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公益財団法人さいたま市スポーツ協会
推進ビジョン
皆さんと共に、
会員の輪をつなぎ、
市民にスポーツの力を伝え広め、人びとに夢や希望、

勇気と感謝を与える人づくりを目指しています。

目

会員の輪をつなぐ

的

市民に
スポーツの力を
伝え広める

人々に夢や希望、
勇気と感動を与える
人をつくる

アクションプラン

「スポーツのまちさいたま」
の
推進力となる新たな一歩！
公益財団法人さいたま市体育協会

●

会長

1. 加盟団体、スポーツ少年団

じた情報発信の充実。

2. 大原スポーツ広場の有効

2. ライフステージに応じた

2. スポーツ振興基金による

スポーツ振興の拡充。

チーム力の向上支援。

3. 多彩な形態でのイベントや

3. 加盟団体の競技力向上と

3. 総合開会式の継続開催。
4. コンプライアンス、ガバナン
スの周知徹底。
5. スポーツ行政、他のスポー
ツ団体との連携強化。
6. 指導者研修 、ライセンス研
修等の充実。

三年間に亘り協議を重ねてきました体育協
会の使命と組織の方向性検討委員会の成果の

2

会として前進するのみです。
平成 13 年 5 月さいたま市の誕生と共に、

1. スポーツ少年団と地域ス

部会の相互理解と融和。
活用。

北 清治

1. ホームページやＳＮＳを通

ります。
組織の合併と同時に加盟する競技団体の合

スポーツ教室の開催。
4. マスメディアへの情報発信
と広報活動の連携。
5. スポーツ協会の知名度を

ポーツの融合発展。

優秀選手の育成強化。
4. スポーツを通じた仲間づく
り、地域社会との連携強化。
5. 健康で幸せを実感できる、

高めるとともに賛助会員の

また与えられる・させられ

充実。

る人間 の育成。

特質を最大限生かすことが出来たものと思っ
ております。

結実を大変嬉しく思っております。協会を組

旧市体育協会の合併に向けて真摯な協議が重

併も並行して行われなければなりません。多

スポーツ行政の変革や社会のニーズに歩調を

織する加盟団体へ向け、また市民に向けて明

ねられました。そして平成 15 年４月１日埼玉

少の課題を抱えながらも、順調に推移できま

合わせ、次世代に呼応する「スポーツのまち

確なビジョンを掲げ、組織運営のアクション

県の認可を受け財団法人さいたま市体育協会

したことは、正にスポーツマンの組織である

さいたま」の推進力となるスポーツ協会に生

プランを示すことができました。スポーツ協

の設立となりました。その後、岩槻市の合併

ことに感謝しております。各競技団体は勿論

まれ変わります。そして明確なビジョンを掲

会への名称変更と合わせて新しいスタートを

に伴い体育協会も合併致しました。平成 24 年

のこと組織の融和と進展に努めてきたところ

げ、新しい一歩を皆さんと共に力強く歩んで

切ります。これからは、行動するスポーツ協

5 月１日公益財団法人に変更し今日に至ってお

です。幸いに新しい組織を創り上げるための

行きたいと思っております。

Sports Life SAITAMA
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「公益財団法人
さいたま市スポーツ協会」
に名称変更！

私たちの上部組織であります公益財団法人日本

地域に根ざしたスポーツ活動が重要性を増す中

体育協会は、平成 30 年４月１日、
「公益財団法人

で、より一層の取り組みが求められております。

日本スポーツ協会」に名称変更しました。同協会

多様な人々が共生する平和と友好に満ちた持続

の名称変更趣意書の要旨によりますと、平成 23

可能で豊かな社会の創造に寄与していくために、

年に日本体育協会および日本オリンピック委員会

その使命を果たしていかなければなりません。合

は創立 100 周年を迎え、
「スポーツ宣言日本 21

わせてスポーツという文化を後世に継承していく

世紀におけるスポーツの使命」を発表しておりま

ため、体育の概念を包摂している広義のスポーツ

す。また、平成 23 年にはスポーツ基本法が施行

という言葉をもって、日本スポーツ協会と改称し

されました。

たとされております。

平成 31 年４月１日
新たなビジョンを
掲げスタート

委員会風景

の皆さんにご協力を頂き、二年度に亘り市民への

の柱に集約されました。

平成 27 年スポーツ行政の一元化を図るスポー

私たち公益財団法人さいたま市体育協会もこの

ツ庁が発足し、これまでのスポーツ行政に加え

趣旨に基づき、さいたま市スポーツ行政との協調

アンケート調査を実施して頂きました。その結果、

て、健康寿命の延伸、地域社会の活性化、国際交

連携は勿論のこと、スポーツ人口の拡大や健康寿

協会の活動や所属する競技団体やスポーツ少年団

や市民に向けて発信できるビジョン声明を作成致

流・貢献の促進、経済の発展に寄与することが柱

命の延伸などを図るべく、平成 30 年度機関決定

の活動の認知度の低さが分り、広報活動の充実が

しました。

となっております。時代の変化に対応すべく、ス

を経て、平成 31 年４月１日より「公益財団法人さ

急務であることを痛切に感じました。

ポーツ関係団体において、今日まで果たしてきた

いたま市スポーツ協会」に名称変更致します。

二つの研究テーマ結果を基に、更に組織の内部

そのビジョンは、「皆さんと共に、会員の輪を

また、検討委員会では「協会の使命とビジョン

つなぎ、市民にスポーツの力を伝え広め、人びと

公益財団法人さいたま市体育協会は、今日的使

は何か」という研究テーマを中心に協議をしてき

に夢や希望、勇気と感動を与える人づくりを目指

命の確認をすべく
「使命と組織の方向性検討委員

ました。その結果使命は、「スポーツを通じての

しています」であります。

今、スポーツ界のさらなる発展の時を迎え、日

会」
を設置し三年間に亘って協議を進めてきました。

人づくり」「加盟団体の相互の横のつながりを重

ビジョンは、協会運営の具体的な柱となるアク

常生活の中でスポーツに親しむ人々が増えるとと

「協会組織を外部から見たらどう見えるのか」、

視」「スポーツ行政の実践部隊としてのヘッドオ

ションプランを示し、平成 31 年４月１日から名称

フィスとしての機能」「広報活動の充実」の四つ

変更とともに、新たな協会へとスタート致します。

役割と共に、新たな役割を担うことが求められて
おります。

もに、人々のスポーツに対するニーズが多様化し、
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というテーマで埼玉大学教育学部有川教室の学生
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さいたま市陸上競技協会
URL

さいたま市テニス協会

http:blogs.yahoo.co.jp/saitama_city_rikujou

URL

www.saitamacityta.jp/

全国健康福祉祭
（ねんりんピック）が富山県で 11 月 3 日～ 6 日に行われ、

に、種々の活動を行ってきました。特に市民体育祭の一環として５月に行

スポーツ交流大会として、市テニス協会から選考試合を勝ち抜いた 3 チー

われた小学生陸上競技大会と、８月の市選手権大会は大盛況でした。又、

ムのダブルス（70 歳男子、60 歳女子、60 歳男子）が参加しました。チー

12 月に行われた人形の里リレーフェスティバルも寒土の中、元気な小・中

ムは予選リーグを 2 位通過、決勝トーナメントに進出。3 回戦を勝ち上
がり、決勝では神奈川県に惜敗しましたが、チームワークを発揮したプレー

学生を中心に無事終了しました。この他中学生の記録会をはじめ、一般
向けのナイター陸上や、３月に予定されているスプリングフェスティバル in
駒場を開催し、陸上競技の健全なる普及振興に努力しています。

