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謹　賀　新　年 　

� 豊島区長　高野　之夫
　新年明けましておめでとうございます。
　皆様方におかれましては、幸多き新春を健やか
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。
　さて、豊島区では、昨年 10 月に「スポーツ推進
計画」を策定いたしました。この計画は「スポー
ツで人と地域がいきいきと輝くまち」を基本理念
に、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポー
ツを楽しみ、そこから生まれる喜びや感動を共有
し、心身共に健康な生活を営むことが出来るスポー
ツ都市の実現をめざすこととしています。
　貴協会の皆様におかれましては、各競技で日々
の練習・研鑽に励むとともに区民体育大会や都
民体育大会予選会等を開催するなど、区のスポー
ツ振興の中核を担っていただいております。また、
豊島体育館の指定管理者として、多くの区民の健
康増進や仲間づくり、生き甲斐づくりを進めてい
く上でも重要な役割を果たしていただいておりま
す。まさに生涯スポーツを推進するうえで欠かす
ことのできない存在です。
　今年は、リオデジャネイロオリンピック・パラ
リンピック開催の年です。8月から 9 月にかけて
のこの大会が終了すると、いよいよ ２０２０ 年東京オ
リンピック・パラリンピックに向けてのカウント
ダウンが本格化してきます。貴協会におかれまし
ては、区民のスポーツへの関心が、より一層高ま
る中で、時代のニーズをとらえた事業展開を大い
に期待しております。
　最後に、本年もスポーツ・レクリエーション活動
を通じて、明るく活力ある地域を築いていけるよう、
皆様方からの一層のご協力を賜りますようお願い申
し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
　本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

� ❶

  明けましておめでとうございます

� � 副会長　月岡　　透
　旧年中は、当協会に対しまして温かいご支
援とご協力を賜り心から感謝申し上げます。
　さて、2020 年東京オリンピック・パラリン
ピックの開催が決まりました。４年に一度世
界中から選手が集まるスポーツの祭典であり
ますが、その目的は二つあります。その一つは、
トップアスリートの活躍だけでなく、いろい
ろな国の人々と接し、異文化を理解し、フェ
アーな競技で友情を育み、世界の平和に貢献
することであります。もう一つは、「スポーツ・
文化を通して心身ともに調和のとれた青少年
の育成を図る」ということであります。
　前回のオリンピック東京大会が始まる２年
前（1962）、この二つ目のテーマをスローガン
としてスポーツ少年団が設立され、その活動
をもとに優秀な選手が大勢育ってきております。
　体育協会としても、子どもたちのスポーツ
活動を盛んにし、アスリートを目指す子ども
たちの育成の機会として、この東京大会の気
運を盛り上げていきたいと思っております。
　27 年度の事業としては、小中学生の競技力
の向上を図るため、バレーボール、サッカー
等の練習会と講演を企画いたしました。来年
度からは、さらに競技種目を増やしたり、オ
リンピック・パラリンピック関連のパネル展
示なども考えております。
　オリンピック・パラリンピックは「観る」
私たちに大きな感動を与えてくれます。その
感動を力として、スポーツを「する」子供た
ちを育て、明るく元気な未来を託したいと思
います。
　今後とも皆様のご支援とご協力をお願いい
たします。

特定非営利活動法人

題字　豊島区長　高野之夫
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新年のごあいさつ

� 学習・スポーツ課　野口　正博
　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、つつがなく新しい
年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　私が学習・スポーツ課スポーツ振興グルー
プに配属されて、今年で５年目になります。
主に豊島区体育協会事務局の方々と各種大会
の運営や委託契約事務等について連絡・調整
を行っております。仕事を進めていく中で、
わからないことや困ったことがあった時は、
いつも事務局の方々や各連盟の事務担当者様
にサポートしていただき、助けられておりま
す。この場をお借りしてお礼申し上げます。
　さて今年は、４年に１度のスポーツの祭典
リオデジャネイロオリンピック・パラリンピッ
クが開催されます。豊島区のスポーツ振興を
担当し、スポーツを愛する者として、今から
非常に楽しみにしております。そして、リオ
デジャネイロオリンピック・パラリンピック
が終われば、いよいよ ２０２０ 年東京オリンピッ
ク・パラリンピックに向かって本格的に動き
出していきます。豊島区出身のオリンピック・
パラリンピック選手の育成や、大会開催を盛
り上げるイベントの実施など、豊島区体育協
会の皆様と一緒になって様々な事業を進めて
いき、豊島区のスポーツ振興にお役に立てれ
ばと思っております。
　豊島区体育協会の皆様とお仕事をさせてい
ただいていつも思うことは、皆さん本当に明
るくて元気だなということです。これはきっ
と日頃からスポーツを「する・見る・支える」
ことをして楽しんでいることが、元気の秘訣
なのだろうなと思っております。私も体育協
会の皆様に負けないように、日頃からスポー
ツに取り組んで、健康で明るく過ごしていき
たいと思います。
　最後になりますが、豊島区体育協会の益々
のご発展と会員各位のご活躍を祈念いたしま
すとともに、今後もご指導、ご協力よろしく
お願いいたします。

