておめでとうございます

� 副会長・専務理事　小林　幸栄

　新年あけましておめでとうございます。皆様
におかれましては、健やかな新年をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。
　日頃より当協会の活動に対しまして、ご理解
とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、昨年はレディース・スポーツ・レクリ
エーション大会が第40回を迎えました。昭和55
年に始まったこの事業が、40年の長きにわたっ
て続けられてきたことは、豊島区のスポーツ全
体の輝かしい成果であります。この間ご尽力さ
れてきた役員、関係者のご努力は並大抵のこと
ではありません。とりわけここ10年余の間、運
営委員長を担っていただいたバドミントン協会
の橋本道子さんに対しまして、豊島区体育協会
として深甚なる感謝を表する次第です。
　また、昨年は豊島体育館の指定管理者の更新
の年でした。今回は４回目の申請となりました
が、指定管理者委員会の役員をはじめ多くの方
のご尽力で次期も指定管理者となることができ
ました。１回目２回目同様、（株）ピーウォッシュ
様と共同事業体を組むことにより、これまで以
上に地域のスポーツの振興に貢献できる体育館
を目指します。さらに、今回は総合体育場の指
定管理者としてもピーウォッシュ様と太平ビル
サービス（株）様と組んでチャレンジいたしま
した。幸いこちらも次期指定管理者となること
ができました。二つの体育施設の指定管理者と
して、地域や区、団体との連携を一層進めてま
いります。
　いよいよ東京2020大会の開催の年となりまし
た。国や東京都挙げての大事業で区民の関心も
高まっています。当協会は区におけるスポーツ
の振興や区民の健康体力づくり、競技力向上に
努める中で大会の機運の醸成を図りながら区と
ともに大会の成功のため環境づくりをすすめて
まいります。
　結びになりますが、引き続き当協会への皆様
の変わらぬご理解、ご協力を賜りますようお願
い申し上げまして新年のご挨拶といたします。
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令和二年をさらなる
飛躍の年に！

� 豊島区文化商工部長　藤田　　力
新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、『令和』最初の新年に、
服部浩久会長による体制のもと、希望に満ちた
新春を健やかにお迎えになっていることと、心
からお慶び申し上げます。
私は2016年、17年の二年間学習・スポーツ課
長として皆様にご指導ご鞭撻いただきましたこ
とで、責務を全うすることが出来ました。
そして、一年のブランクののち昨年四月に文
化商工部長として再びご一緒させていただく機
会を頂戴することが出来ました。この場をお借
りしまして改めて御礼ならびにご挨拶申し上げ
ます。
さて、2020年東京オリンピック大会開会式ま
で200日余りとなりました。豊島区には大会会
場や練習場所はございませんが、ライブサイト、
コミュニティーライブサイトなどホストシティ
の役割を担い、気運醸成に努めてまいります。
体育協会の皆様には同大会を成功に導く中心
として、オリンピック・パラリンピック推進区
民会議をはじめ、都市ボランティアなど、様々
な分野でのご活躍を期待しております。東京大
会のレガシーとして、南長崎スポーツセンター
以来となる旧十中跡地の再整備、総合体育場の
管理棟の建て替えなど大規模な施設計画が進ん
でおりますが、皆様のご意見に耳を傾けながら
知恵を絞って皆様に愛される施設とすべく取り
組んでまいります。
最後になりますが、今後もスポーツを通じて、
活気ある地域社会の実現に寄与いただくために、
服部浩久会長をはじめ貴協会の皆様には一層の
ご活躍とご協力を賜りますようお願い申し上げ、
私の年頭のご挨拶とさせていただきます。
本年も、よろしくお願い申し上げます。

