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　　「スポーツの祭典への支援を目指して」

　2014年・平成26年の午年がスタートしました。

　馬といえば、ばんえい競馬の重い荷物を引く馬、農耕で作物の収

　本年も保土ケ谷区体育協会では、午年にあやかり、それぞれの与えられた役割や立

　 場で全力投球をしていき、各競技12団体の発展を通して、区民のスポーツの振興に大

　2020年、6年後に東京でのオリンピック・パラリンピックが決定いたしました。

　保土ケ谷区体育協会も一番底辺の団体としてですが、裾野の開発や拡大を目指して

選手・役員・ボランティアの育成に貢献できるよう研鑽を積んでいければと考えてい

ます。

　その第一歩として、神奈川県は東京都の隣接県、大勢の選手や観光客が来県します。

少しでも好印象を持って貰えることをみんなで考える必要があると感じます。

　それには、日頃からスポーツに親しみ、スポーツを愛し、運動好きで、いつも明る

く誰にも笑顔で挨拶する。その根底に、日本人独特の文化である『おもてなし、譲り

合いの気持ち』をもって接することが大切だと思います。

　狭い小道での雨の日の傘傾げ、車内で少しずつ腰をずらして詰め合って席を空ける、

お先にどうぞという順番を譲る精神等がこれからも一層定着するよう、青少年の健全

育成と相俟って支援をしていければと願っております。

“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”

いに関与できればと思っております。

　　　　『スポーツを話題にする家庭ほど、家族の運動する時間が長い』

保土ケ谷区体育協会 会長 小柴邦幸

穫に働いてくれる馬、競走馬のサラブレッドとしてレースで脚光を

浴びる馬、ポニーのように愛らしい馬等々、いろいろな場面でそれ

ぞれの役割・能力に応じて活躍している姿を思い出します。

　どの馬も純朴野生的で健気さがあり、特に思い憂えるあの優しい

目がいつも印象に残っています。
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 「シリウス」は創部17年の、レディースバドミントンクラブで
す。部員は24名で、旭区在住者が中心ですが、保土ケ谷区、瀬谷
区、泉区、戸塚区からも参加しています。
　また、活動拠点も旭SCで、保土ケ谷SCでの練習は月1回ほどで
すが、保土ケ谷区バドミントン協会主催の大会には積極的に参加
し、楽しませて頂いております。
　試合後に皆で祝杯を挙げられるよう、技術力・体力等の向上を
目指し、時にはコーチをお迎えして、明るく元気に頑張っていま
す。練習日は、月・木の昼間各4時間ですが、個々の実力や参加

時間に合わせた、より良い練習が出来るよう、工夫もしています。
　白いシャトルコックを打って一緒に汗を流してみたい方、ぜひ遊びに来てください。

　平成25年度秋季区民大会は無事終了しました。今大会には新チ
ームの参加もあり、14チームが熱い戦いを繰り広げました。
　中でも準決勝の「ポピンズ」対「笹山クラブ」の試合は白熱し

た点の取り合いで観戦する側にも力が入りました。この試合を制
した「ポピンズ」が決勝戦でも勝ち、優勝を飾りました。
　また、大会出場３回目のチームから、「初めて1勝した！」と
喜びの声を聞くことができました。おめでとう！！
　参加チーム数は減少傾向にあったが、他大会に出場するチーム

が根気よく区民大会開催をアピールしてくれるおかげで増えつつある事が嬉しいです。
　ママさんバレーの良さは爽やかに、楽しくプレーするをモットーにしていることだと思います。
今大会もそれを発揮してくれた各チームの皆さん、お疲れ様でした。次回大会もお待ちしています。

　昨年の12月15日に三ツ沢公園テニスコートで行われた「第24回横浜市各区交流大会」で、
保土ケ谷区代表チームは見事、準優勝しました（12区参加）。応援ありがとうございました！

チームメンバーを紹介します。
[中学男子]丸田・大井(橘中)
[中学女子]岩崎・松永(境木中)
[一般男子]南雲・一丸、内田・伊藤
[一般女子]谷内田・戸谷
[シニア男子]篠原・佐藤 [監督]内田           　
[シニア女子]藤川・荒井 以上15名