表彰されました
文部科学大臣表彰
生涯スポーツ功労者

　　　　　　千葉　健夫
　　　　　　　　バドミントン協会会長

東京都スポーツ功労賞
　　　　　　（個人）
　　　　　　　田辺　ふみ子
　　　　　　　　卓球連盟理事長

　　　　　　（団体）
　　　　　　　少年野球連盟
　　　　　　　　（会長：佐藤　清）

東京都体育協会表彰
　　　　　　生涯スポーツ功労者
　　　　　　　柴田　秀孝
　　　　　　　　ローラースケート連盟理事長

　　　　　　優良団体
　　　　　　　柔道会
　　　　　　　　（会長：西村　義人）

　新理事紹介
　伊藤　　保　　
� （軟式野球連盟）

　加藤　正人　　
� （スキー協会）

　長家　佳成　　
� （ラグビー協会）

　藤井　省吾　　
� （少林寺拳法連盟）
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サニブラウンアブデルハキーム選手
が、日本選手で初めて、国際陸上競
技連盟の新人賞に当たる、「ライジン
グスター・アワード」を受賞しました。
  サニブラウンアブデルハキーム君の手記です。
「地元豊島区千早にあります城西大学附属城
西高校２年、陸上競技部のサニブラウンアブ
デルハキームです。
　昨年は、世界ユース陸上競技選手権大会が
コロンビアで行われ、１００m と２００m の２冠を
達成することができました。
　来年は、世界ジュニア陸上競技選手権大会
に加え、リオデジャネイロオリンピックがあ
ります。世界ジュニアで１００m、２００m におい
て両種目ともに表彰台に上がれるように頑張
りたいです。
　また、オリピックの舞台は夢でもあり目標
でもあります。４年に１度しかないこの大会
に出場し、自分のもてる力すべてで世界と戦っ
てきたいと思います。
　日本の代表、豊島区の代表として日々頑張っ
ていきますので、応援宜しくお願い致します。」

10月12日、体育の日にホテルメトロポリタンにおいて
サニブラウンアブデルハキーム君の激励会が城西高校
と豊島区有志によりおこなわれました。　　

ミュンヘンオリンピック
金メダリスト
バレーボール連盟指導委員長
西本　哲雄

　今年はリオオリンピック・パラリンピックが開催
される年であり、オリンピックの切符を取っている
競技はメダルをと、切符を取ってない競技は最終予
選をハラハラ、ドキドキ、期待をしながらみまもら
れている事でしょう。バレーボールもまだ男女とも
切符をとっていないので、最終予選に向け、今頑張っ
ているものと思います。自分の人生を掛け、覚悟を
決め、死に物狂いで切符を日本に持ち帰って来て欲
しいと願っています。
　４年前、豊島区バレーボール連盟に何かお役に立
てればと言うことで、お手伝いさせて頂くことにな
りました。４年前は一般（男・女）、シニア、レディー
ス、ジュニア、ソフトバレーそれぞれの部を見てき
ましたが、まず、最初にバレーボールが古いなと感
じました。
　現在は少しづつですが、変化が起きだしているよ
うで、見ていてもスリリングなバレーになり、楽し
く、期待が持てる、他区と戦えるようになってきて
いると思います。
　昨年は 10 年ぶりにシニアひまわりチームが都大
会優勝を果たし、全国大会出場（３月）を決めて、
豊島区のバレーの強さを見せてくれました。
　一般男子も他区の大会に出場したり、今までにな
かった行動を起こしています。
　昨年から強化育成チームを立ち上げ、バレーのレ
ベルアップを図っていきたいと考えております。
　豊島区のバレーボールが少しづつ、動き出してい
るように感じます。
　私が 1972 年のミュンヘンオリンピックで金メダ
ルを頂いた時、日本国内の盛り上がりは、すごいも
のでした。もう一度その盛り上がりを味わいたいと
考えていますし、豊島区バレーボール連盟も現状を
維持しているだけでは衰退の道をたどるのではない
かと思われます。役員の皆さんと知恵を出し合って、
バレーボールを見ていて楽しい、面白い、やってみ
たいという、バレーボールの普及・発展に努めてま
いりたいと思います。
　豊島区スポーツ発展、生涯スポーツの充実、そし
てスポーツを通じた青少年の健全な育成のため努力
していきたいと思います。
　最後に体育協会の全競技の皆様、豊島区民の皆様
のお力をお借りして、豊島区をスポーツ大国に、スポー
ツを文化にしていきましょう。

オリンピック・パラリンピックに向けて
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新年賀詞交歓会

　平成 ２７ 年１月９日勤労福祉会館において豊
島区体育協会の賀詞交歓会が開催されました。
大木常務理事の開会挨拶に続いて、副島会長
の賀詞が読まれ豊島区体育協会が新年度に向
けてスポーツ愛好者や地域住民の皆様が活躍
できる環境作りに励んでいきたいとの抱負が
表明されました。
　続いて水島副区長よりご祝辞をいただきま
した。またご来賓の方々からも新年の決意の
こもったご祝辞をいただきました。
　東京都功労者表彰（個人）、東京都スポーツ
功労賞（個人、団体）の紹介がされて第１部
が終了いたしました。
　第２部においては、篠副会長・専務理事の
開会挨拶で始まり例年のようにお楽しみゲー
ムで和やかに歓談し園田常務理事のお礼の言
葉で閉会致しました。

