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　この仲裁役・仲介で争いや問題がなかなか解決、和解に結びつかず、

もやもや感がずっと取れないのは何故でしょうか。主義や主張のせめ

ぎ合いで解決の難しい「正義とは・正論とは」が問われているからと

感じられます。

　その一つは、ドナルド・トランプ氏が、日本を名指しで応分の責任

分担・負担を求めているニュースのこと。「米国ファースト」で、日本は

今後どうなっていくのか、スポーツなんかしている場合ではないかとの

一抹の不安感が拭えない。

　ある政治家曰く、「彼は極めて高い政治的資質を持ち、特定の団体に何のしがらみもない。

傑出した大統領になるまたとない好機で、これを前向きにとらえ、彼にチャンスを与えるべき

だ」の話しを聞き、ほっと胸を撫で下ろし一安心。

　その二は、東京オリンピック、パラリンピックを巡る拠出金で「都民ファースト」を訴える小池

都知事との確執の問題。

　種目は、東京一極集中ではなく、多少の仮設整備費を分担してでも、横浜に世紀のオリン

ピックを招致してほしかったと思う区民も多くいたので残念である。

　三つ目は、マスコミ報道がいつまで続くか分からない福島からの転校生の横浜での「いじ

め」問題です。

　仲裁役であるはずの市の第三者委員会がほこ先となりどう解決していくのか。

　我々地域のおじさん、おばさんがお節介でも、地域・公園で子供たちのもめ事にしっかり

と目を光らせ、「今の言い争いは、ケンカなのか、いじめなのか」と積極的に声掛けをして、

地域の子供たちの健全育成に少しでも貢献できたらばと考えます。

　本年も、保土ケ谷区体育協会は、区民の健康増進・青少年の健全育成を目指して区民

大会の一層の充実を図っていきます。是非ご参加ください。

　　　　“区民の皆さん！スポーツを通してコミュニケーションを図りましょう”

『「猿」と「犬」との犬猿の仲裁役「酉年」のスタート』
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   第146回区民大会(平成28年12月11日）の様子をご報告

いたします。
　この大会は、男女各3名以上でチームを作り、第1ダブ

ルスを女子、第2ダブルスを混合、第3ダブルスを男子と
して、3試合行い勝敗を決めます。
　技術的なことを考慮し、一、二、三部のクラス分けを

行うため、それぞれのランクで大変激しくそれでいて和
気あいあいとした大会となっています。
  年間７回の大会を開催し、老若男女を問わずそれぞれ
の力量に合わせた大会を目指していますので、生涯スポ
ーツとして取り組んでいただければ幸いです。皆様のエントリー、お待ちしております。

　平成28年度「新春大会」が無事終了した。参加チームが
11チームという事で組み合わせに悩みました。しかも保土
ケ谷区内にインフルエンザ罹患者（リカンシャ）が多くで
ているとの情報の中、当日は棄権チームもなく試合開始と
なった。
　Ｂグループの４試合に於いては実力が拮抗し、すべてフ
ルセットマッチ。どのチームが上位の試合に臨めるのか結
果がでるまでは気が抜けない状態だった。
最後は“ママさんパワー”を発揮した「瀬戸ヶ谷チーム」
が決勝トーナメントへ進出した。

優勝；「ポピンズ」準優勝；「シーズン」第３位；「笹山クラブ」第３位；「瀬戸ヶ谷」でした。

　平成29年度は中学生2、一般6大会を計画しています。
（日程は4ページをご覧ください。）
　昨年度は、中学生延べ340名、一般278名の参加でした。
　より多くの愛好家に参加していただける大会にしようと、
理事会で話し合っています。

　平成28年度８月のリオオリンピック、今年１月の全日本卓球
選手権大会の世界最高のサーブ、ラリー、スマッシュの技術を
テレビで見ることができました。
　各大会直後、その影響か地区センター、スポーツセンターは
ラケットを持った方々でにぎわいました。
  そのときの気持ちを忘れずに区民大会にもぜひ参加していた
だきます様にお待ちしています。