　毎年開催されている「横浜市内18区対抗試合」は、今年21回目、8月24日(日)に都築SCで行われ
ます。
  その原点ともなっている区民大会は、毎年8回(初心者・中級者を対象としたお楽しみ大会3回、前
記以外の大会5回)開催しています。特に初心者・中級者の方々から、次の試合が待ち遠しいとの声
が聞こえてきます。
　また、昨年に続き世界4大大会の一つ「荻村杯」が6月に、横浜文化体育館で開催されます。世界
最高の技術を見学され、より以上卓球を好きになって頂きたいと思います。
　その上に区民大会の参加をお待ちしています。

　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

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

ソフトテニス連盟 

バレーボール連盟 

バドミントン協会 

   卓球連盟 

優勝の「ポピンズ」 

剣道連盟 



　秋季大会は20試合が雨天順延となりましたが、関係各位の協力の
もと12月8日の決勝戦をもって全日程を終了することができました。
　 一般女子の部では、昨年
の男子に続き学生チーム同 　≪優勝チーム≫
士の決勝戦となり、接戦を 　一般女子の部：バックスタイル(写真)
制した「バックスタイル」 　一般男子一部：峰岡へタックス
が5-4で「ペルソナーズ」を 　一般男子二部：和田町ヤンキース
下し初優勝を飾りました。 　　　　壮年の部：瀬戸ヶ谷イーグルス

　少年少女の部：峰岡クローバーズ

　こんにちは、昨年度の区民大会は無事終了し、春秋大会とも「坂本少年野球部」が連覇するとい
う圧倒的な強さを見せた年でした。写真は優勝した「坂本少年野球部」と12月に開催された少年野
球連盟関係者の納会の一コマです。
　2月9日には市内唯一の「6年生送
別運動会」を開催する予定でしたが、
雪の為中止となりました。
　本年度も少年野球に対して皆さん
の応援よろしくお願いいたします｡

　学生時代に弓道を行っていましたが、卒業後社会人となってからの30余年はそ
の機会がありませんでした。
　しかし、気忙しい日々が続き自分と向き合う時間がなくなっていたころ常盤公
園内に弓道場があることを知り、再び弓を手にするようになって約一年が経ちま
した。
　弓道場でのひとときは日ごろの雑念を払って弓のことに専念でき、心の安定に
大切な時間になっています。
　はじめての方には敷居が高く感じられるでしょうが、経験豊かな先生・先輩方
からの懇切丁寧なご指導と、ともに弓を引く仲間たちとあたたかな雰囲気のなか
で取り組むことができます。是非みなさまのご入会をお待ちしています。　　　　

  平成25年度春季大会では40チームが参加し、優勝は「モンスターズ」、準優勝は「相模鉄道」、
第3位は「保土ケ谷ナインズ」と「天王町ドージョーズ」でした。
　秋季大会は8月から行われたものの雨天中止が続き、今年3月にやっと決勝戦を行うことができま
した。区民大会は、市大会・ブロック大会・全国大会の予選（推薦制）も兼ねていて、代表になっ
たチームは各大会で好成績を収めています。また毎季、新たなチームの
登録があり大会は盛り上がっています。
　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。多くの皆さんの参加を願っております。また、審判員も募集して
います。熱戦の模様や参加募集は体育協会HPをご覧ください。
≪問合せ先≫　庶務担当　上野博文　電話　090-3916-8225

　平成25年度「区民少年サッカー大会」（小学5年生以下参加12

チーム）が常盤公園サッカーグラウンド他で11月に予選リーグ、
12月1日に決勝リーグが開催されました。優勝「西谷FC」、準優
勝「上星川SC-A」、第3位「FCオフサイド」でした。
　明日の横浜のサッカーを担う子どもたちのはつらつとしたプレ
ーは多くの人々に感動を与えてくれたと思います。

  各チームとも選手の募集も随時行っておりますので、協会にご
連絡頂ければチームの紹介をいたします。

ときわ弓友会 
福田 和太

サッカー協会 

弓道連盟 

少年野球連盟 

ソフトボール協会 

野球連盟 



　平成26年度より区民大会は、横浜駅西口の「ハマボール」での開催となります、皆様のご参加を
お待ちしております。
　平成25度秋季大会の結果 　　　下記区民大会以外にも、
　　　優　勝　　酒井 比呂志 703 　　　「会長杯」7/27
　　　準優勝　　鈴木 栄一 695 　　　「親善大会」2/8
　　　第三位　　大坪 利弘 678 　　　を開催する予定です。
　　　男子HG　　天野 貴彦 279
　　　女子HG    小林 幹子 189