　平成 27年度
定　期　総　会

　平成 27 年 5 月 22 日、豊島区体育協会の定
期総会が区立勤労福祉会館で開催されました。
総会の出席者は 56 名、委任状提出者は 36 名、
欠席者は 5名でした。
　総会では理事の選出、平成 26 年度の事業・
決算報告、監査報告、平成 27 年度事業計画・
収支予算の承認等が、順に行われました。総
会後は都・区議会議員や、豊島区役所学習・
スポーツ課の皆様との恒例の懇親会が行われ、
新体制の門出を和やかに祝いました。
　新役員は以下の方々です。
　会　　長� 副島　　健
　副 会 長� 篠　　敞一
　副 会 長� 月岡　　透
　副 会 長� 小林　幸栄
　常務理事� 服部　浩久
　常務理事� 橋本　道子
　常務理事� 木津　美佳
　常務理事� 大木　一也
　常務理事� 園田　玉紀
　常務理事� 鯨井　久芳（平成 27 年 10 月選出）

★都民大会 結団式・激励会★
　平成 4月 24日 18：30 より勤労福祉会館において第 68
回都民体育大会豊島区代表選手団�結団式・激励会が開催
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
副島体育協会会長へ「団旗」が授与されました。
ローラースケート連盟�相馬圭人選手の選手宣誓で第一部
結団式が終了しました。
　第二部激励会では各競技団体の選手紹介・決意表明が
行われ、盛会のうちに終了となりました。

★都民大会開会式★
　第 68 回都民体育大会および第 16 回東京都障害者ス
ポーツ大会の合同開会式が平成 27 年５月 10 日東京体育
館において、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。スキーの荻原次晴氏と水泳の岩崎恭子さんの進行で
楽しい開会式でした。豊島区からは副島会長以下 50 名
を越える役員・選手が参加しました。
　席上、平成 27 年度東京都体育協会表彰で、優良団体
賞に柔道会が、生涯スポーツ功労者にローラースケート
連盟の柴田秀孝さんが表彰されました。
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★受賞者・受賞団体★
＜スポーツ奨励賞＞
幸田　和記　第 30 回日本ジュニア陸上競技選手権大会
砲丸投げ第４位
齋藤　優奈　全国中学校総合体育大会剣道大会出場
藤岡　綾奈　インター杯剣道大会出場
村上　晴香　全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会出場
豊島ひまわり　関東ママさんバレーボールいそじ大会D
ブロック第１位
立教池袋中学校ゴルフ部　全国中学校ゴルフ選手権大会
団体の部出場
立教池袋高等学校ゴルフ部　全国高等学校ゴルフ選手権
大会団体の部出場
淑徳巣鴨高等学校剣道部　全国高等学校選抜剣道大会出場
淑徳巣鴨中学校バドミントン部　全国中学校バドミント
ン大会男子団体の部ベスト８
淑徳巣鴨高等学校バドミントン部　全国高等学校選抜バ
ドミントン選手権大会、男子学校対抗戦・女子学校対
抗戦出場
十文字高等学校サッカー部　インター杯サッカー競技大
会ベスト８
城西高等学校陸上部　インター杯陸上競技大会第４位
＜スポーツ栄誉賞＞
荻野　祐輝　全国障害者スポーツ大会長崎がんばらん
ば大会 立幅跳男子�第２位　800m男子�第７位
岸野　徳子　全日本バウンドテニス選手権大会ミド
ル女子シングルス部第３位
野中　生萌　IFSC�CLIMBINGWORLDCUP（Boulder）
-Chongqing�準優勝
今井　　毅　日本身体障がい者水泳選手権大会、
50m�自由形�第 2 位�100m自由形第 3位
サニブラウン・アブデル・ハキーム　日本陸上競技
選手権大会�男子 100m第 2位　男子 200m第 2位
清水　亮汰　2014 北斗旗　第 4回世界空道選手権大
会男子‐ 250 クラス�準優勝
川島　　修　全国障害者スポーツ大長崎がんばらん
ば大会、ジャベリックスロー�第 1 位　ソフトボー
ル投�第 2 位
井野場　政子　日本マスターズ水泳選手権大会�女子
80 歳以上 200m背泳ぎ第 3位
森田　大地　全日本ライフセービング・プール競技
選手権大会�200m障害物スイム優勝
中村　恒子　日本スポーツマスターズ 2014 バドミン
トン競技　女子団体第 1位
初瀬　勇輔　アジアパラ競技大会　柔道 81Kg 級�第
3 位
吉川　琴美　全国障害者スポーツ大会長崎がんばら
んば大会　陸上競技女子 100m第 1位
長谷川　雄太　フィンスイミング日本選手権大会�
50mサーフィス優勝�100mサーフィス優勝�50mア
ブニア優勝、アジアフィンスイミング選手権大会�
50mサーフィス第 6位�100mサーフィス第 6位
淑徳巣鴨高等学校水泳部　インター杯水泳競技大会
男子 800m　フリーリレー優勝
十文字中学校サッカー部　全日本女子ユース（U－
15）フットサル大会�優勝