　平成28年度秋季大会は26チームの参加を得て、10月2日から行われ12月4日の決勝戦で無事終了しま
した。
　この間、各会場では熱戦が繰り広げられ、優勝は「TODODAS」、準優勝は「天王町ドージョーズ」、
第3位は「保土ケ谷ライオンズ」と「モンスターズ」という結果でした。
　29年度春季大会は、募集が始まっています。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。多くの皆様の参加を願っております。また、審判員も募集しています。
　熱戦の模様や大会要項は体育協会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

　　           　   　************************* 加 盟 団 体 紹 介 *************************
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　1,000試合達成!!　　
　昨年10月23日、緑園総合高校での試合で 《秋季大会優勝チーム》
池田 武審判員が1,000試合出場を果たした。 　一部：峰岡へタックス
　区大会や市・県大会等で活躍し、平成17年 　二部：芙蓉ケ丘ソフト
に一種審判員資格を取得してからは日本女子 　壮年：瀬戸ヶ谷イーグルス
リーグへ出場するなど様々な大会を支えてきた。 　女子：さくら
　心身ともにまだまだ充実している池田審判員
の次の目標は「1,500試合達成！」だそうだ。

　昨年12月10日（土）に納会を開催しました。100名越の出席を得て1年間の苦労をねぎらい盛会裡
に終了しました。
2月11日（土）には横浜市18区中、当保土ヶ谷区だけが行っている6年生送別運動会を県立保土ケ谷
公園多目的広場にて開催しました。
　最後のセレモニーで、少年野球を卒業する6年生へ保土ケ谷区体育協会からいただきました「卒業
証書」を監督から渡して無事6年生を送り出すことができました。
　関係各位から賜わりました声援に感謝いたします。

　第21回区民大会が10月10日に行われました。
総 合 優 勝　　　　山本 彩音 （金井高校）
高 校 男 子　　　　川上 航生 （金井高校）
高  校女 子　　　　山本 彩音 （金井高校）
成 人 男 子　　　　進　隆生 （ときわ弓友会）
成  人女 子　　　　組谷 千穂 （横浜平沼籐弓会）
シルバー男子　流郷　勝 （ときわ弓友会）
シルバー女子　冨岡 陽子 （あずさ会）

　11月20日に区民剣道大会が開かれました。今回の大会は第60回
の記念大会ということもあり、例年に増して準備を厚くし、企画
に工夫を凝らしました。
　その一として、神奈川県警の特錬員の方々の協力を得て、稽古
の一端を披露していただきました。

　11月3日の全日本選手権で優勝した勝見洋介選手を含む6名の特錬員の模範稽古が始まった途端に、
会場の空気は一変して、皆さん目をみはっていました。
　初心者も行う基本稽古なのに、その動きの激しさ、鋭さ、正確さ。「オオ、これが日本一の選手を
生む稽古か！」
　少年剣士から熟年剣士まで大きな刺激を得た大会でした。
               ≪問合せ先≫ 保土ケ谷区剣道連盟 事務局　仲亀 晃央（電話＆FAX 045-299-0522）

　当協会の少年チームは11チームが加盟しており、年代別カテ
ゴリーによって区大会が行われています。
　平成28年度の各大会はすべて終了しており、Ｕ‐12区大会は西
谷FC、Ｕ-10区大会は横浜GSFC、Ｕ-8区大会では帷子FCがそれぞ
れ優勝しました。
　また、平成28年度区民大会(Ｕ-11)はFC OFFSIDEが優勝の栄冠
に輝いております。当協会HPは http://hodogaya11.infoです。
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　平成29年度は5月27日のミックスダブルス大会を始めに三ツ沢
公園で3大会、清水が丘公園で2大会を行います。
  11月21日は新規企画の「ベテラン大会」です。参加資格などの
詳細は体協ホームページ内でご案内します。
　今年も各大会、多くの方のご参加を心よりお待ちしています。

　28年度は多数の皆様のご参加を頂き、無事大会を終了することが
できました。誠にありがとうございました。
≪秋季大会成績  10月2日≫
優勝：鈴木 歳子 682、2位：鈴木 信義 675、3位：深見 邦雄 579
男子ハイゲーム鈴木信義 214 、女子ハイゲーム 鈴木 歳子 201
　29年度も区民大会以外に、8月20日会長杯、1月28日親善大会があ
ります。昨年同様、区民の皆様のご参加をお待ちしております。

