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「スポーツを通して青少年の健全育成を」

    ３月３日の「ほどがやスポーツまつり」には、多数の区民の皆様のご

  参加をいただき、又、午後の区民ボッチャ大会、ソフトバレーボール

　大会へのご参加を有難うございました。

　　平成２５年度の保土ケ谷区民大会がスタートいたしました。本年度も

　奮って各競技団体の大会にご参加くださいますようお願いいたします。

　　昨年度は、青少年の「いじめ」問題が大きく取り上げられ大変心を痛

　めました。　

☆ いじめられる側にも原因がある。

☆ そこまで傷つけるつもりはなかった。

☆ 自分は直接いじめていないので関係ない。

　いじめが発覚したとき、子ども達が口にする典型的な三つの主張であり、我々大人は、

　即座にこれを否定しなければならないと訴えています。

　　又、いじめでは、周りではやし立てる「観衆」、黙認する「傍観者」も重要な役割

　を演じ、観衆、傍観者が居ることで、いじめっ子は「認められた」と勘違いし、いじ

　めが加速するといわれています。これらにも、大人の目を増やすことが必要と感じます。

　　いろいろな諸解決策が現在、多方面で大いに議論されていますが、その一つとして、

　「学校外にも仲間を」との提言です。学級・学年という狭い人間関係だけでなく、

　地域の文化やスポーツなどに積極的に関わり、参加するようにしようということです。

　　スポーツ・競技は、ルールや規則に則って大会・ゲームが展開され、それが守られ

　ないと、怪我や大きな事故に繋がります。そこには、当然としてフェアプレー精神や

　正々堂々と戦うことが求められます。更に、競技開始前と後に「お願いします」・「あ

　りがとうございました」という気持ちを込めた挨拶が欠かせません。これらの精神や挨

　拶には、いじめが入り込む余地はありません。

　　保土ケ谷区体育協会は、区民大会を通じて、いじめのない健全育成に資する大会運営

　に貢献できたらと願っております。

 　“区民の皆さん　スポーツを通してコミュニケーションをはかりましょう”

　「三つの正当化を許さない」運動では、

保土ケ谷区体育協会 会長 小柴邦幸

　神奈川県下でも、4,454件に及び、「冷やかしやからかい」2,705件・「遊ぶ振りして

　叩く」827件・「仲間はずれや集団による無視」675件だったそうです。

　　各地で、危機意識から『なくそういじめ』キャンペーンが展開され、
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バドミントン協会
  当協会で紹介する第４回目は【たまひよバドミントンクラブ】です。
大変熱心に活動しておりますので、是非声を掛けてみてください。
以下は代表者の一言です。
  『私たちは保土ケ谷ポーツセンターで土曜日、または日曜日に練習し
ています。メンバーは県内出身の部活動経験者が多いですが、初級者の
指導・育成にも力を入れています。保土ケ谷区をはじめ、近隣の西区・
磯子区等の大会にも積極的に出場しています。
  現在、参加者募集中です。よろしくお願いします。』
                連絡先  代表者 高田 英彦 hide-gota@axel.ocn.ne.jp

バレーボール連盟
　 平成２４年度は、春季大会１６チーム、秋季は１２チームと多数の申
し込みがあり、好プレー続出で会場が沸きました。春季大会では初参加
の「シーズン」が第三位と健闘しました。
　秋季大会では「エンジェルス」が念願の初優勝を飾り、チームの皆さ
んは大喜びでした。また初参加の「ひろリンズ」も第三位と健闘し大会
を盛り上げました。若いチームの台頭が目覚ましい区民大会から目が離
せません。本年度も多数のチームの参加をお待ちしています。
写真は秋季大会決勝戦：赤いユニフォームが優勝の「エンジェルス」

ソフトテニス連盟
１月２０日、数日前の雪が嘘のような好天に恵まれた三ツ沢公園テ

ニスコートで「第１０回ほどがやシニア団体戦大会」を開催しました。
地域のシニアプレーヤー１０人でチームを作り６チームの対抗戦です。
接戦の末、天王町クラブ主体の「みゆきちゃんチーム」が優勝しま

した。準優勝は明神台クラブ主体の「しんちゃんチーム」でした。

弓道協会
私の弓道との出会いは、１年半前、市の広報誌にあった初心者を対象とする「弓道教室」の募集記

事です。以前から体力維持への関心から散歩を続けておりました。弓道教室での約１ヶ月間、道場で
出会う先輩方の行動と会話から、今までにない新鮮な空気を感じました。

　礼儀正しさ、静かな物腰の中に優しさ、穏やかなリズムを感じさせて頂き、
さらに興味を深める事になりました。
昨年10月に開催された「区民弓道大会」に参加したことで、同じ道を見つ