＜生涯スポーツ功労者表彰＞
岩佐勝男、牧原英男、田中静男、鈴木茂樹（軟式野
球）、関口千代子（ソフトテニス）、山本道子、秋山
清美（バレーボール）、鷲崎義之（柔道）、齋藤淳子
（剣道）、臼井直樹（スキー）、飯田栄子（ソフトボー
ル）、西山智音（バドミントン）、藤井精一（陸上競
技）、大野彰、黄玲靜（NPO法人バスケットボール）、
若尾義彦（サッカー）、加来剛（アーチェリー）、小
林ルミ子（テニス）、鈴木愛子（なぎなた）、早川誠
二（少年野球）、築舘孝昭（空手道）、松隈純（レス
リング）、梅田一郎（ボウリング）、柿木賢二（クレー
射撃）、松原隆一郎（空道）、大森昭子（NPO法人地
域総合型椎の美スポーツクラブ）

★都民大会 解団式★
　平成 27 年 6 月 26 日に勤労福祉会館において解団式が
開催されました。
　關�愼吾学習・スポーツ課長より成績発表があり、総合
成績では 55 地区中男子 20 位（前回 22 位）、女子 9位（前
回 21 位）と大幅な躍進となりました。続いて副島団長
から高野区長へ「団旗」が返還され第一部解団式は終了
しました。
　第二部慰労会では、各競技の選手団より結果報告があ
りまた来年の抱負を語って閉会となりました。

★Congraturation ★
正式競技成績＜入賞＞
男子　　　　　　　　　　　　 女子
4位　スキー　　　　　　　　 4位　スキー
4位　フェンシング　　　　　 4位　なぎなた
4位（ベスト8）バレーボール　　4位　ボウリング
4位（ベスト8）柔道　　　　　　4位（ベスト8）卓球
　　　　　　　　　　　　　 　4位（ベスト8）バドミントン
公開競技成績＜入賞＞
女子
4位　　フェンシング
5位　　アーチェリー

★区民大会総合開会式★
　平成 27 年９月２日豊島公会堂において、第 68 回豊島
区民体育大会総合開会式がされました。26 度区民大会優
勝者による区長杯返還とスポーツに功績のあった区民を
表彰する盛大な式典で、水島副区長の挨拶の後、豊島区
スポーツ奨励賞・スポーツ栄誉賞の表彰が行われ、区長
杯が返還されました。続いて副島体育協会会長の挨拶、
来賓祝辞、なぎなた連盟菊池千紗選手による選手宣誓の
後、体育協会生涯スポーツ功労者表彰、そして受賞者を
代表し椎の美スポーツクラブ大森昭子氏の代表謝辞があ
り閉会となりました。



❻� 平成28年（2016年）1月８日

　　平成 28年度

要　望　書
� 特定非営利活動法人　豊島区体育協会　

� 　　平成27年10月29日
豊島区長　高野　之夫様
� 特定非営利活動法人　豊島区体育協会
� 会長　副島　　健　
　特定非営利活動法人豊島区体育協会は、常日頃、豊島区より多大なるご支援、ご協力を賜っておりますことに心より御礼申し上げます。
おかげさまで、私たち体育協会はいつでも、どこでも、いつまでもスポーツレクリエーション活動に親しみ、健康ライフと地域コミュ二
テイ推進を図るという生涯スポーツ社会の実現を目指して活動しております。
　最近、区のスポーツ推進計画（平成27年度～36年度）が策定されましたが、豊島区体育協会は区と一丸となってその計画実現のため
に奮闘することをお誓い申し上げます。
　さて、本年度は４月より区政にとりまして大きな出来事がありました。
　４月下旬には区長選挙が行われ、高野区長は圧倒的多数の信任を得て、見事に５選を果たされました。また５月連休明けには長年の懸
案でありました新庁舎建設の開庁式が行われましたが、税金を使わずに建設したということでマスコミに取り上げられ大いに話題になり
ました。
　スポーツの分野については、2020東京オリンピック・パラリンピックを５年後に控える中、城西高校２年生のサニブラウン�アブデル
ハキ―ムさんが本年度世界陸上競技選手権や世界ユース陸上競技選手権大会等で大活躍し、区よりスポーツ栄誉賞が授与されました。
　こうした状況の中、この７月豊島区の人口が35年ぶりに28万人を突破したと報道されていましたが、国際アートカルチャー都市の進
展とともに今後の更なる飛躍・発展を期待いたしております。
　本日、28年度要望書を提出させて頂きますので、高野区長におかれましてはその意をお汲み取り頂き来年度予算に反映して頂きますよ
う衷心よりお願い申し上げます。
一、区民体育大会総合開会式に関する要望
　これまで区民体育大会総合開会式は、豊島公会堂を使用して開催してまいりましたが、このたび、豊島区新庁舎の完成・移転に伴い来
年２月末をもって廃止されると伺っております。
　私たち体育協会ではこのことを受け、来年度から区立豊島体育館で総合開会式を実施する計画を進めておりますが、会場づくりのため
にどうしても一定の経費がかかります。区におかれましてはこの経費のご支援を検討されますようお願いいたします。
二、ジュニア・シニアスポーツ、障害者スポーツ等に関する要望
　これまで、ジュニア・シニアスポーツ事業について多大なるご支援・ご協力をして頂き深く感謝申し上げます。昨年度は、ジュニアス
ポーツとして17事業を、シニアスポーツ事業として７事業を実施いたしました。今後、東京オリンピック・パラリンピックを５年後に控
え、青少年のスポーツへの増加対策や競技力向上のための施策充実がますます求められてきています。また障害者スポーツにも同様な施
策展開が必要となります。
　区におかれましては、こうした状況に的確に対応して頂きたく、今後ともより一層のご支援ご協力をお願いいたします。
三、体育施設に関する要望
　⑴　プールに関する要望
　　①　巣鴨、雑司ケ谷、池袋、南長崎の各プールについて
　　　　水泳連盟は区内のプールで水泳教室を開催し区民の健康増進等を図っています。受講料を区民が参加しやすい金額に下げるため、