東京2020大会の
開催年を迎えて

� 豊島区文化商工部学習・スポーツ課長　　
� 　長澤　義彦

新年、明けましておめでとうございます。新

春を迎えるにあたりまして、豊島区体育協会の

皆様に謹んでご挨拶を申し上げます。

今年は、東京オリンピック・パラリンピック

競技大会が開催され、世界中の注目が集まりま

す。

豊島区には、競技施設等はありませんが、７

月19日に聖火リレーが実施されるとともに、池

袋西口公園ではライブサイトが開催されるのな

ど、東京2020大会を支えることになります。

これまで、体育協会の皆様には、組織委員会

や東京都、豊島区による東京2020大会の気運醸

成の取組をご支援いただき、改めて感謝申し上

げます。いよいよ開催年を迎え、一層のお力添

えをお願い致します。

また、東京2020大会の成功はもちろんですが、

終了後のレガシーの創出も大きな課題です。大

会を通じて、スポーツへの関心が高まった区民

の皆様が、自らスポーツの楽しさを実感し、豊

島区全体のスポーツの向上につなげていくため

には、30種目のスポーツ団体が加盟し、会員数

15,000人を抱える体育協会の役割は極めて重要

となります。

こうしたスポーツを取り巻く環境の変化を的

確に捉え、豊島区のスポーツ環境の向上のため

に、皆様とともに取り組んでまいりますので、

引き続き、ご理解とご協力をお願い申し上げま

す。
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副 会 長　　木津　美佳　
 （陸上競技協会）

新役員紹介

常務理事　　佐藤　　彰　
 （水泳連盟）

副 会 長　　久保　一史　
 （弓道連盟）

常務理事　　山下みち代　
 （バレーボール連盟）

常務理事　　米山　和英　
 （キンボールスポーツ連盟）

理　　事　　宇治　幸子　
 （スキー協会）

理　　事　　矢島　富美　
 （軟式野球連盟）

理　　事　　浜田　久恵　
 （バドミントン協会）

理　　事　　中澤　雅之　
 （ソフトボール協会）

理　　事　　石川　潤一　
 （ボウリング連盟）

豊島区文化商工部学習・スポーツ課長

長澤　義彦

学習・スポーツ課　スポーツ振興グループ

主事　野村　陽彦

豊島区文化商工部長

藤田　　力

学習・スポーツ課　スポーツ振興グループ

主任　小林　知史

新理事紹介

事務局員　　川合　好子

新事務局員紹介
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第72回都民体育大会
－　結団式・激励会　－

　第72回都民体育大会豊島区代表選手団の結団式・
激励会が、平成31年４月12日（金）18時30分より
IKE・Biz（旧勤労福祉会館）において開催されました。
　高野之夫区長の挨拶の後、区長より豊島区選手団
団長服部浩久体育協会会長へ「団旗」が授与され、
ボウリング連盟　石川潤一氏の宣誓で第一部結団式
が終了しました。
　第二部の激励会では、出場各競技団体の選手紹介・
決意表明が行われ、盛会のうちに閉会となりました。

－　合同開会式　－
　令和元年５月３日（金・祝）武蔵野の森総合ス
ポーツプラザにおいて、第72回都民体育大会および
第20回東京都障害者スポーツ大会の合同開会式が開
催されました。
　東京23区26市の役員・選手が一堂に会し、東京消
防庁ブラスバンドの演奏に合わせて入場行進を行い
ました。豊島区からは約50名の役員・選手が参加し
ました。
　席上、平成31年度優良団体として豊島区少林寺拳
法連盟（会長：井上弘）が、功労者として豊島区サッ
カー協会会長吉波克昌氏が表彰されました。
　なお、アトラクションでは車椅子バスケットボール
の実演、参加者全員のボール回しで会場が盛り上が
りました。

－　解団式　－
　令和元年６月 2 8 日
（金）にIKE・Bizにおい
て第72回都民体育大会代
表選手団の解団式が開催
されました。
　長澤義彦豊島区学習・
スポーツ課長より総合
成績の発表があり、続いて服部団長から高野区長へ
「団旗」が返還され、第一部が終了しました。
　第二部の慰労会では、各競技の選手団より結果報
告があり、来年の健闘を誓って閉会となりました。
　ちなみに、総合成績では54地区中豊島区は男子22
位（前回11位）、女子は53地区中11位（前回16位）で
した。