問い合わせ先

担当者：池田 金作

でした。今後は更なる上位を目指し活動致します。

さいたま市水泳連盟

各支部に於いて春・夏に特別水泳教室を実施し、市内の泳げな

小学生・一般 6 人制男女・家庭婦人・ファミリーまで合計 82 チームで構

いお子様やもっと上手に泳ぎたいと思っているお子様を対象として

成されており、市民体育大会（各カテゴリー）をはじめ春季・秋季 YOU

行っております。

リーグ（同）さいたま市バレーボール優勝大会（同）その他の大会を含め

又、成人の方には健康と競技力向上を目指し、マスターズ大会等

年間 25 回程度の主催大会を行っており男女混合バレーボールという新し

の参加やアクアピックス等も行っております。教室・大会等はさい
ております。

Enjoy Football
Saitama City

URL https://www.saitamacity-fa.jp/

い試みの大会も行っております。

問い合わせ先

担当者：新井 秀彦

さいたま市サッカー協会

048-764-4313

担当者：藤森
E-mail fujimori@saitamacity-fa.jp

代のサッカー活動をサポートしています。今年もさいたまカッ

ラス別、種目別選手権）。５月、９月、
１月に小学生を対象とし

プなどの各種大会、イベントを行いました。今年から「さい

た体操教室の開催、
（１教室４日間×３回）、11 月に体操講習

たまシティサッカー夢プロジェクト」として女子小学生のサッ

会（指導者育成、選手への基本技術習得講習）等。１年を通じ

カースクールを開催し、毎回数多くの選手が参加しておりま

て、さいたま市民の体操の普及活動を中心に活動しております。

す。今後も引き続き、サッカーのまち、さいたま市のサッカー

大宮体育館にて。

まちづくり事業に貢献して参ります。

平成30 年において、さいたま市スキー連盟では、群馬県の鹿沢ス

平成13年12月15日に「さいたま市バスケットボール協会」が発足しました。

ノーエリアで実技講習会、市民スキー大会、会長杯クラブ対抗大会、

平成 14 年 9月に「バスケットボールフェスティバル」を開催し、翌平成15

競技スキー強化合宿を、また、さいたま市の下落合公民館で指導

年度より旧三市が独自に開催していた大会を一本化することになり、今年度

Sports Life SAITAMA

090-2327-6020

さいたま市
バスケットボール協会

URL http://saitamacityskifed.web.fc2.com/

6

問い合わせ先

担当者：山田 恭史

さいたま市スキー連盟

スノーボード教室等の事業を実施しました。

090-3228-4278

E-mail ks-onose@nifty.com

さいたま市体操協会

問い合わせ先

年１回、６月に市民体育大会体操競技選手権大会の開催（ク

が担当し、戸隠高原スキー場、上越国際スキー場等においてスキー・

問い合わせ先

担当者：小野瀬 義弘

バレーボールチームの紹介等も出来ますのでお問合せください。

さいたま市サッカー協会では、小学生から社会人まで、各年

員検定受験講習会を実施しました。その他、連盟所属の各クラブ

080-1206-7571

E-mail kazukobayasi@syd.odn.ne.jp

さいたま市
バレーボール連盟

（岩槻・浦和・与野・大宮支部）

たま市の市報に掲載をしております。市民の皆様の参加をお待ちし

問い合わせ先

担当者：小林 一幸

090-2230-0111

加盟団体

当協会は４月 29 日に行われた体協の総合開会式に参加したのを皮切り

も市民体育大会、秋季大会等の大会を開催します。

問い合わせ先

担当者：津曲 裕之

090-1429-8229

E-mail aee45-s1h1@city.saitama.lg.jp

ミニバス、一般、
シニアを合わせると 200 チームを超える大所帯となっていま
す。
「生涯スポーツ」を見据えて、本協会は一丸となって進みたいと思います。

問い合わせ先

担当者：朝倉 秀明

090-9144-5935

E-mail scbba_ml@saitama-basketball.net
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さいたま市卓球協会

さいたま市スケート連盟
団体概要

URL http://saitamasitta.jp/

教室：毎年 1 月頃開催（全 5 回）
大会：毎年 2 月頃開催

平成 15 年に浦和と大宮の連盟が合併、さいたま市スケート連盟となり現

４月１日より始まった３Ｄの団体戦を皮切りに、すべて予定どおり

在 40 名の会員で普及活動と選手育成を行っており全日本ノービス A・国

全日程を終了しようとしています。特にクラブ対抗は参加チームが

講習会では定員超過の申込みで、教室最終日には皆さん滑れるようにな
り喜ばれています。生涯スポーツとして将来オリンピック選手がさいたま市
から出場する事を願い活動しています。

多くて（春 127・秋 128）春の男子１部はＴＴＣ浦和土合Ａ、女子

スピードスケートの練習

１部は大宮スカットＡが優勝。秋の男子１部は常盤クラブＡ、女

問い合わせ先

担当者：岩出 光江

問い合わせ先

子１部は大宮スカットＡが優勝しました。２部Ａ以下も各チーム熱
048-624-1073

い戦いを展開しています。来年度も多くの大会にご参加ください。

担当者：藤井 雅一

さいたま市野球連盟連合会

さいたま市ウエイトリフティング協会
URL

さいたま市民体育大会兼野球連盟連合会会長杯が 10 月27 日（土）

催しています。場所は浦和総合運動場野球場内のトレーニング場です。こ

の開会式の後、一般の部、少年の部の大会を市営浦和・市営大宮・

の教室から今年度、小学６年生女子 1 名と中学生１年生男子 1 名が８月

岩槻城址公園の３会場にて開催。又、学童の部は翌 28 日（日）
より

の全国大会に参加し、小学生は優秀選手賞（３位相当）を受賞しました。

市営浦和球場にて開催。延べ３日間の熱戦が繰り広げられました。

さいたま市ハンドボール連盟

担当者：数野 裕之

090-8516-3450

の木崎ラインズクラブ、少年の部は大谷場中学校、一般の部では岩
槻支部代表のSAGAWA が見事、優勝致しました。

さいたま市相撲連盟

問い合わせ先

担当者：橋本 知香

URL https://saitama-city-sumou.jimdo.com/
団体概要

今年度も 9 月に、さいたま市民大会を開催いたしまし
た。高校男子の部（13 校）
、中・高女子の部（17 校）、

さいたま市内全小学校を対象、大会会場
（駒場運動公園内相撲場）
さいたま相撲クラブ【清宮修心相撲道場】

に小学生を対象に個人戦・学校対抗団体戦を開催し、相撲道を通じて人として

ました。

の礼節を大切に指導しております。練習を継続し技を極めたい希望者にはクラ

３年生が引退し、新チームとして活動を始め、夏に練
習したことを試す貴重な機会となりました。

URL http://saitama-city-sta.main.jp/
さいたま市ソフトテニス連盟では、ソフトテニスの競技力向上、ジュニ

べ 1,500名位の出場者で賑わい男女共に県大会、
全国大会でも活躍しています。

Twitter twitter.com/saitama_sumou

及、強化、審判技術の向上を柱として様々な活動を今年も継続しました。

盟は老若男女で楽しく活動しており、３種目とも練習可能です。

Sports Life SAITAMA

048-831-6367
E-mail urushibara.makoto@gmail.com

フェンシングにはフルーレ・エペ・サーブルの 3 種目があります。当連

ました。H31 も工夫と実行を重ね連盟を盛り上げていきます。

担当者：事務局 漆原 誠

ブとして指導、わんぱく相撲全国大会団体戦優勝などの実績があります。年間延

アからシニアまでソフトテニス人口の拡大をめざし、各種大会の開催、普

の協力のもとに国内で活躍された選手を講師として招き、講習会を実施し

問い合わせ先

さいたま市
フェンシング連盟

さいたま市ソフトテニス連盟

参加してレベルアップを目指していただきました。普及においては、メーカー

こども相撲大会
個人戦の様子

当連盟は、昭和 53 年 2 月11日浦和市相撲連盟の発足を源としております。主

中学男子の部（９校）に分かれ、トーナメント戦を行い

大会では、成績上位選手にはさいたま市代表として各種の都市対抗戦に

03-3962-8479

１１月９日（土）には決勝戦が行われ、学童の部では浦和支部代表

問い合わせ先
E-mail ueitosai69@gmail.com
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担当者：榑沼賢次

E-mail k_kure@fork.ocn.ne.jp

市ジュニアウエイトリフティング教室を毎週日曜日、9:30 ～ 11:30 で開

ウエイトリフティングは誰でも出来ます。気軽に門をたたいてみてください。

048-833-9704

問い合わせ先

http://saitamaweightlifting.seesaa.net/

その他、県内大会や他県の大会にも出場し、自己記録を更新しています。

加盟団体

体 1500m で入賞を果たしました。沼影スケート場での市民スケート教室・

問い合わせ先

担当者：吉川 洋一
090-4734-7100
E-mail yoshikawa@wakakusa-kai.com

活動は毎週月曜日の午後７時から午後 9 時まで、さいたま市立与野西
中学校で練習会を行っています。例年 12 月に開催する市民体育大会
ではエペを採用し、初心者から上級者まで参加しています。まずは見学
していただき、フェンシングの魅力を感じていただければと思います。