め努力している多くの先輩方から、改めて弓道の楽しさも教えられました。
　不思議な事ですが楽しさの共有と共に、区民である事を強く認識しました。
今後も楽しさの輪が広がるよう精進を重ねてゆきたいと思います。
横山 俊男（昭和22年生れ）

野球連盟
≪平成２４年度軟式野球区民大会が秋の決勝戦を残し終了≫

　毎年度春季・秋季の２回、区民大会を実施しております。
　平成２４年度においては共に４４チームが参加し、春季の優勝は「天王町
ドージョーズ」、準優勝は「モンスターズ」、第三位は「桜吹雪」と「ブラ
ックス」となりました。
  秋季は、第三位に「権太」と「相模鉄道」が決まったものの、グラウンド
の確保ができず決勝戦の「横浜TODODAS」対「モンスタ－ズ」戦は、今年４
月7日に持ち越されました。
　また、平成２４年度の成果として「ガラクタ野球部」が神奈川県代表で「東日本軟式野球大会」に
参加し、準々決勝にまで駒を進めました。このように区民大会の出場チームは、他区に比べて精栄揃
いで、かつ実力も拮抗しており、毎試合、熱戦が繰り広げられています。
　晴天の下、地域交流・体力増進に向けて、軟式野球を楽しんでみませんか。野球連盟は、より多く
のチームの参加を願っております。また、審判員も募集しています。奮ってご参加、ご応募願います。
  なお、熱戦の模様や参加募集の詳細は、体協ホームページをご覧ください。　　

　　           　   　************************* 加 盟 団 体 紹 介 *************************



卓球連盟
平成２４年度は、８回（中級・初級者対象は３回）の大会すべて滞り

なく終了し、現在平成２５年度の準備を着々と進めています。
６月１９日（水）～２３日（日）には、世界４大大会の一つであります

 「ジャパンオープン荻村杯」が、横浜文化体育館で開催されます。中国を
はじめ、世界トップレベルの試合を「一目見たい」「盗める技術があった
ら、自分のものにしたい、でもちょっと無理かもね」などと卓球愛好家の
間では今から話題が沸騰しています。
区民大会も大会によっては、実業団あるいは国体経験の選手と中級者・

初級者の対戦もありますが、上手な選手は、思いやりのある試合運びをして楽しませてくれます。
卓球に興味のある方、何時もどちらかで練習を続けている方、どうぞ大会に参加してください。
役員一同皆様の参加をお待ちしております。

ソフトボール協会
平成２４年度秋季大会一般男子一部決勝は区大会では初となる

大学生チーム同士の戦いとなり、「Back Style」が１－０の接戦
を制して「ペルソナーズ」を下し見事初優勝を飾った。両チーム
にはライバルとしてこれからも区大会を盛り上げていって欲しい
ものである。
その他成績 ☆ 一般女子優勝：「ＧＳボンバーズ」

☆ 少年少女優勝：「峰岡クローバーズ」
☆ 壮年優勝：「瀬戸ヶ谷イーグルス」
☆ 一般男子二部優勝：「上菅田ボンバーズ」

テニス協会
  平成２４年度の各大会も無事に終わることができました。
皆様のご協力ありがとうございました。
平成２５年度もたくさんの参加をお願いいたします。
☆写真は平成２４年度秋季男子ダブルス入賞者

左から準優勝山中宏剛・東樹康之組　優勝岩崎兼祐・古川悠太組　
３位坂元健士・山本雅一組

少年野球連盟
　平成２４年度の大きな事業である春季・秋季の区民大会は無事終了しま
した。秋季大会では「常盤台Ｆ少年野球部」がなんと２２年ぶりの優勝を
見事に飾りました。「常盤台Ｆ少年野球部」の選手と指導者と保護者の皆
さんの２２年の長きにわたる優勝への執念が見事優勝旗を奪取させたのだ
と思います。その喜びはひとしおだと思います。
　また、横浜市大会では「三浦大輔杯争奪大会」で「坂本少年野球部」が
優勝しました。それぞれの関係者の努力が実を結び、少年野球連盟として
充実した１年でした。
  写真はその年を締めくくる納会の様子です。

サッカー協会
　保土ケ谷区サッカー協会は年間を通して繰り広げられる社会人リーグ、
ジュニアの各カテゴリーに分かれて行われる区大会が主な公式戦となって
おります。
　また、近年、少人数でも手軽にできるフットサルが
人気となってきており、ママさんフットサル大会は大
盛況です。大人から子どもまでが手軽に楽しめる大会
運営ができればと思っております。チームの紹介も出
来ますので気軽にご連絡いただければ幸いです。

剣道連盟
　剣道で体と心を鍛えて元気な力を身につけよう！！
入会を希望される方は保土ケ谷区剣道連盟事務局 野村明俊までお申込み　
ください。 電話&FAX 045-341-5697
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ボウリング協会
  平成２４年度の大会も２月３日の区民親善 秋季大会参加者と成績