★入賞団体★
正式競技
男子
　３位　スキー
　３位　フェンシング
　５位　ソフトテニス
　７位　アーチェリー

女子
　２位　スキー
　５位　ソフトボール
　５位　アーチェリー
　５位　なぎなた

　令和元年度
定　期　総　会

　令和元年５月24日豊島区体育協会の定期総

会がIKE・Bizとしま産業振興プラザ多目的

ホールにおいて開催されました。出席者72

名、委任状提出者29名でした。

　橋本常務理事の開会の言葉、服部会長の挨

拶の後議事に入りました。平成30年度事業報

告・決算報告・監査報告が行われ、令和元年

度事業計画案・予算案が順次承認されまし

た。その後、副会長等役員の欠員補充に伴う

役員の推薦案が承認されました。

　審議終了後高野区長、磯区議会議長の挨拶

をいただき区議会議員・豊島区役所文化商工

部学習スポーツ課の皆様を交えた和やかな懇

談のうちに閉会となりました。

　令和元年度欠員補充に伴い承認された役員

の方々です。

副　 会 　 長� 木津　美佳

� 久保　一史

常 務 理 事� 佐藤　　彰

� 山下みち代

� 米山　和英
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第40回　豊島区レディース ・
スポーツ ・ レクリエーション大会

総合開会式

令和元年６月２日（日）高野区長・服部体育協
会会長はじめ、多くのご来賓の方々が見守る中、
いつものファンタスティックな立教大学応援団吹
奏楽部の演奏する「オリンピックマーチ」に合せ
て14種目の選手団が堂々と行進し、第40回豊島区
レディース・スポーツレクリエーション大会総合
開会式が開催されました。ボーイスカウトの皆さ
ん、豊島70、染ふくちゃんの参加も、華を添えま
した。司会はテニス連盟の西田陽子さんと合気道
連盟の猪谷ひろ子さん。一生懸命されている姿に
感動しました。又選手代表のことばは、剣道連盟
の長谷川好江さん。立派でした。今回40回という
事で、功労者表彰
式を行いました。
功労者は不肖私と
井上つや子副委
員長を含め100名
の方々が受賞されました。永い間ありがとうござ
いました。引き続きご協力の程よろしくお願いし
ます。ふれ合い広場は去年同様、小林幸栄体育
協会副会長・専務理事に「東京五輪音頭」を教
わりました。お忙しい中、何度もご教授いただき
ました。お陰様で2020東京オリパラへの気運が大
いに、醸成された事と思います。又事務局はじめ
記念誌委員の方々が奮闘し、40年誌も発行されま
す。私達レディース委員一丸となり、これからも
努力してまいります。今後共ご指導ご協力の程よ
ろしくお願い申し上げます。
� 橋本　道子

令和元年度　第37回
豊島区 ・ 秩父市親善交流大会

相互開会式

令和元年８月18日（日）豊島体育館に於いて、
相互開会式及びバレーボール親善大会を開催致
しました。
開会式は両区市の行
政、体協幹部、バレー
ボール連盟役員を迎
え、秩父市より９人制
男女20名、豊島区も同じく49名の選手が参加し
て、盛大に行われました。
式後記念撮影をし、ご来賓の皆様は親善試合

を観戦し、「各選手の迫力に圧倒された」とのこ
とでした。その後、体育館を後にされ高野区長に
もご参加頂き、東京建物ブリリアホールを視察、
13時よりホテル第一イン池袋にて、両区市の役員
間の親睦を深めました。
選手は体育館で昼食を共にし、15時30分頃迄
親善試合を楽しみ、その後ホテル第一インに会場
を移して懇親会を行いました。
猛暑や試合の疲れは何処へやら、歌って踊っ