問い合わせ先

担当者：森角 正

090-5821-3805

E-mail morizumitds@icloud.com
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さいたま市剣道連盟

さいたま市柔道連盟
URL

http://saijuren.jp/?page_id=9
http://saijuren.jp/?page_id=21

当連盟は、剣道を通じて礼節 《主な活動》
を学び、心身の鍛錬と、青少

さいたま市は人口が多いため、今までは北部と南部が別々に活動してい
中学・高校・大学と県の柔道を推進しています。毎年、11月 3 日はさい
たま市民大会柔道大会が行われ、園児から成人一般の多くの選手が参
加し、熱気あふれる大会となっています。

動しております。これからも剣

問い合わせ先

（事務局：さいたま市立土合中学校内）
担当者：日坂 修

048-853-7200

E-mail minami-judo@outlook.jp

道の理念に基づき、日本の伝
統文化である剣道の継承に邁

さいたま市
ラグビーフットボール協会

URL http://www.stm-c.jpn.org/SSK/index.html
老若男女、生涯スポーツの一環として小学生からシニア・ハイシニアま
でいろいろな年齢層の方々が、優勝目指し大会に臨んでいます。市民

ラグビーワールドカップまであと 1 年。熊谷ラグビー場で 3 試合が行われ

体育大会は普段ソフトボール協会に登録していないチームも参加できる
事大会を終了しました。2 年後の東京オリンピックでは、ソフトボール
が復活しました。北京オリンピックでの優勝がまだ記憶に残っておりま
す。東京オリンピックでの活躍を期待せずにはいられません。

ますが、さいたま市でもロシアチームのキャンプが予定されています。当協
問い合わせ先

会では、ラグビーの普及活動としてさいたま市と協力して体験教室などを

担当者：事務局 眞嶋 久美子
048-683-5550
E-mail post@saitama-chuo.sakura.ne.jp

開催しています。小学生を中心として多くの子供たちにラグビーの楽しさ

URL http://www.sigakuren.com/

URL http://www.saitamacity-bad.com/
平成 30 年度の年 2 回のジュニア教室も毎年参加希望者が増加してお

4 月27 日：
「山の日」記念事業・登山届箱設置、高麗駅出口

ります。試合も春季、市民体育大会、会長杯を開催し、これからはミッ

5月 27日：春の市民ハイキング、奥武蔵・天覚山、参加32名

開催いたします。ぜひバドミントン愛好者の多くのみなさまの教室や試
合への参加と試合観戦をお待ちしております。

090-8115 -1711

高麗駅に登山箱
設置
（ 高 麗 駅 長 様、
市警高麗駐在所
員様同席）

6月 3 日：遭難救助訓練、天覧山、参加18 名
6月16・17 日：
「子供の町」登山教室、堂平山、参加児童 5 名

問い合わせ先

担当者：三浦 孝敏

080-6508-8262

E-mail miura@saitamacity-bad.com
Twitter twitter.com/saitamacitybad

さいたま市弓道連盟
URL http://yumi-kenou.sakura.ne.jp
現在、会員数 607 名
主な活動としては、下記のような
（男子 289、女子 318）です。
射会・講習会と弓道教室等を行っています。
以下に弓道場があり、
１. 講習会
全国大会や県体で活躍しています。
（高校生、弐段以下、三・四段、称号者別）
１. 大宮弓武会（大宮武道館）
２. 射会
問い合わせ先
２. 駒場弓友会（浦和駒場体育館）
（高校生弓道大会、県体・武道大会選手選抜、
担当者：荒井 渉
３. 記念彩弓会（サイデン科学アリーナ） 市民大会、市選手権大会、納射・新年初射会）
048-686-0080
４. 岩槻弓道会（岩槻体育館）
３. 初心者弓道教室
E-mail chun_sena@yahoo.co.jp
５. 与野弓道会（与野高校）
（各弓道会で毎年実施・与野を除く）
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担当者：廣本 慶一
E-mail k.hiromoto@towa-tsushin.co.jp

さいたま市山岳連盟

クスオープン大会、シニアオープン大会を予定しております。また、国

問い合わせ先

を知ってほしいと考えています。

さいたま市バドミントン協会

内トップチームによる試合の SJ リーグ・トップ４トーナメントも２月に

問い合わせ先

担当者：奥山 廣志

進して参ります。

さいたま市ソフトボール協会

ので、広報誌を利用して募集を呼びかけています。12 月に入り先日無

加盟団体

ましたが、平成 27年度より、さいたま市柔道連盟として活動しています。

年の健全育成を目的として活

4 月 ：政令指定都市として全国健康福祉祭
（ねんりんピック）への選手選考大会
4 月 ：成人大会（年齢別）
9 月 ：市内小・中学生を対象とした市民剣道大会
12月 ：さいたま国際マラソンへのボランティア活動
通年 ：中学生の強化稽古会等

10月 28 日：秋の市民講座「安全に山に登る」
、参加 35 名
		

机上講習「地図読み」

11月 11日：同上講座、実技「九鬼山ハイキング」
、参加 23 名

問い合わせ先

担当者：安島 雅文

048-885-1049

E-mail masabumi12@jcom.home.ne.jp
E-mail aloka7211@yahoo.co.jp

さいたま市空手道連盟
世界大会、アジア大会優勝選手、全国大会代表選手を輩出する「さいた
ま市空手道連盟」は旧４市が合併し出来た大きな連盟です。
2020 年の東京オリンピックに向け「さいたま市からオリンピック選手を！」
をスローガンに掲げ、日々選手の育成に取り組んでいます。毎年開催され
るさいたま市大会には 400人以上の選抜選手が参加しています。
東京オリンピックに向けてさいたま市の空手は盛り上がっています。

問い合わせ先

担当者：天野 尚文

048-688-4552

E-mail marun202g@gmail.com
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さいたま市太極拳連盟

さいたま市射撃連盟

問い合わせ先

担当者：石井 義勇

048-886-3676

E-mail niihaoishii280@yahoo.co.jp

最近ではクレー射撃競技が、
放映され小さなブームとなっております。
当連盟にとっ

平成 30 年度は連盟として国や県の選手権大会や「ねんりんピック富

ては大変ありがたい事と思っております。クレー射撃は生涯スポーツとして行える

山大会」への参加、
「交流大会」や「講習会」の開催、また公民館

競技で最初はレジャー感覚で楽しんで次第に成績が良くなり国体やワールドカッ

などをお借りした「連盟」の各団体の地域の教室の定期開催などの

プ、公式戦に出るようになると完全にスポーツとしての認識で練習励むようになり
国体選手の平均年齢はは 58 歳程度で 70 歳以上の方も多数参加しております。
銃所持希望の方は事務局までご連絡下さい。