当連盟が主催する水泳教室の施設利用料減免と、また指定管理者の自主事業と水泳連盟等の団体利用が公平に利用できるようなシ
ステムの実現をお願いいたします。

　　②　巣鴨、雑司ケ谷の各プールについて
　　　　一般公開は毎日行っていますが、巣鴨と雑司が谷プールはレーン数が少ないため、曜日を定めた一般公開日は水泳教室等の自主

事業をやめ、一般公開だけにし、初級者、上級者、ウオーキングする人等すべての利用者が満足して利用できるような対応をお願
いいたします。

　⑵　テニス場（総合体育場）に関する要望
　　①　コート表面の人工芝がかなり破損していたり凹凸が生じており、安心安全な競技ができません。テニスコート人工芝の全面的な

改修をお願いいたします。
　　②　第二コート野球場側ベンチに日差しを避けるための日除けの設置やコート周囲の樹木の手入れ等定期的に行い、安全で快適な利

用ができるよう施設管理の指導をお願いします。また、利用者数に比べ更衣室が狭く、シャワーも少ないので、建て直しの際には
改善をお願いいたします。

　⑶　体育館に関する要望
　　①　巣鴨体育館・雑司ヶ谷体育館について
　　　ア　体育館の照明はバドミントン、卓球、バレーボールの競技にとってとても大切です。どの競技団体にとっても眩しさを感じる

ことなく競技できる照明のあり方について検討されますようお願いいたします。
　　　イ　空手は競技規定の改正により投げ技が認められ、競技用マットの使用が義務づけられております。安心安全な大会が実施でき

るよう競技用マットの購入をお願いいたします。
　　②　南長崎スポーツセンターについて
　　　　９人制家庭婦人用のネットがなく、６人制一般のもので間に合わせているので、９人制のネットを購入して頂きたくお願いいた

します。
　⑷　その他体育施設に関する要望
　　①　射場（総合体育場、西巣鴨体育場）について
　　　ア　アーチェリー競技用の矢の飛び出しは大変危険なため、これを防ぐ防矢ネットの補修等に万全を期して頂くことと、的、畳等

備品の補充については指定管理者が適切かつ誠実に対応されるようご指導方お願いいたします。
　　　イ　健常者と障害者が共に競技できるように、射場のバリアフリー化をお願いいたしますとともに、もし適地がありましたら、オ

リンピックや国体等の大会で主流となっています70ｍ級の試合ができる射場新設の検討をされますようお願いします。
　　③　体育館新設について
　　　　豊島区にはバスケットボールの試合会場及び練習会場が少なく、公式戦のできる体育館がありません。公式戦のできる設備があ

る体育館で、なおかつ２面プラスサブコートの体育館の建設をご検討頂きたくお願いいたします。
　　④　三芳グランド野球場について
　　　　A面のレフト側のネットが低くオーバーフェンスするボールが多く危険です。ネットを高くして頂きたくお願いいたします。
　　⑤　体育施設使用料について
　　　　使用料は他区に比較して高いので安くして頂きたくお願いいたします。
四、体協の運営に関する要望
　現在、豊島区体育協会は指定管理部門を除く事務事業について、区のご支援もあって職員３名体制で処理しておりますが、本年度から
の指定管理部門との一体化への対応を始め、５年後のオリンピック・パラリンピックに向けての新規事業の展開、２年後の豊島区体育協
会70周年記念事業の企画立案、収入確保策の検討、更に事務事業執行の効率化の検討等多くの課題を抱えております。
　今後とも職員の志気をより高め、安心して職務に精励できるようにご助力頂きたくお願いいたします。
五、育成団体の要望
　特定非営利活動法人�地域総合型�椎の美スポーツクラブの要望について
　区で認められた事業以外の研修・講習会等も企画・立案しているために、会場の優先的借用と会場費の減額をして頂けるようお願いい
たします。
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第36回レディース ・スポ ・レク大会
　平成27年６月７日、第36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。高野区長・副島会長の見守る中、素晴らしい立教
大学吹奏楽部の演奏に合わせた14競技団体の選手達
の堂々の行進は壮観なものでした。又、山口三子選手
の代表の言葉は、力強くこれからの試合に対する意欲
が、うかがえました。今回ふれあい広場は、日本舞踊
の家元でもある小林幸栄副会長に、豊島音頭（豊島民
謡）を教えていただきました。皆さん、楽しそうにニ
コニコ、良い汗を流していました。そして、この開会
式に華を添えたのが、区のマスコットガール“そめふ
くちゃん”かわいい !!! と大人気でした。
　最後に、皆様のご協力のお陰で、成功裏に閉会する
ことが出来ました。今後共、益々ご支援の程、よろし
くお願い申し上げます。
� レディース・スポ・レク大会委員長　橋本　道子