て、時間の経つのも忘れての大盛り上がりの楽し
い会でした。
素晴らしい一日を有難うございました。
� 理事長　山下　みち代

令和2年度 予算要望を
高野区長に提出

令和元年10月１日、区長室において服部浩久会
長より高野之夫豊島区長に、令和２年度予算要望
書が手渡されました。



●令和2年（2020年）１月11日� ₇ ₇

第72回区民体育大会総合開会式
　令和元年９月12日（木）18時30分より、区立

豊島体育館において、高野之夫豊島区長はじめ

来賓選手関係者約900名の参加のもと盛大に行

われました。

　吉波体協副会長の開会挨拶、高野区長のご挨

拶に続き、豊島区スポーツ奨励賞、同スポーツ

栄誉賞36名15団体の表彰、前年度優勝チーム及

び個人からの区長杯の返還、服部体協会長挨

拶、来賓ご祝辞、紹介、合気道連盟永松裕介選

手の選手宣誓、そして体協表彰19名とゴルフ協

会正木泰裕さんの受賞者代表謝辞があり、最後

に木津体協副会長の閉会の挨拶をもって終了と

なりました。

表彰されました

東京都功労者表彰
スポーツ振興功労

　　　　　　　　（個人）
　　　　　　　　　小林　幸栄
　　　　　　　　　　（ゴルフ協会理事長）

東京都スポーツ功労賞
　　　　　　　　スポーツ功労者
　　　　　　　　　河内　秀人
　　　　　　　　　　（スキー協会会長）

　　　　　　　　スポーツ功労団体
　　　　　　　　　弓道連盟
　　　　　　　　　　（会長：古矢　明雄）

豊島区功労者表彰
　　　　　　　　　教育功労
　　　　　　　　　　古矢　明雄
　　　　　　　　　　　（弓道連盟会長）

　　　　　　　　　　林　　星舟
　　　　　　　　　　　（卓球連盟会長）

　　　　　　　　　　吉波　克昌
　　　　　　　　　　　（サッカー協会会長）

東京都体育協会表彰
　　　　　　　　生涯スポーツ功労者
　　　　　　　　　吉波　克昌
　　　　　　　　　　（サッカー協会会長）

　　　　　　　　生涯スポーツ優良団体
　　　　　　　　　少林寺拳法連盟
　　　　　　　　　　（会長：井上　弘）
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軟式野球連盟
　豊島区軟式野球連盟は、東連・豊島・社会人・
商工・タクシーリーグの５リーグから成り立ち活
動しています。
　東連リーグは３年前に70周年記念行事を行な
い、豊島と社会人リーグがそれぞれ60周年・70
周年を迎え、昨年末に記念行事を行ないました。
　都大会の上部大会には、毎年参加チームを輩出
していますが、思う様な成績が残せないのが現状
であり残念であります。
　しかし、今年
の 東 京 オ リ ン
ピック・パラリ
ンピックに野球
が正式種目に復
活し、野球人口
の増加・底辺拡大を行なうべく、元プロ野球選手
２名を招き、TNBBベースボール少年野球教室を
昨年11月４日（月・祝）に開催しました。
　今後も５リーグが「ONEリーグ」になり頑張っ
てまいりますので、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願
い申し上げます。
 理事長　竹之内　徹

水泳連盟
29万人のスイマー

　競技水泳を目指し練習している区民のために

「生涯水泳大会」と「区民水泳大会」がありま

す。今年７回目を迎えた「生涯水泳大会」は260

名の参加で５月22日に行われ、親子のリレーや

男女混合リレーで盛り上がりました。この大会は

都民大会の予選も兼ねているため、この大会から

４名の選手が区の代表として出場しました。第

70回目の「区民水泳大会」は10月20日に280名

の参加で行われました。オリンピックに三回出場

した渡邊健司君をたたえる「渡邊健司記念杯」を

制定し、未来のオリンピアンを励ましました。

　水泳を生涯スポーツとして楽しむ区民のために

年間を通した水泳教室を開催し、初心者から上級

者までが水泳仲間として、交流を楽しみながら泳

いでいます。

　これから水泳を始めたいという区民のために

は、短期の教室として「老化に負けないスイミン

グ｣「超初心者教室｣「楽々水泳教室｣「男だけの

水泳教室」を行っています。水泳を始めるきっか

けがほしかった高齢者の方に好評でした。

　水泳連盟では、いろいろな泳力の区民に適した

教室や大会を用意し、すべての豊島区民が泳げる

ようになり、健康で水の事故を防げるようにする

ため活動を続けています。

 理事長　佐藤　彰
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バドミントン協会
創立60周年を迎えて