さいたま市なぎなた連盟

活動を進めてきました。
問い合わせ先

担当者：小林 鑛

太極拳はゆっくりした運動で「人生 100 年時代」の高齢者から、子
048-822-6245

E-mail yoichi@gunshop-urawa.co.jp

問い合わせ先

担当者：帆足 和之

加盟団体

ます。年齢的には 70 歳頃まで十分に楽しめるスポーツと言えると思います。又、

048-861-2345

E-mail kaikei-k-hoashi@jcom.ne.jp

供や若者の俊捷性やバランスを鍛える、頭と体の運動です。
是非、お近くの教室などにご参加してください。

さいたま市ゴルフ協会
URL www.saitamashi-golf.jp/

大会は春と秋に 2 回、初心者教室は市内各施設で６教室開

当協会は市内ゴルファーの競技力向上 、スポーツ精神の高揚及びゴルフ愛好家の

催致しました。なぎなたは、年齢・体力・目的に応じて取り組

活動の助成や会員相互の親睦を図るため今年も以下のような事業を開催しました。
〇年間４回の研修会・勉強会

むことができ、競技者の年齢も幅広く、個人でも集団でも会員

参加者のべ 250 名

〇市民ゴルフ大会（大宮国際 CC） 参加者 200 名

全員が大会を楽しむことができます。近年では『808 の部』と

問い合わせ先

〇埼玉県市町村対抗ゴルフ大会（霞ヶ関 CC）への選手派遣

いう、8 歳以下 80 歳以上の競技者がペアを組み、演技競技

担当者：横島 勝一

〇全国健康福祉祭ねんりんピック富山への選手派遣

に参加いたしました。所属団体も 20 団体に増えましたので、

また、総合開会式・表彰式への参加、
さいたま国際マラソン大会でのボランティア

稽古場所、日時等お気軽にお問い合わせください。

090-1880-3000
E-mail yokop55@hotmail.com

活動などにも参加しております。

さいたま市パワーリフティング協会

さいたま市少林寺拳法協会

URL https://spapowerlifting.wixsite.com/official

URL http://www.5endama.com/saitamacity-shorinjikempo/

（埼玉県協会に含む）

少林寺拳法は 1947 年、日本において創始された社会で役立つ人を育てる

当協会は、毎年 5月にさいたま市ベンチプレス選手権大会と 7 月にさいた

『人づくりの行』です。一人ひとりが自己を確立し、人間同士が援け合い、

ま市パワーリフティング選手権大会を開催しております。規模はそんなに

共に幸せに生きるための道を説いています。平成 30 年度、さいたま市少

大きくはありませんが、JPA
（日本パワーリフティング協会）公認大会として、

林寺拳法協会は、
「さいたま市民体育大会少林寺拳法大会」のほか、講
習会・技術研修会など様々な活動を通して、メンバーの交流と技術ならび
に人格的向上を目指し活動いたしました。

記録が取れる大会のため、他都県ブロックで標準記録が取りたい選手に

問い合わせ先

担当者：梶谷 憲皇

048-755-9668

E-mail uf300068-9527@tbz.t-com.ne.jp

さいたま市ゲートボール連盟

根強い人気を誇っております。競技を見るだけでも楽しいので、大会スケ
ジュール等を御確認していただき、是非一度会場まで足をお運びください。

加盟団体数：11 加盟団体／主な活動場所：さいたま市全域

ポリン運動の指導

で11月3日
（土）～ 5日
（月）まで開催され、全国から144チームが参加、
さい
たま市からＧＢタッチ会、文蔵福寿会、
さいたま市明友会の3チームが参加。

○全てのスポーツに役立つ空中感覚の養成を目的

☆開会式にて、文蔵福寿会の大竹 清さんが 90 才で参加、高齢者賞を受賞

とした幼少期のエアリアルトレーニング指導

戦に出場、
3 回戦で敗退しましたが10 位に入り優秀賞
（メダル）
を受賞しました。

12 Sports Life SAITAMA

090-9390-0333

E-mail powertsuyo@gmail.com

○スポーツに親しむきっかけづくりとしてのトラン

ねんりんピック富山 2018 ゲートボール交流大会が高岡市高岡スポーツコア

☆競技の成績結果は、
ＧＢタッチ会が初めて予選を突破し、決勝トーナメント

担当者：今井 剛

さいたま市トランポリン協会
団体概要

しました。

問い合わせ先

問い合わせ先

担当者：岸 和男
048-664-6647

○障がい（知的）のある人々に対する指導
○オリンピックを目指す選手の育成・指導
等を行っています。

問い合わせ先

担当者：上田
048-851-6250（さいたま市体育協会）
Fax 048-851-6250
E-mail

全日本 j rトランポリン競技会

saitama.trampoline@gmail.com

Twitter twitter.com/SaitamaCityTK
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さいたま市サッカー部会

さいたま市小学校体育連盟
団体概要

・加盟小学校：１０４校

・主な活動場所：さいたま市全域

さいたま市サッカー部会では、地域スポーツ少年団の活動をやっ

・主な事業：小学校体育授業研究会、体育実技講習会、

てみて、楽しいサッカーを目指し各種大会・イベントを行っています。

各支部体育行事、役員研修会、指導者養成講習会参加
本連盟は、さいたま市における小学校体育全般の研究を推進し、小学生の体力
の向上を図り、小学校体育の健全な発展・振興を期することを目的としています。
そのために、①体育授業等の研修の推進、②児童の体力向上、③体育に関する
大会等の企画・運営、④体育に関する研究会・講習会等の企画・運営、を主な
事業とし、浦和・大宮・岩槻・与野の４支部で編成しています。

中でも、今年で 2 回目となる「さいたまシティジュニアカップ」は、
参加チームも大幅に増え、次世代を担う様々な地域の子供たちと

小学校体育授業研究会

のサッカーを通じた交流に、大きく役立てたと感じております。今

問い合わせ先

担当者：神保 俊久

048-644-7544

後も引き続き人間育成と青少年の健全育成を目指し、サッカーの
まち、さいたま市のサッカーまちづくり事業に貢献して参ります。

FAX 048-644-5604

埼玉県中学校体育授業研究会
（1/22

本部会は、スポーツ少年団として地域の子ども達の心身の健全な育成と、

新人体育大会（９/29 ～ 10/ ５）

バスケットボールの普及を目指して活動をしております。主な活動は、春季・

夏季・冬季大会、駅伝競走大会

秋季・冬季大会、市外チームを招待しての地域交流大会や各種講習会等

（10/23）など

の開催。また、４年生以下のフレッシュ大会や中学生対象のジュニアリー

３. 保健体育研究会・講習会

問い合わせ先

運動部活動指導者講習会

慈恩寺中）

２. 体育大会の企画運営（中心日）
学校総合体育大会（６/ ２～９）、

（７・８月 サッカー、バドミントン、柔道）
、

担当者：春野中学校

ダー大会も行っております。また、それぞれのチームで、季節の行事を行っ
坂田 真澄

たり、地域の活動に参加しております。

048-682-3951

保健体育研究報告会（２/14）

http://www17.plala.or.jp/saikido/

勝ち負けを競わないで相手と調和する武道『合気道』は、けっして争うこと
のない平和な心・強い精神と体を育みます。合気道の稽古を重ねていくう
ちに、相手の力の方向が見極められ、その結果、相手が自然と倒れてしま
うのです。
『合気道』の考え方・体の使い方は、厳しい時代を生き抜く中で、
実践的かつ老若男女が楽しめる武道です。
【平成 30 年度活動】
● 11/4（日）さいたま市市民大会「第６回合気道演武大会・講習会」開催
●その他、加盟９団体各道場において演武会等を開催

問い合わせ先

ホームページフォームメールまで

さいたま市合気道連盟
URL

スポ少部会

中学校体育の発展・振興を期する多様な事業を展開しました。

ダンス 与野東中、保健学習 大宮東中）

048-873-4318

URL http://www.ms-smbba.sakura.ne.jp/

今年度も保健体育の研究を推進し、

ブロック別研修会（陸上競技 内谷中、

担当者：町田 章司

さいたま市バスケットボール部会

さいたま市中学校体育連盟
１. 保健体育科教員の研修

問い合わせ先

さいたま市野球部会
さいたま市
市民大会
「第6回合気道演
武大会・講習会」

問い合わせ先

担当者：尾又 富士雄（現 理事長）
048-865-1320
E-mail aikiwaainari@ae.auone-net.jp

野球部会はさいたま市内で活動しております。
現在 59 チームが登録しており、指導者 1,172 名、団員1,482
名の登録がありました。
大会はさいたま市内全域で開催し、関東・全国大会への出
場を目指し活動しております。
問い合わせ先

担当者：出口 喜一

090-1107-6922

さいたま市
ソフトボール部会
ソフトボール部会は現在登録９団で３月の新人戦をかわきりに
４月本部長杯、
８月秋季大会、
11 月部会長杯の大会等々を行っ
ています。他市よりチームを招待して交流戦を行っています。
その他、県大会、関東大会にも出場して元気に活動しています。
問い合わせ先

担当者：加賀見 優
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090-2305-6155
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さいたま市空手道部会
・団数 17 団

