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保土ケ谷区体育協会 会長 小柴 邦幸

　 2020年の東京オリンピック・パラリンピックまで２年半となり、障が

い者スポーツ協会は、大会を成功させ、今後の共生社会の実現に

繋げていけるか、それが問われる正念場だといい、主に、三つの社

会変化を好意的に挙げていた。

・ 第一は、テレビ・新聞等のマスコミ報道で、パラスポーツへの理解

             や関心が大変深まり、身近になった。

・ 第二は、各企業がパラスポーツへの貢献度を高め、資金援助、

             雇用、ボランティア活動で積極的に啓発を図ってくれだした。

・ 第三は、子どもたちへの啓発活動が活発化し、学校訪問を通して実体験をもとにパラ

             スポーツへの関心を高めた。

　 私は、この第三の活動が特に重要だと考える。実際に子どもたちが障がい者とふれ合

い、ボッチャや車いすバスケットの実体験を通して、持てる機能を最大限に活かし、限界

に挑戦するアスリートたちに感動し、心を揺さぶられるだろう。

　 こういう経験を通して、スポーツに限らず、日常生活、地域社会、学校内でも、偏見・差

別・いじめのない社会を、子どもたちは目指して成長していくのだろう。

　 我々大人も、子どもたちのお手本となるよう、一人一人が前へ一歩一歩、障がい者理

解に向けて踏み出し、「心のバリアフリー」を実現させ、真の共生社会を作っていければ

と思います。

　 最後に、人は高齢化とともに、誰でもが老いて、ゆくゆくは自分自身が障がい者になる

という意識を持ちたいものです。

　　　　“区民の皆さん！スポーツを通してコミュニケーションを図りましょう”

『パラリンピックで共生社会の実現を』
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　第153回区民バドミントン大会を紹介いたします。平成29年12月10
日に開催されたこの大会は、第一試合を女子、第二試合を混合、第三
試合を男子で行った3ダブルスによる団体戦です。
　当日は、305名の選手エントリーがあり、午前と午後の2部制を設け

ました。選手は一部、二部、三部の3クラスに分かれているため、
それぞれのクラスで熱戦が繰り広げられました。

　

　平成29年度「新春バレーボール大会」が終了した。この大会は「区制90周年

記念大会」として呼びかけ12チームが参加した。開会式には体協小柴会長
と、顧問の青柳陽一郎氏の出席があった。
　昨年の秋季大会が衆議院議員選挙のためスポーツセンターが使用できず中止

になり、改めて、「祝保土ケ谷区制90周年記念」として開催できたことは
喜ばしいことだった。また、特別賞を設け、体協創立70周年として7位チーム、
区制90周年記念として9位チームにも銘が入った記念バレーボールを進呈した。

右写真上 特別賞7位ひろリンズ
右写真下 特別賞9位キングコング

毎年、梅の便りを聞くころに開催するのは「シニア団体戦」

です。男、女、ミックス等5ペアでチームを作り、一日対抗戦
を楽しみます。 （写真は昨年度の大会です）

　今年1月全日本選手権大会がテレビ放映されました。ベテラン水谷選手と弱冠14歳張本選手の決勝戦

は、技の見事さ、見応えのあるラリー等、卓球ファンならずとも盛り上がったことと思います。優勝
した張本選手の名前は「チョレイ」の掛け声と共に多くの人に届いたことと思います。
　4月には、アジアの有力選手16名が対戦する「アジアカップ」が横浜文化体育館で開催されます。卓
球を始めて間もない方、卓球に興味を持っている方にも是非見ていただきたいと思います。
　区民卓球大会も年9回（初心者お楽しみ卓球大会も含む）行っています。年齢別の試合など、多くの
方が参加しやすいように計画、実行しています。皆様の参加をお待ちしています。