　当協会は会長を含め5人のスタッフで運営しています。
　何よりも参加くださる皆さんが支えです。平成26年度も4回の大会を計画しています。しかし年々
参加人数が減少傾向にあります。
  是非、参加しやすい区民大会存続のために大勢の方の参加をスタッフ一同心待ちしています。

団体名・代表者 開催日 種  目 会  場 団体名・代表者 開催日 種  目 会  場

野球連盟  3月16日(日) 春季大会 市内野球場 バドミントン協会  4月 6日(日) 127回大会 保土ケ谷SC

堂下 一雄 331-0431  9月 7日(日) 秋季大会 市内野球場 下田 秀美  5月 3日(土) 128回大会 保土ケ谷SC

ソフトテニス連盟  5月 6日(火) 春季一般 三ッ沢 335-7263  8月10日(日) 129回大会 保土ケ谷SC

西村 泰  6月21日(土) 春季中学個人 三ッ沢  9月28日(日) 130回大会 保土ケ谷SC

801-1423  7月29日(火) 小学生大会 三ッ沢 11月 3日(日) 131回大会 保土ケ谷SC

 8月 1日(金) 夏季中学個人 三ッ沢 12月23日(火) 132回大会 保土ケ谷SC

 8月10日(日) 中学１年団体 三ッ沢  2月 8日(日) 133回大会 保土ケ谷SC

11月15日(土) 秋季一般 三ッ沢 少年野球連盟  3月30日(日) 春季大会 区内広場

 1月11日(日) シニア団体 三ッ沢 長嶋 孝 331-6063  9月 7日(日) 秋季大会 区内広場

 2月 7日(土) 中学団体交流 三ッ沢 バレーボール連盟  4月29日(火) 春季大会 保土ケ谷SC

三ッ沢 山崎 都 382-8722 10月26日(日) 秋季大会 保土ケ谷SC

三ッ沢 弓道協会 軽部 隆 10月13日(月) 19回大会 常盤公園

卓球連盟  4月29日(火) お楽しみ大会 保土ケ谷SC 剣道連盟 石崎 豊 11月16日(日) 58回大会 保土ケ谷SC

高橋 誠  5月 6日(火) 190回大会 保土ケ谷SC ソフトボール協会  3月29日(土) 春季大会 区内運動場

381-8031  6月22日(日) お楽しみ大会 保土ケ谷SC 小柴 邦幸 331-4528  8月30日(土) 秋季大会 区内運動場

 9月 7日(日) 192回大会 保土ケ谷SC テニス協会  5月27日(火) 春季女子Ｄ 三ッ沢

10月26日(日) お楽しみ大会 保土ケ谷SC 境 勝行  6月15日(日) ミックスＤ 三ッ沢

12月14日(日) 194回大会 保土ケ谷SC 371-9394  9月21日(日) 秋季女子Ｄ 三ッ沢

 1月25日(日) 195回大会 保土ケ谷SC 10月19日(日) 男子Ｄ 三ッ沢

 3月21日(土) 196回大会 保土ケ谷SC ボウリング協会  5月25日(日) 春季大会 ハマボール

サッカー協会  4月 6日(日) 社会人大会 常盤公園他 石丸 茂喜 712-2351  9月 7日(日) 秋季大会 ハマボール

青島 直樹  6月14日(土) 少年大会 常盤公園他 体育協会  6月18日(水) 総　会 保・公会堂

824-9955  6月22日(日) フットサル 保土ケ谷SC 事務局 332-1130  3月 1日(日) スポーツ祭り 保土ケ谷SC

 2月 8日(日) フットサル 保土ケ谷SC

【お知らせ】
  体育協会は新しく横断幕（H0.9m×W6m）を作成しました。各競技団体の区民大会等で活用します。

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/

初級者教室 5/14～6/11（毎水）

初級者教室 11/5～12/3（毎水）

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

テニス協会 

ボウリング協会 

平成25年度横浜市体育協会表彰受賞者 
  ○スポーツ普及功労賞 佐藤 勇 氏(ソフトボール協会)、露木 光子さん(スポーツ推進委員) 

平成25年度保土ケ谷区体育協会表彰受賞者 
  ○体育功労賞 Ａ項 小林 浜子さん(弓道協会)、Ｂ項 遠藤 與志雄 氏(ソフトテニス連盟)   

おめでとうございます！ 

平成26年度事業計画 