活動場所等

さいたま市内

さいたま市バドミントン部会

指導者数 440
さいたま市スポーツ少年団バドミントンでは、2018さいたま市少年団登録は、
中央区で

市内各地域で指導者の下で基本、形

2団、
桜区で1団、浦和区で1団、
南区で1団、大宮で1団で全体では6団になっております。

組手の三位一体の修練を旨とし、勝負にこだわらず、地味な稽古を

登録団体の大会（交流戦）は春に行っております。秋の市民体育大会は少年団登録以

通じ気力、体力、精神力、友情等を蓄積し年輪となり風雪に耐え家庭、

外でも市内の小学生も参加可能なので多数大会に参加いただいております。未登録

地域、学校等で有形無形のかたちで発揮し成長の糧とし文武両道を

団体が 3 ～ 4 市内にあるらしいのですが、団に入るように現在勧めております。春休み

旨とし活動している。2020 年東京オリンピックの正式種目となり今
後の小中学生等に夢と希望を与えると共に、空手道文化を世界に発
信し普及発展に寄与する。

と夏休みには小学生のバドミントン教室を行っておりますが、嬉しいことに毎回100 名
問い合わせ先

担当者：神田 修

以上参加申込があります。これもひとえにテレビ等でもバドミントントップ選手の映像が
048-866-1200

最近では頻繁に紹介され、バドミントン人気も盛り上がりもすごいと思っております。

担当者：新井 正明
048-853-3997（与野スポーツ）

さいたま市卓球部会

バレー部会主催の交流大会が男子 9 チーム、女子 24 チーム

2018 年12 月1日（土）に開催された「平成 30 年度

の参加で 8/11
（土）にサイデン化学アリーナで開催されました。

さいたま市スポーツ少年団第 17 回地 域交流大 会」

福島県、新潟県、千葉県、茨木県及び県内のチームの参加も

での 一コマです。

スポ少部会

さいたま市バレーボール部会

問い合わせ先

あり交流を深めることができました。特に本年は岩槻ジュニア
（男子）が全国大会に出場し健闘致しました。多くのチームと
交流することで技術も向上し仲間の輪も広がります。
これからも大会を通じて交流を深め技術の向上を目指します。

問い合わせ先

問い合わせ先

担当者：杉山 和雄

担当者：大平 八重子

さいたま市ソフトテニス部会

090-7429-8581

さいたま市陸上部会

ソフトテニス部会ではさいたま市の中学校や高校のテニス

浦和JACでは温かい雰囲気づくりをモットーに一人一人が自

コート空き時間を活用し、小学生、中学生を中心にソフトテ

分の目標を持ち、その達成に向けて活動しています。

ニスを通じてスポーツの楽しさやルールやマナーの習得を目

５、
６年生を対象としたクラブで、年６大会の参加とその他に

的に活動しています。年間 20 を超える県内、県外の試合に

合宿活動も行っています。また、納会や団長杯といった更に子

出場し活躍しています。

どもたちのモチベーションを高める行事も実施しています。
活動場所：駒場スタジアム 他

問い合わせ先

担当者：深谷 信一

活動時間：9:30 ～ 11:30

090-3102-6065

現在さいたま市内の体操を種目とするスポーツ少年団は大宮

のために活動しています。団員は、小学生 40 名、他 40 名の計 80

南体操スポーツ少年団・土呂体操スポーツ少年団・与野西北

090-7940-5126

体操スポーツ少年団の３つがあります。各小学校体育館や市

名です。週 3 回の稽古と年間約 20 回の大会に参加しています。大
会成績は、団体戦で県大会上位入賞のほか、個人戦でも数々の入賞
実績があります。活動内容の詳細は、ホームページ、またはブログを

内体育館で活動しております。

問い合わせ先

担当者：岩﨑 英男

090-8946-5980

E-mail info@futabakai-judo.com
SNS
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担当者：上米良（かんめら）万紀子

http://futabakai-judo.com

『岩槻柔道双葉会』と称して、柔道を通じて地域の青少年健全育成

ご覧ください。

問い合わせ先

さいたま市体操部会

さいたま市柔道部会
URL

活動日：月３回（土曜日）

https://ameblo.jp/futabakai-judo

問い合わせ先

担当者：川上 康夫

048-976-4850
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小中学生等スポーツ活動事業補助金交付事業で

さいたま市
ラグビーフットボール部会
ラグビーワールドカップを翌年に控え、幼児・小学生の体験希望
者が増えています。入会する子供たちも増え、現在は 200 名を超
えるまでになりました。１スクールでこれだけの部員数のいるスクー
ルは県内にはほかにありません。強いチームよりも全員参加で楽し

問い合わせ先

いチームを目指しています。毎週日曜日の午後に活動していますの

担当者：廣本 慶一

で、お気軽にお越しください。

さいたま市水球部会
URL http://yono-waterpolo.com/

090-8115-1711

E-mail k.hiromoto@towa-tsushin.co.jp

問い合わせ先

担当者：稲垣 徹

090-9834-4489

E-mail yonowpc@yahoo.co.jp

第 41 回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ夏季水球競
技大会において、小学生が８年ぶり 13 回目の全国優勝を
はたしました。練習はさいたま市の下落合プールをお借りし
て９月から６月の間は週３回室内で、
７月から８月は木曜日
向けて頑張っています。水球をやってみたい小学生、体験
大歓迎です。連絡お待ちしています。

スポーツチャンバラ部会

初年度スタート

さいたま市からの「小中学生等のスポーツ活動事業補

助」を受けて活動する、さいたま市サッカー協会。
「さい
たまシティサッカー夢プロジェクト」を企画申請し、厳正
な審査の結果、平成 30 年から3 年間、この助成金を活
用することになった。同事業は、小、中学生等の新たな

の向上をはじめサッカーファミリーの拡大へとつながるこ

スポーツの機会や場の創出または競技力の向上を目的に

とを目指すもの。

しており、競技人口の増加や全中・インターハイに出場で

月一回のスクールには、同協会の指導者のほか、元日

きるような選手の育成も想定されている。市サッカー協会

本女子サッカー代表監督の佐々木則夫さんや浦和レッズ

の事業では、小学生年代の女子を対象として育成・強化

レディス、同ジュニアユースの皆さんが練習の指導に加わ

をはじめとして女子サッカーの普及を目的として専門スタッ

り、体のアップから、基本技術、応用技術など学んだ。

フによるスクール・クリニックを定期的にかつ継続的に実

毎回約 100 人の小学生女子が参加し、専門スタッフの指

施することでサッカーの素晴らしさを体験することで技術

導に汗をかきながら、目を輝かせた。

総合型地域
スポーツクラブ

以外毎日外のプールで練習しています。現在、春の大会に

さいたまシティサッカー
さいたまシティサッカー
夢プロジェクト
夢プロジェクト

春の大会、
秋の大会年2回のさいたま市少年少女大会を行っ
ています。埼玉県大会を目標に日々練習に励んでいます。
身体を動かすので苦手な子どもが１年～２年続けて、しな
やかな動きになるのをみるのはとてもうれしいことです。
問い合わせ先

担当者：鈴木 宏子
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048-864-1359
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東京2020オリンピック競 技大会でさいたま市は
日‼
0
0
サッカーとバスケットボー ルの開催会場です。
あと 5

で
開 催ま

サッカー

バスケットボール

埼玉スタジアム 2002

さいたまスーパーアリーナ

男子が準決勝・3 位決定戦、女子は準々決勝を含む
男女計 8 日間行われます。
7/25

26

27

28

29

30

31

8/1

2

3

4

5

6

7

日程

男子

男子

女子

女子

※競技スケジュールは今後の調整により、一部変更される場合があります。

チケットは2019年春より
販売開始予定！
東京2020 大会公式チケット
販売サイトでの購入には
TOKYO 2020 ID の
登録が必要です。
※公式チケット販売サイトを
通じての販売のほか、
2020 年にはチケット販売所を通じた
販売も行われる予定です。
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7/26