　秋季大会は27チームの参加を得て、9月17日から行われていますが雨天順延が続き、本年2月でベスト
8が決まった状態です。3月中に決勝戦まで行う予定です。
　平成29年度は「体協創立70周年記念大会」としていまして、それにふさわしい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。さらには、審判員も募集
しています。奮ってご参加、ご応募願います。熱戦の模様や参加募集の詳細はホームページをご覧くだ
さい。 　≪問合せ先≫　庶務担当　上野 博文　電話　090-3916-8225

 

　　           　   　************************* 加 盟 競 技 団 体 紹 介 *************************
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  雨、雨、雨、、、

何度中止になったのだろう!?
お天気には勝てない！

それを痛感した秋季大会であった!!

  

　平成29年度の春季・秋季区民大会をはじめ旭区二区親善大会、

藤沢市親善大会など無事終了しました。
　昨年の12月9日「銀泉亭」で約100名の参加を得て納会を開催
して1年間の労をねぎらいました。
　2月11日、保土ケ谷公園多目的広場で6年生を送る送別運動会
を開催し平成29年度の事業はすべて完了いたしました。
  皆さんからいただきましたご声援に感謝いたします。

  平成29年度は、保土ケ谷区制90周年記念・体協
創立70周年記念大会として第22回区民大会が10月
9日に行われました。

長谷川 惇一 （旭硝子弓道部）

シルバー男子　 中込 仁 （ときわ弓友会）
シルバー女子　 湯尾 久美子 （ときわ弓友会）
成 人 男 子　　　　長谷川 惇一 （旭硝子弓道部）
成 人 女 子　　　　原田 千晃 （平沼藤弓会）
高 校 男 子　　　　川上 航生 （金井高校）
高 校 女 子　　　　宇都宮 由梨 （城郷高校）

　12月3日神奈川県剣道大会で保土ケ谷区剣道連盟チーム
が、準優勝の栄に輝きました。
　平成27年度の大会では、優勝していまして、少子化の波
の中、なかなかハイレベルな戦いをやっています。
　区内いずれの剣友会も剣道を志す子どもたちが減って、
団体戦のチームを組む際に苦労している状況にもかかわら
ず、の準優勝でした。
  そんな中、1月に区内の級審査会が開かれました。受審者

は60名と例年の半分以下です。きわめて寒い保土ケ谷中学校の体育館の冷たい床の上を素足で立合い
をやっていましたが、どの子も旺盛な気勢で、頼もしさを感じる一幕でした。

 ≪連絡先≫ 保土ケ谷区剣道連盟理事長　仲亀 晃央（電話＆FAX 045-299-0522）

  平成29年度保土ケ谷区サッカー協会に加盟登録しているのは社会人7チーム、小学生チーム11チー
ムです。社会人の部は年間を通じて総当たりで行われる区民大会リーグが中心です。
  小学生の部は5年生以下の区民大会、U-12,U-10,U-8の区大会、並びに年間を通してU-11,U-9リーグ
が開催され、すべての学年が同年代での大会に参加できることになっています。
  また、保土ケ谷区を代表しての選抜チームも結成され、各種大会に参加しています。子供達の大き
な励みになっているのがこの選抜チームではないかと思います。
  年間を通し各チームが選手募集を行っています、まずは保土ケ谷区サッカー協会までお尋ねくだ

さい。 当協会HPは http://hodogaya11.infoです。

 【総合優勝】　　　　
 【種目別優勝】

少年野球連盟

ソフトボール協会

弓道協会

剣道連盟

サッカー協会



　昨年の11月21日(火)三ツ沢公園にてベテランダブルス大会
を初開催。他の大会とは一味違う楽しい大会になりました。
　30年度は、6月30日(土)で歴史ある山手公園で行います。
また前期に開催していたミックスダブルス大会は11月4日(日)
になります。
大会日程は下記の平成30年度事業計画をご覧ください。
　テニスに夢中な方々のご参加を心からお待ちしています。

