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ご挨拶   ≪安全・安心な区民大会を目指して ! !≫    保土ケ谷区体育協会 会長  小柴邦幸 

３月４日の「ほどがやスポーツ祭り」での区民大会総合開会式より、平成２４年度の１２ 

競技団体による区民大会が始まります。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

   平成２３年度のスポーツ功労者の皆様、表彰おめでとうございます。この受賞を今年度の 

  大会に生かし、更なるご活躍、ご発展を願っております。 

   先般の報道では、４年以内に７０％の確立で直下型の大震災が来ると発表され、今度はい 

 よいよ関東かと驚愕いたしました。もし、大会の開催中だったらと、頭をよぎったからです。 

 先日の理事会でも、各競技団体の責任者とは、大会の主催者、主管として、万全の体制で臨 

もうと話し合いの場を持ちました。 

 

 

 

災難は来ないに越したことはありませんが、いざ来た場合のマニュアルを考えておくことは、無駄ではな 

いと考えます。３．１１以来、一人から二人や家族暮らしへ。自治会の創設やそれらへの加入者の増加。ま 

た、クラス会や同期会、ジム、文化・スポーツサークルへの参加者が増えているとの報告があります。 

どうぞ、ご自身の趣味を活かし、進んで保土ケ谷区民大会にご参加ください。 

“区民の皆さん スポーツを通してコミュニケーションをはかりましょう” 

   

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

バドミントン協会 

前回に引き続き、クラブチームを紹介いたします。今回は第２弾【保土ヶ谷ＡＢＣ】チームです。 

こちらのチームは、ホームページも充実しておりますので、一度ご覧になってはいかがでしょうか。 

 

「保土ヶ谷ＡＢＣ」チーム代表者、大串さんからのメッセージです。 

私たちは、保土ケ谷スポーツセンター主催の夜間バドミントン教室から発足 

したクラブチームです。土曜、日曜を中心に練習会を開催し、各種の大会へも 

積極的に参加しています。老若男女を問わず初心者から中上級者まで、体育館 

で思いっきり動き回り汗を流していますので、一緒にバドミントンをいかがで 

しょうか？ 練習会への参加をお待ちしています。連絡はホームページからお願 

いします。 URL：http://www011.upp.so-net.ne.jp/hodogaya-abc/ 

 

バレーボール連盟 

平成２３年度秋季区民バレーボール大会も無事終了しました。今大会では、               

しばらく大会から遠ざかっていたチームが参加し、見事に優勝しました。また、                

長いラリーや、ファインプレーも随所に見られ、応援にも力が入りました。                 

これからも熱戦が期待できそうです。 

平成２４年度も春季、秋季の大会を予定しています。新たなチームの参加や               

多数のチームの参加をお待ちしています。 
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平成２４年３月 

・その場に合った身の安全。すばやく火の始末。隣同士の助け合い、支え合い。 

・大会の続行か、中止か。避難体制の確立。被災時の帰宅方法はどうするか等々。 

http://www011.upp.so-net.ne.jp/hodogaya-abc/


ソフトテニス連盟  

２４年度も８大会を計画しています。一般は３大会、中学生は５大会です（詳しくは刊尾の事業計画を 

ご覧下さい）。昨年の横浜市各区交流大会で保土ケ谷区は参加１２区中４位でした。レベルアップを図り、 

やがて夢の横浜市１位の区になりたいと思っています。                            

 １月の全豪オープンテニスでの錦織（にしこり）選手の活躍により              【小学生教室の様子】 

ソフトテニス界も活気付いています。「エアーＫ」をやったり強烈な 

サービスエースが取れる選手が早く現れることを期待しています。     

境木中学校を会場にした小学生教室も５年目に入りました。月２回開催で 

平均２０名～４０名の参加があります。本年度も参加者を募集しています。 

弓道協会 

                                                     当弓道協会は、平成４年に設立されたときわ弓友会 

と                                                                  会員を中心に活動しています。当弓友会は１２０余 