27

28

29

30

31

8/1

2

3

4

5

6

7

8

オリンピック・
パラリンピック

日程

男女ともに予選から決勝までの
全試合（男女各26試合、合計 52 試合）が行われます。
9

※競技スケジュールは今後の調整により、一部変更される場合があります。

さいたまスポーツフェスティバル 2019 開催！
さいたま市では東京 2020 大会に向けて、
広く市民の方に、
オリンピックやパラリンピックの競技を紹介し、
自ら体験し、楽しんでいただくことができる、
「さいたまスポーツフェスティバル 2019」を、
2019 年 5月11日（土）～ 12日（日）にかけて開催します。
皆様、是非遊びに来てください！
！
■ 主な内容（予定）
・オリンピック・パラリンピック競技を中心とした各種スポーツ体験
・スポーツ関連ブースの出展 など
21

さいたま市のホストタウン『オランダ王国』
さいたま市はオランダをホストタウンとして登録しています。
みなさんは、オランダと聞いてどんな想像をしますか。
※ホストタウンとは、自治体と東京 2020 大会に参加する国・地域の住民等が
スポーツ、文化、経済などを通じて交流し、地域の活性化等に活かしていくもの。

オランダ王国

クイズ！

Q2

Q１

大会ボランティア

定員：80,000 人 応募者：204,680 人

①アムステルダム

②ユトレヒト

の首都。
レンガ作りの中 央 駅は東
京駅のデザインのモデルに

③レンブラント

なったと言われています。

© オランダ政府観光局 www.holland.com

©Photo by Tokyo 2020/Shugo TAKEMI

Q3

オランダの世界遺産は？
①チューリップ

②風車
オランダと聞いて思い浮か

© オランダ政府観光局 www.holland.com

べるのは「チューリップ」と

上記のボランティアとは別に市内で活躍されている
ボランティア団体を中心に「さいたマイスター2020」
（市独自ボランティア）
として以下の活動を検討しています。

日本でも有名な「ゴッホ」
「フェルメール」

平成 29 年の桜区区民まつ

「レンブラント」
などはオランダ出身です。

りでは日蘭交流ブースにて、

中でもこの「夜警」は世界三大絵画の一

チューリップの球根が配ら

つに数えられます。

れました。

お・も・て・な・し オランダ空手事前キャンプ

さいたま市はオランダ空手道連盟と 2020 年の
東京オリンピックでの事前キャンプに関する覚書を交わしました。
毎年オランダ空手道連盟の選手との交流も行っています。

活動内容例

観光案内による
おもてなし

2

美化活動による
おもてなし

Q 2：③
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オランダ空手選手との合同練習

国際交流を通じた
おもてなし

FacebookとTwitter で東京2020 大会に向けた
活動の情報発信を行っています！

Facebook

市民とオランダ空手選手との交流

3

オリンピック・
パラリンピック

１

「風車」
ではないでしょうか？

【答え】Q1：①

応募者：9,650 人

の都」と呼ばれるオランダ

②フェルメール

さいたま市で

定員：5,400 人

たくさんのご応募
ありがとうございました！

Ⓒ Embassy of the Kingdom of
the Netherlands in Japan

美しい運 河に囲まれ、
「水

© オランダ政府観光局 www.holland.com

埼玉県の都市ボランティア
※さいたま市民から 3,140 人の応募を頂きました。

オランダの首都は？

この絵の作者は？
①ゴッホ

東京 2020 大会のボランティア募集結果

さいたま市オリンピック・パラリンピック部
TEL 048-829-1023 FAX 048-829-1985

Twitter

皆様からの
「いいね！」や「フォロー」
待ってま〜す！

Q3：②
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香川 アコナ勇ハヴァリ
くん（３年生）

ラグビー
ワールドカップ

自信がつきました。自分の力を信じて、できると言いきかせて

ふだん学校ではラグビーのワンフォーオール、オールフォー

ぼくはラグビーが大すきです。どのくらいすきか言い表せな

うらわラグビースクールのコーチたちはみんなチームのため
ワンの気持ちをラグビーをやっていないお友だちにも伝えたい

こうやってがんばると、なんでもできるようになると思います。

にがんばってくれています。やさしくておもしろい練習を楽し
と思っています。ラグビーはきけんなスポーツだとみんないう

いほど大すきです。毎週日曜のラグビーの練習が楽しみでしか

くしてくれています。だからますますラグビーが大すきになり
けれどボール一つでみんなの心をつなぐ世界一のスポーツだと

たとえゲームでしっぱいしてしまっても、しっぱいしてしまっ

ました。コーチたちのアドバイスを大事にしてどんどんうまく
思います。

たないのです。ぼくはやさしくて強い思いやりのあって、れい

なりたいです。うまくなるにはいっぱいがんばることが大事だ
自分のゆめにむかって一歩ずつ進んでいきたいと思います。ラ

た分チームのために、もっとがんばって勝ちにつなげたいです。

と思います。練習ではいつも１００％の力でがんばりたいと思っ
グビーを広めてラグビーをひろめてラグビーをやっててあたり

ぎただしいラグビーせんしゅになりたいです。どうやったらそ

ています。練習では一秒もむだにしたくありません。ずっとチャ
まえのような世界にしていきたいです。自分の道は自分で決め

少しでもチャンスがあれば、それをむだにしたくありません。

レンジしていきたいし、ラグビーが強くなるには体作りも大切
た。だからゆめというものにむかってがんばってすすんでいき

んなせんしゅになれるかいつも考えて練習しています。

です。体も心もきたえています。

ないとだめなんだなと思いました。そこで、ラグビーをやって

クルがとてもうまくて強かったからです。もっと練習をかさね

なりたいとずっと思っていました。それは上手な上級生はタッ

やりたくなかったです。でもそのタックルがどうしてもうまく

の練習のときにも家でも思うけれどぼくはラグビーをやってい

ラグビーというスポーツがあって本当によかったです。今まで

で 前 に 進 む の で は な く 世 界 中 の み ん な で 進 み た い と 思 い ま し た。

大事なんだなとラグビーをやるとその意味がわかります。１人

今のままラグビーの道をいきたいです。なんでもチャレンジが

たいです。ラグビーをやっていてこうかいはしないと思います。

いる兄弟に相手してもらいました。いたくて苦しい時もあった
て幸せです。

ぼくはさいしょタックルが苦手でした。本当はこわかったし

けれど、強くなるというのはこういうことなのだなとわかりま

作文コンクールを行い、最優秀作品・優秀作品を選出させていただきました。
ラクビー少年団の団員による「僕・私とラグビー」というテーマで、

最優秀作品：香川 アコナ勇ハヴァリ くん（３年生）
優秀作品： 高野 寿珠 ちゃん（１年生）

くん（２年生）

今西 奏士朗 くん（４年生）
斎藤 圭祐

渡部 一世 くん（６年生）
田中 大貴 くん（５年生）
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した。タックルの練習では、みんなの足をひっぱらないように

さいたま市ラクビーフットボール協会とラクビースクールの少年ラガーマン、

がんばりました。そうしているうちにタックルがすきになって

ラグビーワールドカップが 2019 年に日本で開催されます。

優秀
作品
最優秀
作品

僕と・私とラグビー
作文コンクール優秀作品

高野 寿珠
ちゃん（１年生）

わたしがラグビーをはじめたきっかけは、ラグビースクール
のたいけんにいったとき、たのしそうだなとおもったからです。
そしてさいしょラグビーをはじめたところは、パスがもらえ
なくてトライもできなくて、ちょっとふあんでした。
はじめてれんしゅうでパスをもらえてトライができたときは、
とてもうれしかったです。それからは、どんどんトライができ
るようになってれんしゅうでＭＶＰにはじめてなったときはす
ごくうれしくてじしんがつきました。
まだタックルがこわくていけないけど、じしんをもっていき
たいとおもいます。
らいねんは、日本にラグビーワールドカップがきます。せか
いじゅうからたくさんのせんしゅがあつまります。テレビでも、
たくさんのしあいを見ることができるとおもうので、いっぱい
の人が見てラグビーをすきになってもらえるといいです。
まだおんなの子がすこしすくないので、ともだちやいろんな
おんなの子がきてくれるとうれしいです。
そしてこれからもわたしは、がんばってトライやたっくると
こえをだしたりしてラグビーをもっとじょうずになりたいです。

ラグビー
ワールドカップ
27
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優秀
作品
最優秀
作品