　10年ぶりの大イベント、創立60周年記念式
典・祝賀会が2018年11月25日メトロポリタン池
袋で開催されました。ご来賓ならびに協会員を含
め120名が集い、閉式までの２時間余り、厳粛か
つなごやかな雰囲気で過ごすことができました。
　当協会会長の千葉健夫氏が秋の叙勲において
「旭日双光章」を賜った直後でもあり、終始お祝
いムードのなか、高野豊島区長には50周年に引
き続き今60周年にも現職でご列席をいただき、
再度ご祝辞を賜るなど10年の歳月の重さを痛感
させられた日でもありました。
　昨今、日本のバドミントンがレベルアップし、
テレビでライブ放映されるなどマイナー競技から
一歩抜け出した感があります。この状態を継続さ
せるためにも当協会も次に続く若年層の育成が大
きな課題であると認識し、次の70周年を迎えた
いと考えております。
 副会長　近藤　敏彦

境を創出しています。年間を通して、一般男女、
シニア部門ではリーグ戦、トーナメント戦の開
催、ジュニア部門では春・夏季大会、予選大会、
選抜チーム結成、車いすツインバスケット講習
会、審判講習会の開催など、すべての利用者のラ
イフステージを通じて、バスケットボールをす
る、みる、ささえるといった多様な形で推進して
まいりました。
　さて、来る
2020年東京オ
リンピック・
パラリンピッ
クを目前に控
えた2019年、
豊島区は「東
アジア文化都
市」を開幕、当協会は「東南アジアのラオスへの
バスケット支援事業」を開始いたしました。日本
政府が推進するスポーツにおける国際貢献事業
「スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）」の
運営委員会の承認を得て、2019年７月に当協会
は新規加盟し、SFT認定事業として「ラオスへ
のバスケット用具寄贈プロジェクト」を実施しま
した。当協会からは渡邉星廣氏が現地ラオス・首
都ビエンチャンに渡航し、寄贈式典を開催しまし
た。当協会が集めた中古ユニフォームなどのバス
ケット用具180点をラオスバスケットボール連盟
の協力を得て、ラオ・ボーラーズ・バスケット
ボールアカデミーに寄贈いたしました。
　区民、とりわけ子どもたちにバスケットを通じ
た国際交流の楽しさなどの学ぶ機会を提供するこ
とで、国際感覚を向上させ、次世代を担う子ども
たちの可能性を広げていければ幸いです。今後も
バスケットを通じた豊島区とラオスとの国際交流
を継続していきたいと思います。
 理事長　宗田　昭弘

NPO法人豊島区
バスケットボール協会

　NPO法人豊島区バスケットボール協会は、現
在2200名を超える会員数を擁する団体までに発
展してきました。未就学児から小中高校生のジュ
ニア世代、生涯現役で頑張っている高齢のシニア
世代、障がいのある方など幅広い層の方々まで、
バスケットボールを通してスポーツを楽しめる環
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空道協会
総本部道場を移転しました！

　柔道連盟が講道館から発展したように、国際空
道連盟のルーツは大道塾です。その総本部が昨
年7月初め、南池袋から同じ豊島区内の高田に移
転しました。南池袋の旧総本部は中古ビルをリ
フォームして使い始めて以来、20年近くが経過
し、老朽化が進んだことが移転の理由です。新総
本部は、学習院大学近くの閑静な住宅街の一角に
あります。建物の地下一階に道場を設置したた
め、大音量の号令や気合出し、衝撃音の半端ない
サンドバックやミット練習も、近隣への騒音を気
にせずに存分に打ち込めます。また、1～2階は
ランニング・マシンや、ウエイト・トレーニング
設備の置かれた会員制のフィットネス・ジム、3
階はレンタル・スタジオが併設されています。空
道に取り組む大道塾生だけでなく、外部の方も利
用できるようになっています。建物の外観も内観
も格闘技の道場とは思えないほどお洒落です。豊
島区内あるいは近隣にお住いの皆さま、この機会
に是非、大道塾総本部で一緒に楽しく体を動かし
てみませんか？塾生一同、ご来場をお待ちしてお
ります。
 理事長　牧　登