 名の会員数で、中学生から８８歳の老人まで多彩な 

 人々が、常盤公園弓道場で練習しています。 

            常盤公園弓道場は、五大都市（名古屋市・京都市・ 

 大阪市・神戸市・横浜市）大会の為の弓道場として平成３年に建設され、 

近的２８ｍ、遠的６０ｍの両方の射場を持つ県下唯一の弓道場です。 

興味のある方は、いつでもお待ちしています。     会長 軽部 隆 

卓球連盟 

東日本を襲った未曾有の大地震・大津波をはじめとして、昨年ほど自然の力を思い知らされたことはあ 

りません。卓球連盟でも３月に予定していた区民大会を中止せざるを得ませんでした。それでも「なでしこ 

ジャパン」の活躍はスポーツによる人の絆をより一層強いものにすることを改めて私たちに教えてくれた１ 

年でした。 

又最近の卓球界では皆さんに親し を開催して、皆さんに卓球を通じて 

まれている福原愛ちゃんが卓球を３   元気で明るく健康で過ごせるような 

歳から始めて２０年目にして長年の   機会を準備しておりますので、是非 

夢、全日本卓球選手権大会の個人タ   お友達をお誘いのうえご参加をお願 

イトルを取ることができ、私たちに   致します。初心者から初級まで楽し 

また夢を与えてくれました。         める「お楽しみ大会」も用意してお 

２４年度は年間８回の区民大会    待ちしております。 

 

野球連盟 
平成２３年度も春・秋季の２回、区民大会を実施しました。秋季大会は 

４５チームの参加があり、優勝はブラックス、準優勝は横浜 TODODAS、 

第三位は横浜消防とモンスターズでした。また、同大会期間中に「東日本 

軟式野球大会１部」の予選があり、保土ケ谷区代表の「ガラクタ野球部」は、 

横浜市・神奈川県の各試合全てに勝利し、今年５月に北海道で行われる本大 

会に神奈川県代表として出場することとなりました。このようにレベルの高いチームも数多くあり、各チ 

ームは強化のために不断の努力をしており、実力拮抗の好試合が展開されています。また、新たな参加申 

し込みも毎回数チームあるなど各季の大会は新鮮な熱戦が繰り広げられています。野球連盟は、より多く 

のチーム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。 

熱戦の模様や参加募集の詳細は、当野球連盟のホームページをご覧ください。 

URL：http://kokudai.gotohp.jp/kumin/ 

  

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 

☆ 平成２４年度第５６回剣道区民大会 ： １１月４日(日) スポーツセンターにて 
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ソフトボール協会 

アウト・セーフ、ストライク・ボールを判定するだけではなく、グランド作 

りから始まる審判の一日は何かと忙しいものですが、緊迫した場面での緊張感、 

試合が終った時の充実感、そして何より反省会と称した酒宴!審判活動はとて 

も有意義で最高です!! 写真は料理がとても美味しいお店「グジェール」 

（天王町モンテファーレそば）で行われた新年会のものです。 

審判に興味のある方は担当の富田審判員（０９０－８８５４－６６１０） 

またはグジェールのマスターまで!!（実はマスターも審判員） 

 

テニス協会 

テニス協会の役員を紹介させて頂きます。これからもこのメンバーで皆様に喜んで頂けるような大会運

営を行えるよう頑張ります。今後とも一層のご支援をお願い致します。 

平成２４年度の大会開催予定は次の通りです。是非大勢の方々が参加 

される事を心よりお待ちしています。 

春季女子ダブルス ５月８日（火） ミックスダブルス７月１５日（日） 

秋季女子ダブルス ９月８日（土） 男子ダブルス１０月２１日（日） 

写真は左から新保理事・境会長・梅沢理事長・蘭理事・川口理事 

サッカー協会 

保土ケ谷サッカー協会は主要大会として１年を通じて競い合う社会人リ 

ーグ及び少年のカテゴリー別の大会をおこなっております。少年は６年以 

下、５年以下、４年以下、２年以下の各大会があります。またママさんを 

中心にしたフットサル大会も定期的に行っています。地域のスポーツの発展

と身体、健康創りに少しでも寄与出来ればと日々活動しています。 

スポーツは人と人を結びつける存在!! 

このことを忘れずサポート出来れば幸いです。 

                                   

少年野球連盟 

平成２３年度の大きな事業である春・秋季の区民大会は無事終了し、また 

市大会と県大会で当連盟チームが大活躍した年度でした。第３４回関東学童 

兼神奈川県学童軟式野球大会横浜市大会で川島イーグルが優勝、第４５回横 

浜市少年野球大会学童の部で保土ヶ谷メッツが優勝、県大会ではリスト杯 

神奈川県学童軟式野球選手権大会で仏向ベアーズが準優勝、専修大学カップ 

争奪神奈川県学童軟式野球選手権大会で保土ヶ谷メッツが第３位という立派な 

成績を収めました。少年野球連盟として実りのある１年でした。 

写真はその年を締めくくる納会の様子です。 

ボウリング協会 

昨年は東日本大震災等で心痛む１年となりましたが、我が協会には明るい話題がありました。協会創立

以来初の３００点（パーフェクト）を石丸理砂選手が春季大会に達成、また鈴木栄一選手が横浜市体育協

会主催大会にて同じく３００点を達成されました。本当に喜ばしい限りです。本年度も協会主催大会を４

回開催致します。皆様も是非参加してみませんか？初心者の方もどうぞお気兼ねなくお問合せください。 

                                    ５月２４日（木）第１２回会長杯                           

                                    ７月  １日（日）春季区民大会 

 ９月３０日（日）秋季区民大会 

 ２月  ３日（日）区民親善大会 

   