ぼくは、日曜日になるとドキドキします。日曜日はラグビー
どはぜったいトライしてやる、ともっともっとやる気が出てき

つぎは、トライしようぜ。」と言ってくれたりすると、よしこん

ラグビー
ワールドカップ

のれんしゅうがあるからです。今日はいっぱいトライできるか
ます。コーチや友だちのおかげで、ラグビーのやりかたもわかっ

くん（２年生）

な、タックルであい手をとめられるかな、とぼくの中の弱い心
てきたし、少しずつ楽しくなってきました。ラグビーをはじめ

斎藤 圭祐

が出てきます。そんな心にまけないように、お昼ごはんをもり
る前のぼくより、ちょっとだけ心も体も強くなってきたと思い

みです。

明日は日曜日。ドキドキするけど、ラグビーをするのが楽し

でたくさんトライをしていきたいです。

ます。これからは、もっと友だちと声をかけあって、チームプレー

もりたべます。
れんしゅうの中で一ばんすきなのは、パスれんしゅうです。テレ
ビで見るとラグビーせん手のように、走りながらよこむきにパス
を するのが 楽しいからで す。コーチ や な か まにパスがとおると、
ちょっとだけ自分がうまくなったような気がします。今がんばって
いるのはタックルれんしゅうです。当たってたおれるのはこわいけ
ど、 足をふんばって 体でぶつかってたおすよ うにしていま す。 ま
けないぞ、という気もちで思いっきりやっていると、いつの間にか
朝のドキドキした心がすこしだけなくなっています。れんしゅう
のさいごには、いつもチームに分かれてしあいをします。ぼくは、
強くなりたい、トライやタックルをいっぱいして、みんなの役に立
ちたい、
と思ってやっています。でも、
つかまえたのにはなしてしまっ
たり、ボールをもらういちに行けなかったりしてなかなか思うよ
うにうまくできません。
そんなとき、友だちの上手なプレーが見えてきます。タック
ルされそうになったらうしろにパスして、敵を抜いてトライす
るのがすごくて、自分もそういうプレーがしたいな、とやる気
が出てきます。それから、コーチが、「けいすけ、今のよかったよ。
それでいいんだよ。
」と言ってくれたり、友だちが、「ドンマイ。
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優秀
作品
最優秀
作品

今西 奏士朗
くん（４年生）

ぼ く は、 小 ３ か ら ラ グ ビ ー を 始 め ま し た。 始 め た き っ か け は、
何よりスポーツをしていなかったから市ほうでラグビーの体験
を 見 つ け て、 家 族 に す す め ら れ て 行 っ て み る こ と に し ま し た。
行 っ て み る と、 そ の 時、 楽 し い か も と、 思 い ま し た。 ぼ く は、
どんなルールか全く知らなかったけれども、お父さんのすすめ
もあり、ラグビースクールに通うことにした。
練習を始めたころは、タックルがこわくて、自分からタック
ルが出来なかったしタックルされるのもいやでした。練習する
うちに、少しずつうまくなり、自信がついてきました。熊谷ラ
グビー交流会の時、試合で相手チームの人をタックルで止める
ことができてうれしかったです。この時のことが一番心に残っ
ています。
一年前からぼくのお父さんは、ラグビーのコーチをしていま
す。 休 み の 日 は 公 園 で お 父 さ ん が、 ぼ く に ボ ー ル の 投 げ 方 や、
けり方を、教えてくれます。お父さんのアドバイスは、分かり
やすくて上手になってきました。時にはアドバイスがきびしい
ので、そういう時は、いやだなぁーと思うこともあります。
ラグビーを続けてよかったことは、走るのが早くなりました。
また、小学校以外での、友達がふえました。ぼくは、ラグビー
をやる前、よく熱を出し、小学校を休んでいました。でも、ラ
グビーを続けていくうちに、熱を出さなくなり、体が強くなり
ました。コーチのおかげで今は、ほとんど、ルールが分かって

きました。

ラグビー
ワールドカップ

この先、ぼくは、小学校そつぎょうまでは、ラグビーを続け
たいです。
これからの目標は、タックルをもっと上手になることと 、ト
ライをまだ、決めたことがないので、トライを決めたいです。
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優秀
作品
最優秀
作品

ラグビー
ワールドカップ

だよ。」と言われうれしかったです。このころからほかのラグビー

くん（５年生）

ぼくはようち園の年中の時にお父さんに、さそわれて住んで

スクールとの試合も多くなり、やるからには試合に勝ちたいと

田中 大貴
いる近くで毎週日曜日の午後に、活動しているうら和ラグビー

思 う よ う に な り 始 め ま し た。 ３ 年 生 の 時 に は フ ォ ワ ー ド で ４ 年

いました。

生になるとバックスのウィングというポジションを主にやって

スクールでラグビーを始めました。
ようち園のクラスの時はまだルールもラグビー自体も良く分
かっていませんでした。ラグビー独特のタックルの練習だけで

練習を沢山やってもらいました。そして練習終わりにはおかし

ハンカチ落としなど、楽しく体力がついて運動神経が良くなる

ではありません。できた時はすごくうれしいですし、ぼくまで

ターと言われるポジションですが毎回毎回トライができるわけ

習をしています。ポジションはウィングのままです。トライゲッ

今、ぼくは５年生で６年生といっしょの高学年のクラスで練

をもらって帰る事がうれしく、毎週日曜日に練習に行くのが楽

ボールをつなげてくれた仲間に感しゃします。

な く、 ボ ー ル を 持 っ て 走 る こ と、 お に ご っ こ や 逆 立 ち す も う、

しみでした。

かりやすく教えてくれ、少しずつですができなかった事ができ

が増えました。コーチはていねいに何でこの練習をするのかわ

そしてボールを信らいしている仲間にたくす事です。つまりは

自 分 の 体 を ぎ せ い に し て ま で も 相 手 に 取 ら れ な い よ う に 守 る 事、

ポ ジ シ ョ ン 関 係 な く 大 切 な ボ ー ル を チ ー ム 全 員 で ル ー ル を 守 り、

今までラグビーを続けてきて学んだ事はトライをするために

るようになって自分でも上達してくのがわかりさらにラグビー

自分以外の人のために苦労することをおしまずに行動する事を

小学生低学年のクラスになると少し本格的なラグビーの練習

が面白くなりました。

バックスに分かれてのラグビーになりさらに練習は体をぶつけ

す。トップレベルの試合も見たいですし、一生けん命練習して

２０１９年にはラグビーワールドカップが日本にやって来ま

学びました。これからもわすれず成長していきたいです。

る事、走るきょりや量も多くなり練習終わりに疲れたと感じる

いつか日本代表になりたです。

中学年のクラスに入るとポジションが大きくフォワードと

ようになりました。お父さんにそのことを話すと「ラグビーの
試合はぶつかり合って、おしあい、ねて、起き上がって直ぐに
走るスポーツだからすごくきつい、練習で同じ様にやらないと
試合では良いプレーができないよ、練習ができているしょうこ
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優秀
作品
最優秀
作品

渡部

一世
くん（６年生）

ぼくがラグビーを始めたのは、小学三年生の十一月の時です。
どうしてぼくが、ラグビーを始めたのかというと、弟が、ラグ
ビーを始め、弟のラグビーを見ていると、「面白そうだな」と思
い、ぼくもラグビーを始めました。
ラグビーを初めてみると、とても面白く、ぼくは、ラグビー
が 好 き に な り ま し た。 そ し て、 ぼ く が 四 年 生 に な っ た と こ ろ、
自分の足の速さを生かして、点を取れるようになりました。そ
の こ ろ か ら 友 達 も 増 え、 更 に、 ラ グ ビ ー が 楽 し く な り ま し た。
五年生にもなると、練習の内容がより深くなり、細い所や新し
い技術などを学び、一つ上の学年の六年生といっしょに練習す
ることで、六年生の技術やテクニックなどを見たりして、新し
い 技 を 覚 え て い き、 そ れ を 試 合 で 使 っ て み て、 相 手 を 抜 け て、
トライができると、とても、気持ちよく、またトライを取りた
いという気持ちが、こみ上がってきて、更に、ラグビーの楽し
さが分かって来て、更に更にラグビーが楽しくなりました。こ
のころ、六年生は「全国大会出場」という、大きな目標をかか
えていました。六年生は、全国大会にはしゅつじょうできませ
んでしたが、今ぼくは六年生です。今年は、全国大会に出場して、
勝つのが、ぼくの大きな目標です。