合気道連盟
道場記

　合気道には試合がないため勝者も敗者もありま
せん。争わないための心身の錬磨を目指していま
す。「争わない！」ための実現に、年齢や性別は
関係なく子供から高齢者まで、男女共に稽古して
います。師範が海外13ヶ国のセミナーに行って
いるため、来日して稽古する人も多く、彼らとの
交流の中で考えや文化を学び相互理解を深めてい
ます。
　子供達には指導始めて以来40年、子供達から
その可能性と多様性を教わり「強い心と丈夫な
体」をモットーに指導しています。互いに共生で
きる明るく平和な次代を、自分の意思で決断し行
動して切り開いて行く人になってくれることを
願っています。
◆ちょっとこぼれ話
　最近、最年少のお子さんの親子会員が誕生！そ
の年齢、なんと０歳！
　胎児からの参加です。お母さんのお腹の中にい
る時から稽古を見学していた様で、そのせいか生
まれて数ヶ月経った頃には道場でおとなしく、み
んなの稽古をじっと見て、１歳を過ぎるころから稽
古の終了時にみんなの真似をして「礼」を始めま
した。まさに可愛い「門前の小僧」ですね。
 理事長　猪谷　一郎

柔道会
城北五区大会　少年の部・青年の部ダブル優勝

　７月14日（日)、帝京科学大学千住キャンパス
柔道場で、第68回城北五区親善柔道大会が開催
されました。本大会は五区（豊島・北・板橋・荒
川・練馬）の柔道会の親睦を図るとともに、地域
体育の向上を目的として行われます。
　今年は本区から少年の部・青年の部それぞれ
10名の選手が出場し、２階級ダブル優勝を果た
しました。日頃のたゆまぬ努力が見事な結果につ
ながり、会員一同の大いに喜び合いました。今後
もより良い結果が得られるよう、競技力の向上を
図ってまいります。
 理事長　井橋　辰也
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弓道連盟
　弓道連盟は2017年、多くの会員、OB・OG
などを迎えて70周年記念射会を行いました。
会員数150名を超える都内最大規模の連盟とし
て、次の80年に向け大きな歩みを進めていま
す。
●東京都スポーツ功労賞、受賞
　豊島区弓道
連盟は、2019
年11月、東京
都スポーツ功
労賞を受賞し
ました。70年
にわたる弓道
普及の努力とそれによる区民への健康増進への
貢献、初心者教室開催などによる会員数増大な
どが評価されたもので、今後の活動のさらなる
活発化をはかろうとしています。
●初心者教室、20年！
　豊島区弓道連盟で
は、未経験者を対
象に「弓道初心者教
室」を、毎年、開催
しています。弓と矢
の持ち方から始まって、矢の番

つが

え方、弓の引き
方・放し方、それら一連の型と礼法を、２ヶ月
間にわたって教えます。教室は他の市区でも実
施していますが、当連盟では、教室終了後も、
処断獲得を目指した継続教室をその後半年間以
上続けます。多くの参加者が段位を獲得し、活
動を続けているのはこのためで、この方式によ
る教室が始まって、今年20年を迎えます。
●区民大会、初射会、秩父親善射会
　弓道連盟では、日ごろの稽古の成果を発揮す
るため毎月の月例会を行うほか、秋には「区民
大会」、夏には女性のみの「レディース大会」、
12月には「納射会」、１月には「初射会」など、
さまざまな行事を実施しています。これら連盟
内の行事に加え、城北５区 (2019年秋・３位 )、
秩父（2018・2019連覇）、都連の様々な行事
に参加しています。
 会長　古矢　明雄