平成27年度　宿泊研修会
　当協会恒例の宿泊研修会は、11月８日（日）～９日（月）、
　山中湖畔の秀山荘で行われました。研修会のテーマ
は「豊島区スポーツ推進計画について」、講師は学習・
スポーツ課關課長。平成27年度～36年度までの10年計
画の策定背景、委員会体制から内容の説明まで、分か
り易くかつ要領よくご講義いただき、受講生を充分満
足させて頂きました。
　出発当日は雨、翌日も曇り時々雨の予報で、「今回は
富士山を拝むのは難しいかな？」と思ったのは私一人
ではなかったと思います。
　しかしながら皆さんの日ごろの心掛けのおかげで翌
日は薄日もさし、雲の間から顔を出したのには、感動
しました。
　ただ、今回の日程が日～月曜だったため、参加者が
15名と少なく、少し寂しさを感じたのは事実です。次
回からはより多くの方々に参加頂けるよう、工夫して
頂けたら有難いことです。

豊島区 ・秩父市スポーツ交流親善大会
バスケットボール競技

　平成27年10月11日、朝方の雨も止み、さわやかな小
春日和の中、第33回（平成27年度）豊島区・秩父市相
互開会式を豊島区立豊島体育館で開催致しました。
　式には、豊島区役所・豊島区体育協会、秩父市役所・
秩父市体育協会・秩父市バスケットボール連盟の皆様
をお迎えして、総勢100名を超える列席者のもと、無事
に進行致しました。
　主管挨拶で宗田昭弘理事長が、前秩父市体育協会会
長の浦島氏とミニバスケットボールの子供たちへの教
え方や接し方について、また、15年前に65歳で参加さ
れていた方が、現在もプレイを続けられている事など
を話されました。
　式後、秩父市の皆様と親善試合を行いました。男性
は都民大会代表メンバーが、女性は当協会の３チーム
が、それぞれ白熱したゲームを行い、ご来賓の皆様に
観戦いただきました。
　午後からは、開会式に列席したエバーグリーン（45
歳以上）、エバーグリーンV.S.O.P.（60歳以上）のメン
バーも加わり、男性が９チーム、女性が５チームで、コー
ト２面を使用して５分間ゲームを４時まで楽しみまし
た。
　その後、５時からは会場を“みはら庵”に移し懇親
会を催しました。両チームのメンバーが和やかに話し
合うのが印象的でした。また、両協会から３名が挨拶
をし、秩父締めで会場が盛り上がる場面などもあり、
有意義な楽しい時間を過ごすことができました。
　結びに、ご列席の皆様に心より御礼申し上げます。



空道協会
清水選手が史上最年少で日本一

　豊島区空道協会
の清水亮汰選手（20
歳 ） が、2015 年
11 月 14 日に開催
された北斗旗全日
本空道無差別大会
で優勝しました。
前年の世界大会で
も清水選手はアンダー 250 クラスで準優勝し
ており、それに並ぶ史上最年少での快挙です。
　毎年 11 月の空道全日本大会は、選手の体
力指数（身長+体重）に関係なく、無差別で
争われます。今回の大会は柔道全日本選手権
でもベスト 16まで勝ち進んだ巨漢（188cm、
118kg）の野村幸汰選手が優勝候補の筆頭で
した。
　清水選手は準々決勝で野村選手と対戦。野
村選手はパンチとキックを出しながら相手に
近づき、投げから寝技に繋いで一本を取る戦
法です。これに対し、清水選手は軽快なフッ
トワークとスピードで野村選手の攻撃をかわ
しながら、パンチとキックを的確に当ててい
きました。さながら牛若丸と弁慶の戦いのよ
うでした。延長戦の末、清水選手が強力なパ
ンチで野村選手から効果ポイントを奪い、優
勢勝ちしました。続く準決勝、決勝は全く危
なげのない内容で、強豪を制しました。
　清水選手はジュニアから一般に転向してわ
ずか 2年目での偉業達成です。今後はジュニ
アの大会や選手が一層注目され、空道の底辺
拡大につながりそうです。　�理事長　牧　登
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ゴルフ協会
設立 20年を迎えて