ボウリング大会をもって無事終わることが出
来ました。皆様の参加とご協力、誠に有難う
ございました。
　私達役員一同は広く区民各層のスポーツ振
興と共に精神高揚を図り、健康で明るい区民
生活の確立を目的に励んでいます。
　ボウリング競技は年齢を問わず、誰でも参

加出来る競技ですので、多数の区民の参加をお願いいたします。

平成２５年度区民大会予定表

≪平成２４年度 横浜スポーツ表彰≫

◇横浜スポーツ普及功労賞

　　　東　克彦さん   （ソフトボール協会）　　　

      神保　昭男さん（スポーツ推進委員連絡協議会）

≪平成２４年度保土ケ谷区体育協会表彰≫

◇体育功労賞（Ａ項）・・・・・・内田 久一さん（ソフトテニス連盟）

◇体育功労賞（Ｂ項）・・・・・・島倉 隆子さん（バドミントン協会）
　　　　　　　　　

問合せ先 ：保土ケ谷区体育協会 事務局 泰良（タイラ）
電話&FAX  045-332-1130    e-mail ： h-sports-a@forest.ocn.ne.jp

URL   http://www18.ocn.ne.jp/^ hsportsa/

団体名・代表者

野球連盟

堂下一雄 331-0431 8月25日(日)  秋季大会 〃 5月 3日(祝)  121回大会 〃

会　場

4月14日(日)  春季大会 市内野球場 バドミントン
協会

4月 7日(日)  120回大会 保土ケ谷SC

開催日 種　目 会　場 団体名・代表者 開催日 種　目

西村 泰

801-1423

 122回大会 〃

5月 6日(祝)  春季一般 〃 335-7263 9月29日(日)  123回大会 〃

4月21日(日)  春季中学 三ッ沢 下田 秀美 8月11日(日)ソフトテニス
連盟

 秋季一般 〃 2月 9日(日)  126回大会 〃

 124回大会 〃

9月15日(日)  中学団体 〃 12月23日(祝)  125回大会 〃

11月16日(土)

7月30日(火)  小学生大会 〃 11月17日(日)

 区内広場

2月11日(祝)  シニア団体 〃 丸山良平 333-0098 9月 1日(日)  秋季大会 〃

2月 8日(土)  中１団体 〃 少年野球連盟 3月31日(日)  春季大会

381-8031

 18回大会  常盤公園
5月 6日(祝)  Ｓ／Ｄ 大会  〃 全館 軽部 隆 331-1445

卓球連盟

高橋　誠

4月29日(祝)  お楽しみ大会 保SC　2Ｆ 弓道協会

 57回大会 保土ケ谷SC
9月 8日(日)  Ｓ／Ｄ大会  〃 全館 石崎 豊 383-0219

6月23日(日)  お楽しみ大会  〃   2F 剣道連盟

 区内広場

11月24日(日)  Ｓ／Ｄ大会  〃 全館 小柴邦幸 331-4528 8月18日(日)  秋季大会 〃

10月27日(日)  お楽しみ大会  〃   2F ソフトボール協会 3月30日(土)  春季大会

 三ッ沢

3月21日(祝) 男女別３人３Ｄ  〃 全館 境 勝行 9月28日(土)  ミックスＤ 〃

1月26日(日) MIX／男女別Ｄ  〃 全館 テニス協会 5月28日(火)  春季女子Ｄ

10月27日(日)  秋季大会 〃 11月 4日(祝)  秋季男子Ｄ  清水ヶ丘

バレーボール連盟 4月29日(祝)  春季大会 保土ケ谷SC  371-9394 10月20日(日)

山崎 都 382-8722 

保土ケ谷SC：保土ケ谷スポーツセンター      三ツ沢：三ツ沢庭球場
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第六位

 秋季大会 〃

2月 9日(日) フットサル大会 〃 2月 9日(日)  親善大会 〃

6月23日(日) フットサル大会 保土ケ谷SC

712-2351

9月 1日(日)

 春季大会

小川 茂雄

神田 安治

石丸 茂喜

椿山 友子

戸田 七枝

石丸 理砂

優勝

準優勝

第三位

第四位

第五位

サッカー
協会

青島 直樹

aoshima11@gmail.com

10月14日(祝)

11月 4日(祝)

小川 茂雄

石丸 理砂

男子ﾊｲｹﾞｰﾑ

女子ﾊｲｹﾞｰﾑ

戸塚ボウル

6月 8日(土)  少年大会 〃

石丸 茂喜

7月28日(日)  体協会長杯 〃

4月14日(日)  社会人大会 常盤公園他 5月26日(日)ボウリング
協会

 秋季女子Ｄ 〃

mailto:aoshima11@gmail.com
http://illpop.com/img_illust/mini/sport_a10.png
http://illpop.com/img_illust/mini/sport_a15.png