アーチェリー協会
秩父交流会再開

　諸般事情により長らく中断しておりました秩
父交流会でしたが、秩父市アーチェリー協会様
のご協力のもと令和元年９月１日（日）に再開
の運びとなりました。
　今回の開催は豊島区西巣鴨体育場アーチェ
リー場にて、秩父ア協からコンパウンド（以下
ＣＰ）６名、リカーブ（以下RC）１名、豊島
ア協からはCP４名、RC９名。総勢20名での
開催となりました。
　試合前半は30m36射の個人戦。各部門１位
はCP男子・大澤さん（秩父）、CP女子・安
藤さん（豊島）、RC男子小林さん（豊島）、
RC女子・三好さん（豊島）、RCジュニア男女
混合・吉田さん（豊島）の結果となりました。
　後半は団体戦。前半の点数で男女、種目、両
協会混合にて３人１組チームでのトーナメント
戦。
　結果は平野さん（秩父）、清水さん（豊島）、
吉田さん（豊島）チームの優勝。
　吉田さん（豊島）はトーナメント戦ではただ
一人のジュニア18mでの参加でしたが、対戦
では次々と高得点を的中させ試合を盛り上げて
くれました。
　優勝チーム、準優勝チームには巣鴨地蔵通り
の名物お菓子や、すがもんグッズが贈呈されま
した。
　試合終了後はささやかながら打上げを行い、
お互いの健闘を称え、再会を約束し閉会となりま
した。
 理事長　富田　康紀
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▽編集後記▽
昨年は前の災害の被害が癒えぬ上に重ねての被災となり日本だけでなく海外に於いても多くの天災人
災がありました。
心より　早い復旧、復興をお祈り申し上げます。
体育関係　諸行事にも施設の閉鎖により影響がありました。
そんな中委員長の指揮の元　会議を重ね発行に至る事になり広報誌に協力頂きました方々に感謝申し
上げます。
今後も充実した内容を心掛けてまいります。よろしくお願いいたします。 （A.O）

◉賛助会員紹介◉
　豊島区体育協会の目的に賛同され、令和元年度賛助会員に入会された法人及び個人の方々をご紹介いたします。
◇法人会員
■株式会社アイワ徽章　■アサヒ弓具工業株式会社　■豊島区ゴルフ協会　■ゴールドジムノース東京　
■ジーニアステクノロジー株式会社　■豊島区柔道会　■株式会社テクノ菱和　■株式会社東和　
■豊島区軟式野球連盟　■日勝スポーツ工業株式会社　■豊島区バレーボール連盟　■株式会社ピーウォッシュ　
■フジキコー株式会社　■株式会社BONFIM　■有限会社 宮 印刷　■株式会社ヤマダ電機 LABI1 日本総本店池袋

◇個人会員
　岡﨑紘二、柴田秀孝、林義子、柳田好史、若林秀雄 （五十音順、敬称略）

〒176-0011 東京都練馬区豊玉上2-19-3 
TEL : 03-5912-0130 / FAX : 03-5912-0131 / E-Mail : nerima@aiwakisho.co.jp
〒176-0011 東京都練馬区豊玉上2-19-3 
TEL : 03-5912-0130 / FAX : 03-5912-0131 / E-Mail : nerima@aiwakisho.co.jp

- バッジ・メダル・表彰品・記念品製作 -- バッジ・メダル・表彰品・記念品製作 - 【取扱品目】
・バッジ タイピン カフス メダル 消防徽章
・名札 キーホルダー 銘板 旗
・優勝カップ トロフィ ブロンズ 表彰楯 ガラストロフィ 
・表彰状  竿頭綬(ペナントリボン) PILOT製品
その他各種記念品製作承ります。
カタログもお送り出来ますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

【取扱品目】
・バッジ タイピン カフス メダル 消防徽章
・名札 キーホルダー 銘板 旗
・優勝カップ トロフィ ブロンズ 表彰楯 ガラストロフィ 
・表彰状  竿頭綬(ペナントリボン) PILOT製品
その他各種記念品製作承ります。
カタログもお送り出来ますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

創業1952年創業1952年
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認証取得

日勝スポーツ工業株式会社

本社 〒 東京都世田谷区三宿

世田谷支店 板橋支店 大田支店 多摩支店 町田支店 足立支店

日本女子体育大学内売店

 