　平成７年５月、10名の発起人により、名称
を豊島区ゴルフ協会とする当会設立が決定。
規約作り、役員選任、発会式下準備等、８回
にわたる打ち合わせの末、平成７年 11月 27
日、サンシャインプリンスホテルに於、発会
式を行い、100 名以上の入会者を有する豊島
区ゴルフ協会が発足致しました。
　第１回チャリティーゴルフ大会を平成８年
５月９日、星の宮カントリークラブで行い、
それから 20年、平成 27年９月２日鳩山カン
トリークラブに於いて、ゴルフ協会 40 回目
の大会を第 68 回豊島区民体育大会ゴルフ競
技会として開催致しました。
　この 20 年の間にはゴルフを通じ、すばら
しい人達との出逢いがありました。都大会に
出場し、３位、くり上げで若潮国体に出場し
た福山喜一郎様、都大会に選手及び豊島区チー
ムの監督を何年にも渡ってお務め頂いている
田村道明様、平成 21 年、22 年には嵐山カン
トリークラブで行われた区民体育大会に２年
連続優勝をかざった、当時18才の田中勝麻君。
そして女子では平成 17年、20年に優勝、19
年には２位、20年、再度優勝という偉業をな
しとげた、関根アサ子様、舟山愛子様、鯉沼
良実様、亀田伊真子様、高安恵美子様、どな
たもすばらしい記録をのこして下さいました。
毎年の秩父交流では、昨年亡くなられた芦谷
様、現在は清川様にお世話になりながら秩父
におじゃまして秩父氏ゴルフ協会の方々とコ
ンペ交流をする中、すばらしい出逢いを重ね
ております。
　現在も年２回、コンペを行っておりますが、
ゴルフ競技はお金がかかり、ゴルフ場の問題
もあり、簡単にだれもがとび込める競技では
なく 20 年という時をへて会員の高齢化に伴
い参加者が少なくなりつつある問題をかかえ
ております。色々とむずかしい面があり、役
員の間でも賛否両論ですが、会員の増強を計
るため、ジュニア部、シニア部を作る事も考
えており、実現に向け努力して行きたいと思っ
ております。
　今後共、皆様のご指導、ご支援のほどお願
い申し上げます。
� 理事長　小林　幸栄
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アーチェリー協会
　平成 27 年のアーチェリー都民大会は光が
丘弓道場で 5月 17日の予選と 24日の本選と
週をまたいで２日間の開催となりました。
　選手は男子池田、富田、蓮沼。女子は相原、
安達、安藤の男女各 3選手が出場致しました。
　予選は男女共 30ｍ 36射 3名の合計で順位
付けられ、男子 951 点で 4 位、女子 917 点
で 3位と好調に予選を終了。
　翌週の本選トーナメント男子は 1回戦にて
小平市にマッチポイント６対０にて圧勝する
も 2回戦で練馬区に３対５と惜敗 9位となり
ました。女子はシード権を得て 2回戦、小平
市に６対０で勝利、3回戦で西東京市に３対
５と惜敗５位の結果となりました�。
　男女ともにトーナメント戦の難しさを改め
て実感し次回大会へ向けて一層の努力を誓い
都民大会を終了いたしました。
　協会の試合は１月の新春射会兼都民大会第
１次予選を皮切りに 12 月の納射会まで区民
大会、種目別選手権、ＬＳＲ大会を含む年 12
試合を毎月第１日曜日を基本として実施して
います。
　各試合は公式ルールに則って行なわれます
が協会内外の老若男女の参加者が和気藹々と
弓を射っております。
　また月２回開催の初級練習日も小学生を中
心に各世代の皆様にご参加いただいており毎
回盛況です。
　協会の試合・初級練習日に利用させていた
だいております西巣鴨体育場のアーチェリー
場も築 30 年を超え各所に老朽化の見られる
ようになってまいりました。またバリアフリー
化に未対応な点も運動施設として指摘されて
おります。さらに願わくばオリンピック対応
の 70 ｍ射場が整備されますことを日本アー
チェリー発祥の地豊島区として切に望むもの
であります。
� 　理事長　富田　康紀

軟式野球連盟
秩父市との交流

　体協の秩父交流の枠には入っていませんで
したが、秩父市軟式野球連盟と役員どうしの
交流は 18 年前（雨で２年中止）から行って
おり、今年は 16 回目を 10 月 12 日に秩父市
で行いました。
　当方からは鈴木副会長を団長とし、服部理
事長以下18名が参加し、秩父市からは乾顧問、
高野顧問、中島名誉会長、根岸理事長以下 20
名の参加で別所球場で試合が行われました。
結果は平均年齢がかなり若い秩父市に圧倒さ
れましたが和気あいあい試合を楽しみました。
　試合後は中島名誉会長が経営する民宿「や
まぶき荘」に移動し、懇親会を行い、また来
年の再会を約束して帰途に着きました。
　なお、来年からは体協の交流事業の枠に入っ
て行いたいと申し入れ、秩父市側も検討され
ることになっています。
� 副理事長　伊藤　保

水泳連盟
　水泳連盟の願いは、区民すべての方が水泳
に親しみ、生涯楽しめるスポーツの一つとし
て水泳を選び、健康で元気に過ごしていただ
くことです。
　そのため、小中学生への水泳普及では、区
のぜん息児水泳教室や小学校の夏季水泳教室
に指導員を派遣しています。区民の方へは巣
鴨、雑司が谷、南長崎の３つの温水プールで
10の水泳教室を開催し、水泳は初めてという
初心者から４泳法をマスターし競技会に出場
しようという上級者まで、一年間を通して楽
しんでいただいております。
　また、競技を通して自分の記録を確かめた
い方や、競技を楽しみたい方のために、25m
の競技や男女混合で参加できる 100mリレー
もある生涯水泳大会を、もう少しレベルの高
い区民大会や都民大会予選会を開催していま
す。
　今年は都民大会に男女８名の選手を送り出
し、男女ともにリレー、メドレーリレーに出
場することができました。さらに会員の井野
場政子さんと今井毅さんの二人が今年の豊島

区スポーツ栄誉賞を
受けました。今後も
より多くの方が水泳
を楽しんでいただけ
るよう努めてまいり
ます。
� 理事長　佐藤　彰
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▽編集後記▽
　体育協会報 39 号の発行にあたり、編集委員会は
何度も協議をし、皆さんに楽しく読んでもらえる広