写真は第1回ベテランダブルス大会出場者

　29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  11月12日】
  優勝：相澤 扶美子 704点 男子HG 酒井 比呂志 227点
  2 位：石丸 理砂　 688点 女子HG 相澤 扶美子 247点
  3 位：深見 邦雄 　686点

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 8日(日) 春季大会 市内野球場 バドミントン協会  4月 1日(日) 155回大会 保土ケ谷SC

堂下 一雄 331-0431  9月16日(日) 秋季大会 市内野球場 下田 秀美  5月 3日(木) 156回大会 保土ケ谷SC

ソフトテニス連盟  4月 7日(土) 春季中学団体 三ッ沢公園 335-7263  5月 6日(日) 157回大会 保土ケ谷SC

西村 泰  6月30日(土) 夏季一般男女 三ッ沢公園  8月12日(日) 158回大会 保土ケ谷SC

801-1423  6月30日(土) 夏季中学団体 三ッ沢公園 9月16日(日) 159回大会 保土ケ谷SC

 7月28日(土) 夏季シニア男女 三ッ沢公園 12月 9日(日) 160回大会 保土ケ谷SC

 9月17日(月) 秋季一般男女 三ッ沢公園  2月 3日(日) 161回大会 保土ケ谷SC

11月10日(土) 秋季シニア男女 三ッ沢公園 少年野球連盟  4月 1日(日) 春季大会 区内運動広場

3月21日(木) シニア団体戦 三ッ沢公園 長嶋 孝331-6063  9月 2日(日) 秋季大会 区内運動広場

卓球連盟  4月22日(日) 223回お楽しみ 保土ケ谷SC バレーボール連盟  4月22日(日) 春季大会 保土ケ谷SC

浅野 高嶺  5月 5日(土) 224回大会 保土ケ谷SC 山崎 都 382-8722 10月21日(日) 秋季大会 保土ケ谷SC

371-3018  6月17日(日) 225回お楽しみ 保土ケ谷SC 1月20日(日) 新春大会 保土ケ谷SC

石田 昌子  9月 2日(日) 226回大会 保土ケ谷SC 剣道連盟
332-3646 10月21日(日) 227回お楽しみ 保土ケ谷SC 田所 健一 351-8183

11月 3日(土) 228回大会 保土ケ谷SC ソフトボール協会  4月15日(日) 春季大会 区内運動広場

12月23日(日) 229回大会 保土ケ谷SC 小柴 邦幸 331-4528  9月16日(日) 秋季大会 区内運動広場

 1月20日(日) 230回お楽しみ 保土ケ谷SC テニス協会  5月15日(火) 春季女子Ｄ 三ッ沢公園

 3月21日(木) 231回大会 保土ケ谷SC 蘭 透美  6月30日(土) ベテランＤ 山手公園

サッカー協会  4月15日(日) 社会人大会 常盤公園他 715-2647  9月23日(日) 男子Ｄ 清水ヶ丘公園

青島 直樹  6月 3日(日) 少年大会 常盤公園他 11月 4日(日) ミックスＤ 三ッ沢公園

824-9955 レディースフットサル 12月23日(日) 女子Ｄ 三ッ沢公園

社会人フットサル ボウリング協会  4月30日(月) 春季大会 ハマボール

 2月 3日(日) ママ・パパフットサル 保土ケ谷SC 石丸 茂喜 712-2351  11月11日(日) 秋季大会 ハマボール

弓道協会 体育協会  6月20日(水) 総会 保・公会堂

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

　　　　　スポーツ普及功労賞　上野 博文 氏（保土ケ谷区野球連盟）
　　　　　スポーツ普及功労賞　田中　博　氏（保土ケ谷区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/

    平成29年度横浜市体育協会表彰受賞者

11月18日(日) 62回大会 保土ケ谷SC

10月 8日(月) 23回大会
常盤公園
弓道場

保土ケ谷SC 6月17日(日)

テニス協会

平成30年度事業計画

おめでとうございます！

ボウリング協会