営業内容
●学校体育衣料販売
●学校部活用品販売
●学校体育教材販売
●スポーツ用品全般販売
●運動場施設・設計施工修繕

高級お届け料理から、

イベント・パーティー

の企画まで
■本社：東京都中央区日本橋本町 4-7-10

TEL.０３-５９２３-１１７１
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◇　消防用設備◆防火対象物　◇
メンテナンス・販売・設計・施工
消火器・火災報知機・避難器具・警報器

有限会社 伸栄理研　代表取締役　工藤　晴久
東京都練馬区大泉 1-27-24　KATOビル 5F
E-mail shin-eiriken@jcom.home.ne.jp

☎　03-3925-1321

退院後の療養生活、リハビリな、地域医療
機関、主治医と連携を行い適切な訪問看護
サービスを24時間365日提供しています。
まずはご相談を！

快適な暮らしを看護師が全力でサポート！

東池袋訪問看護リハビリステーション
＜お問合せ・ご相談＞
豊島区東池袋1－44—8－5Eパークサイドビル
http://houmon-kango.tokyo
TEL03-5904-8099
FAX03-5955-4477
営業時間：月～金 ９：００～１８：００

（受付時間 ９：００～１７：００）

Coff ee & Restaurant
ス　ト　ー　ク

代表取締役　清水良浩
〒 171-0051　東京都豊島区長崎 6-23-10

TEL　03-3972-1876
サミット東長崎店前

年中無休　9：00 ～ 22：00

学習障害、AD/HD、自閉症スペクトラム、
コミュニケーション障害、・・・etc・・・

それらは脳機能が関係する生まれつきの障害です。

お子様の特性をきちんと把握し学校生活を支援していきます。

発達支援相談室池袋
http://hattatusoudan.co.jp

TEL/FAX03-5955-4466
豊島区池袋本町4-8-2-101クレスト本町

(分室）豊島区東池袋1-44-8-2Aパークサイドビル

・人とのコミュニケーションがうまく取れない。
・学校の黒板、ノートを上手く書き写せない。
・手先の不器用さ、体を動かすのがなんとなく
ぎこちない。
・相手の話を正しく理解できない
・落ち着きがない・・・・など
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本社：東京都豊島区長崎5丁目10番5号
TEL：03－3957－7541
FAX：03－3957－4400

三和ベンドサービス株式会社

東京都新宿区北新宿2-21-1
TEL.03-5386-2810

FAX.03-5386-2811http://www.taihei-bs.co.jp

■電気

■空調

■給排水・衛生

■消防・防災

■情報・通信

■工事・診断

■日常メンテナンス

■定期メンテナンス

■特別メンテナンス

■新築・改修

■調査・診断

■建設業

■一級建築士事務所

■不動産仲介業

■建築資機材の販売

■常駐警備

■交通誘導

■雑踏警備

■機械警備

■巡回警備

■保安警備

■インフォメーション

■スポーツ施設管理

■基幹事務管理

■管理員業務

■維持管理業務

御社の『オフィス力』向上させます！！

※その他どのような商品でもメーカー・品目問わずご相談ください。
東京都文京区後楽 住友不動産飯田橋ビル

・デジタル複合機・ファクシミリ・プリンタ・ ・ ・周辺機器
・ソフトウェア シュレッダー・ビジネスフォン

ステラグループ株式会社

豊島区東池袋 5-46-12 
新大塚タウンプラザ 1F  
℡ 03-3984-5840 

 

カプリオ 
スナック 

～各種ご宴会を承ります～
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池袋支店

駒込支店

h�ps://www.sugamo.co.jp/

☎03-3981-1201

☎03-3987-1201東池袋支店

椎名町支店

池袋本町支店

北大塚支店

大塚支店

本店営業部 ☎03-3918-1132

☎03-3944-1151

☎03-3918-1201

☎03-3959-1113

☎03-3987-2201

☎03-3576-2611

そば　地酒

み は ら 庵
千川３番出口前

（セブンイレブンの 2F）
各種ご宴会　50名様迄
03-5966-8224