 於：戸塚ボウリングセンター 

 １３：３０ スタート 



平成２４年度事業計画 

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 

堂下一雄

331-0431 

4月 8日(日) 春季大会 市内野球場 バドミントン協会 

下田秀美 

335-7263 

 

4月 1日(日) 113回大会 保土ケ谷SC 

9月16日(日) 秋季大会 〃 5月 3日(木) 114回大会 〃 

ソフトテニス連盟 

西村 泰  

801-1423 

 

4月29日(日) 春季中学 三ッ沢 8月12日(日) 115回大会 〃 

6月17日(日) 春季一般 〃 9月30日(日) 116回大会 〃 

8月19日(日) 秋季一般 〃 11月18日(日) 117回大会 〃 

9月8日(土) 中学団体 〃 12月24日(月) 118回大会 〃 

9月16日(日) 秋季中学 〃 2月10日(日) 119回大会 〃 

11月24日(土) 中1年大会 〃 少年野球連盟  

丸山良平 

333-0098 

4月 1日(日) 春季大会 区内広場 

1月20日(日) シニア団体 〃 9月 2日(日) 秋季大会 区内広場 

2月17日(日) 中学交流 〃 

卓球連盟 

高橋 誠 

381-8031 

 

4月29日(日) 173回大会 保土ケ谷SC 弓道協会    

軽部 隆 331-1445 

10月14日(日) 17回大会 常盤公園 

5月 6日(日) 174回大会 〃 

6月24日(日) 175回大会 〃 剣道連盟   

石崎 豊 383-0219 

11月 4日(日) 56回大会 保土ケ谷SC 

9月 9日(日) 176回大会 〃 

10月28日(日) 177回大会 〃 ソフトボール協会 

小柴邦幸 331-4528 

3月24日(土) 春季大会 区内広場 

11月25日(日) 178回大会 〃 8月25日(土) 秋季大会 〃 

1月27日(日) 179回大会 〃 テニス協会 

境 勝行

371-9394 

 

5月 8日(火) 春季女子D 三ッ沢 

3月20日(水) 180回大会 〃 7月15日(日) ミックスD  

バレーボール連盟 

佐藤 博

381-3179  

4月29日(日) 春季大会 保土ケ谷SC 9月 8日(土) 秋季女子D  〃 

10月28日(日) 秋季大会 〃 10月21日(日) 秋季男子D  〃 

サッカー協会 

青島直樹

824-9955 

 

4月 8日(日) 社会人 常盤公園他 ボウリング協会 

石丸茂喜 712-2351 

7月 1日(日) 春季大会 戸塚ボウル 

5月26日(土) 少年大会 〃 9月30日(日) 秋季大会 戸塚ボウル 

6月24日(日) フットサル 保土ケ谷SC 保土ケ谷区体育協会 

事務局 332-1130 

6月15日(水) 総 会 保・公会堂 

2月10日(日) フットサル 保土ケ谷SC 3月 3日(日) スポーツ祭り 保土ケ谷SC 

                         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 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

《事務局です》 

     区民の皆様に区民大会の情報を提供しています。事務局はスポーツセンターに入ってすぐ右の 

奥まった所にあり、区民大会の要綱・申込用紙を掲示してあります。またお問い合わせも致して 

おりますので、何かありましたら下記の勤務時間内にお願い致します。 

勤務日  毎週月・火・木・金（水・土・日休み）  勤務時間  午後１時～５時半まで 

問合せ先 保土ケ谷区体育協会 事務局 泰良（タイラ）まで 

電話&FAX  045-332-1130    e-mail  h-sports-a@forest.ocn.ne.jp  

URL  http://www18.ocn.ne.jp/~hsportsa/ も見てください。よろしくお願い申し上げます。 

 

平成２３年度横浜市体育協会 表彰者 
○ スポーツ功労賞 A 項・・・ 軽部 隆さん （弓道協会）  

○ スポーツ普及功労賞 ・・・ 鈴木 トキさん（ソフトテニス連盟） 

                  高橋三佐子さん（スポーツ推進委員） 

                                                                        軽部 隆さん 
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