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  4月 9日(日) 春季大会 市内野球場 バドミントン協会  4月 2日(日) 148回大会 保土ケ谷SC

堂下 一雄 331-0431  9月17日(日) 秋季大会 市内野球場 下田 秀美  5月 3日(水) 149回大会 保土ケ谷SC

ソフトテニス連盟  4月 8日(土) 春季中学団体 三ッ沢公園 335-7263  5月 7日(日) 150回大会 保土ケ谷SC

西村 泰  6月18日(日) 春季一般男女 三ッ沢公園  8月13日(日) 151回大会 保土ケ谷SC

801-1423  7月27日(木) 夏季小学生 三ッ沢公園 9月17日(日) 152回大会 保土ケ谷SC

 8月12日(土) 一般・シニア 三ッ沢公園 12月10日(日) 153回大会 保土ケ谷SC

 9月17日(日) 秋季中学団体 三ッ沢公園  2月 4日(日) 154回大会 保土ケ谷SC

10月21日(土) 秋季一般男女 三ッ沢公園 少年野球連盟  4月 2日(日) 春季大会 区内運動広場

11月 4日(土) 秋季シニア男女 三ッ沢公園 長嶋 孝331-6063  9月 3日(日) 秋季大会 区内運動広場

 2月24日(土) シニア団体戦 三ッ沢公園 バレーボール連盟  4月23日(日) 春季大会 保土ケ谷SC

卓球連盟  4月23日(日) 214回お楽しみ 保土ケ谷SC 山崎 都 382-8722 10月22日(日) 秋季大会 保土ケ谷SC

浅野 高嶺  5月 5日(金) 215回大会 保土ケ谷SC 1月21日(日) 新春大会 保土ケ谷SC

371-3018  6月18日(日) 216回お楽しみ 保土ケ谷SC 剣道連盟
石田 昌子  9月 3日(日) 217回大会 保土ケ谷SC 石﨑 豊 383-0219

332-3646 10月22日(日) 218回お楽しみ 保土ケ谷SC ソフトボール協会  4月16日(日) 春季大会 区内運動広場

11月 3日(金) 219回大会 保土ケ谷SC 小柴 邦幸 331-4528  9月17日(日) 秋季大会 区内運動広場

12月23日(土) 220回大会 保土ケ谷SC テニス協会  5月27日(土) ミックスＤ 三ッ沢公園

 1月21日(日) 221回お楽しみ 保土ケ谷SC 蘭 透美  6月25日(日) 春季女子Ｄ 清水が丘公園

 3月21日(水) 222回大会 保土ケ谷SC 715-2647  10月17日(火) 秋季女子Ｄ 三ッ沢公園

サッカー協会  4月 9日(日) 社会人大会 常盤公園他 11月 5日(日) 秋季男子Ｄ 清水が丘公園

青島 直樹  5月13日(土) 少年大会 常盤公園他  11月21日(火) ベテラン大会 三ッ沢公園

824-9955  6月18日(日) フットサル 保土ケ谷SC ボウリング協会  4月30日(日) 春季大会 ハマボール

 2月 4日(日) フットサル 保土ケ谷SC 石丸 茂喜 712-2351  11月12日(日) 秋季大会 ハマボール

弓道協会 体育協会  6月21日(水) 総会 保・公会堂

軽部 隆 331-1445 事務局 332-1130  3月 4日(日) スポーツ祭り 保土ケ谷SC

　　　　平成28年度横浜市体育協会表彰受賞者

スポーツ功労賞Ａ項　石﨑 　豊 氏（剣道連盟） 
スポーツ普及功労賞　佐藤 　壽 氏（スポーツ推進委員連絡協議会）
スポーツ普及功労賞　関根 いせ子氏（スポーツ推進委員連絡協議会）

　　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@td6.so-net.ne.jp

 URL　http://www.hsportsa.sakura.ne.jp/

11月19日(日) 61回大会 保土ケ谷SC

10月 9日(月) 22回大会
常盤公園
弓道場

テニス協会 

平成29年度事業計画 

おめでとうございます！ 
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