報誌作りに取り組んでまいりました。

　特に、今回から広告を掲載するという、新しい試

みもあり、作業的には委員の皆さんの負担も増えま

したが、委員以外の方々のご協力もあり、無事発行

に漕ぎ着きました。謹んで御礼申し上げます。

　皆様にこの広報をお読み頂き、豊島区体育協会の

今後の発展の一助になればと願ってやみません。

� H.K

◉賛助会員紹介◉
　豊島区体育協会の目的に賛同され、平成27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。
� （平成27年 11月 30日現在）
◇法人会員
　■豊島区ゴルフ協会　■株式会社�プラント
　■アサヒ弓具工業 株式会社　■巣鴨信用金庫 池袋支店
　■ジーニアステクノロジー株式会社　■豊島区水泳連盟
　■日勝スポーツ工業 株式会社�■株式会社�ピーウォッシュ
　■ゴールドジムノース東京　■株式会社�アイワ徽章
　■株式会社�メイユウビルド　■豊島区バレーボール連盟
　■株式会社テクノ菱和 東京本店　■フジキコー株式会社
　■株式会社ヤマダ電機�LABI1��日本総本店池袋
　■有限会社�宮印刷
◇個人会員
　若林秀雄、岡﨑紘二� （順不同、敬称略）

卓球連盟活動報告
　2015 年は豊島区卓球連盟にとってはうれ
しい年となりました。当卓球連盟の登録者数
が後期登録を含め 396 名と過去最高人数に達
しました。そのおかげで、2年前より導入し
た春・秋の団体戦には男女併せておよそ 50
チームが参加して実力の近いチーム同士でし
のぎを削るようになり、豊島体育館もやや狭
く感じる様になりました。戦績としては、2
月の代表選手による第 56 回城北五区対抗卓
球大会では準優勝を勝ち取ることが出来まし
た。城北五区は卓球強豪区が集まっており、
豊島区は 2007 年の優勝以降、長らく低迷が
続いておりましたが、今年は若手が多く活躍
してくれ、良いスタートがきれました。5月
の第 68 回都民体育大会卓球競技では女子が
準決勝で僅差で敗れたもののベスト８に入り、
貴重なポイントを得ることができました。来
年は是非とも３位を狙いたいものです。７月
の全日本クラブ卓球選手権では豊島区卓球連
盟所属の豊島杉の子クラブが女子 50 代の部
に東京代表として初めて出場しました。強豪
チームが犇めく中で予選で敗退したものの、
地元チームとして大活躍です。そして 10 月
には田辺理事長がその長い選手および役員の
活動を評価され、東京都スポーツ功労賞を受
賞しました。当連盟としては板橋政雄副会長
に続いて２人目の受賞となり、ありがたく思っ
ています。今後とも豊島区卓球連盟は豊島区
民の健康増進とスポーツ振興の一翼を狙って
いくよう地域密着型で活動してまいります。
� 会長　林　星舟

キンボールスポーツ連盟
「日本代表　男子　ワールドカップ　2015　初優勝」

　本年、当連盟は設立 11 周年をむかえまし
た。昨年も５月の種目別大会と 10 月の区民
大会を雑司が谷体育館で開催いたしました。
キンボールスポーツは、カナダ発祥のスポー
ツでアメリカ・アジア・ヨーロッパを中心に
競技人口は 500 万人を超え、文字どうり「ワー
ルド・スポーツ」に発展し、２年に１回、世
界大会があり昨年はスペインのマドリードで
「第８回キンボールスポーツワールドカップ
2015」が開催され、日本は男子が初優勝、女
子は準優勝をすることが出来ました。皆様の
応援ありがとうございました。また、来年の
2017 年は日本開催が決定しました。当連盟
も１年後の開催に向けて、さらなる普及に努
力いたしますので、皆様のご支援ご協力をよ
ろしくお願い致します。
� 理事長代行　米山　和英



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

Coffee & Restaurant
ス　ト　ー　ク

〒 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

◇　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

平成28年（2016年）1月８日� �

広報委員会「鯨井新委員長を囲んで」
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生涯スポーツの創造

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 大田支店 足立支店 板橋支店 多摩支店 新潟支店 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
● 各種運動場設計・施工

地球にやさしい循環型企業グループ 国際標準化機構 環境規格「ＩＳＯ１４００１」認証取得 

      

お掃除のことならダスキンにおまかせ！・ハウスクリーニング ・家事代行 ・モップ、マット、水 

ダスキンベルウェイ TEL 0120-545-963  MAIL:duskinbellway@citrus.ocn.ne.jp 
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3世代型

総合フィットネスクラブ

スポーツワークショップ ピーウォッシュhttp://www.p-wosh.co.jp/

TEL．０３－３９５７－６５４３

〒171-0051豊島区長崎5－1－23 西武池袋線東長崎駅北口

ピーウォッシュ 検索

見学・体験

随時実施中

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2-3-21住友不動産飯田橋ビル11F TEL : 03-5804-8787 FAX : 03-5804-8790

・デジタル複合機・ファクシミリ・プリンタ・Windows・Mac・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

URL : http://www.stargp.jp/
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池袋支店

駒込支店

http://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