ラグビー
ワールドカップ

んできた」ことです。ぼくは、元々人見知りで、でもラグビー
を 始 め る と、 ぼ く は 人 見 知 り を、 少 し 直 す こ と が で き ま し た。
その他にも習っている習い事でもラグビーを通じて、できるよ

そのためには、いつも日曜日にしか練習していないけど、今は、
土曜日にも練習をしたりして、全国大会に出場して、勝って、勝っ

うになった事などもたくさんありました。
ぼくはラグビーをしてる事をとても誇りに思います。

てチームのみんなと、優勝して、日本一になりたいです。
ぼくがラグビーをして学んだことは、「一番は、友達がたくさ
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作品
最優秀
作品

ホームページを
リニューアルいたしました！

スポーツ情報をより分かりやすく、お届けできるよう協会ホームページを平成 30 年 10月
よりウェブサイトをリニューアルいたしました。今回のリニューアルでは、皆様がより利用
スポーツ振興
くじの活用

しやすく分かりやすいサイトとなるようレイアウトやデザインを改善いたしました。
また、こちらのリニューアルは日本スポーツ振興センターの助成を受けて実施しております。
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～新たなステージへの挑戦～

アイル 1/2

生活環境と福祉の真のサービスを提供します。

“ 未来へつなぐ” 地域とJA
～ 地域密着JAさいたま～

1 人 1 人の笑顔の為に

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町 4-333-13 OLSビル
TEL

048-641-6111
FAX 048-647-0365

験
見学・体
中！
付
受
時
随

本店／さいたま市見沼区東大宮 4-21-1
TEL 048-666-1251 ㈹
ホームページ http://www.ja-saitama.or.jp

接着剤・粘着剤・塗料用樹脂・コーティング剤
詳しくはHPを
ご覧ください！

さいたま市与野体育館
ダンロップスポーツウェルネス・クリーン工房 共同事業体
お問合せ TEL 048（853）4998
http://www.dunlopsportsclub.jp/yonotaiikukan/
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浦和工場 さいたま市南区辻 7 - 14 - 2
東京工場 さいたま市桜区大字下久保字拾石田 1280 -1
本

   社 東京都中央区日本橋本町 3 - 4 - 7
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賛助会員について
平成 30 年度も多数の賛助会員のお申込をいただきまして誠にありがとうございました。多くの方々のご協力に感謝申し上げます。
さて、本体育協会としましては今後スポーツ活動の普及・振興への取り組みを続けていくため、より多くの方々のご支援をいただきたい
と思います。つきましては、本体育協会の趣旨をご理解、ご賛同のうえ、たくさんの方々にご協力をいただきますようお願い申し上げます。
費

【法人会員】 １口 10,000 円（年額１口以上）
【個人会員】 １口

5,000 円（競技団体を含む。年額 1 口以上）

お振込先

会

・埼玉りそな銀行 さいたま営業部支店 普通
・埼玉縣信用金庫 浦和支店
普通
・武蔵野銀行 本店営業部支店
普通
● 公益財団法人さいたま市体育協会
会長 北

3860615
2302066
1252652
清治

※名義につきましては各口座共通となります。
※誠に申し訳ありませんが振込手数料はご負担ください。

平成 30 年 4 月1日から平成 31年 3 月12 日まで

■法人会員

内宮ハウス有限会社

埼玉縣信用金庫

株式会社ラケットショップキャビン

株式会社与野スポーツ
シン建工業株式会社

株式会社山川建設

株式会社埼玉新聞社
日本環境マネジメント株式会社
荏原実業株式会社
桶本興業株式会社
日本通運株式会社

株式会社岡村電機

株式会社サイオー

株式会社大宮スイミングスクール
株式会社 モリ商会
有限会社大蔵商事
株式会社東洋給食

そろばん教室 USA
有限会社プライドロック
株式会社埼玉測機社
株式会社佐伯紙工所
株式会社エバテック
有限会社博善社
野原税理士事務所

塩川設計測量株式会社
株式会社エムジェイ

株式会社ノースコーポレーション
株式会社丸中給食センター
株式会社オートレント
有限会社百丈梱包運輸
株式会社和敬光彩ｾﾚﾓ
株式会社協和技研

株式会社澤利喜商店
割烹 千代田

株式会社徳永設備工業
生和テクノス株式会社

（敬称略・順不同）

■個人会員（団体含む）
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平田 利雄
さいたま市相撲連盟
清宮 雄蔵
さいたま市相撲連盟
北 清太郎
さいたま市相撲連盟
飯塚 孝志
さいたま市相撲連盟
森嶋 修
さいたま市相撲連盟
漆原 誠
さいたま市相撲連盟
竹ノ谷 純宏 さいたま市相撲連盟
積田 優
さいたま市相撲連盟
井上 忠孝
さいたま市相撲連盟
宮下 光芳
さいたま市相撲連盟
桑原 信治
さいたま市相撲連盟
桶本 毅
さいたま市相撲連盟
さいたま市フェンシング連盟
佐藤 正和
さいたま市柔道連盟
藤堂 良明
さいたま市柔道連盟
浅見 茂
さいたま市ソフトボール協会
田中 勉
さいたま市ソフトボール協会
河村 展良
さいたま市ソフトボール協会
赤川 清一
さいたま市ソフトボール協会
藤川 和仁
さいたま市ソフトボール協会
林 一夫
さいたま市バドミントン協会
寺山 光秀
さいたま市バドミントン協会
君島 克憲
さいたま市バドミントン協会
新井 正明
さいたま市バドミントン協会
松本 勉
さいたま市バドミントン協会
古泉 利昭
さいたま市弓道連盟
浅野 有三
さいたま市弓道連盟
鷹巣 光子
さいたま市弓道連盟
荒井 渉
さいたま市弓道連盟
中村 好一
さいたま市剣道連盟
さいたま市剣道連盟
武正 公一
さいたま市ラグビーフットボール協会
廣本 慶一
さいたま市ラグビーフットボール協会
田中 文男
さいたま市山岳連盟
天野 尚文
さいたま市空手道連盟
さいたま市空手道連盟
程塚 勉
さいたま市射撃連盟
小林 鑛
さいたま市射撃連盟
帆足 和之
さいたま市なぎなた連盟
帆足 光代
さいたま市なぎなた連盟
さいたま市なぎなた連盟
岸 和男
さいたま市ゲートボール連盟
さいたま市太極拳連盟
鈴木 弘之
さいたま市ゴルフ協会
今井 剛
さいたま市パワーリフティング協会
椎橋 文夫
さいたま市パワーリフティング協会
さいたま市トランポリン協会
外園 倫生
さいたま市中学校体育連盟

松井 聡
さいたま市中学校体育連盟
石川 賢一
さいたま市中学校体育連盟
大野 肇
さいたま市中学校体育連盟
松井 育夫
さいたま市中学校体育連盟
松井 秀史
さいたま市中学校体育連盟
坂田 真澄
さいたま市中学校体育連盟
さいたま市合気道連盟
長谷川 司
さいたま市スポーツ少年団
さいたま市スポーツ少年団  サッカー部会
中村 武人
髙窪 浩
さいたま市スポーツ少年団  サッカー部会
大澤 元彦
さいたま市スポーツ少年団  サッカー部会
中森 秀明
さいたま市スポーツ少年団  サッカー部会
菊田 章
さいたま市スポーツ少年団  サッカー部会
清水 泰生
東大成サッカースポーツ少年団
近藤 富美男 大門スポーツ少年団
兵藤 明子
スポーツ少年団  バスケットボール部会
栄田 真志
スポーツ少年団  バスケットボール部会
永島 伸一
スポーツ少年団  バスケットボール部会
青木 貴
スポーツ少年団  バスケットボール部会
岩男 光子
スポーツ少年団  バスケットボール部会
清水 晴雄
スポーツ少年団 野球部会
手塚 勝也
道祖土フェニックス
森田 哲也
美園ドリームス
斎藤 政勝
常盤スポーツ少年団
河田 和夫
常盤スポーツ少年団
神田 修
さいたま市スポーツ少年団 空手部会
新井 正明
スポーツ少年団  バドミントン部会
岩﨑 英男
岩槻柔道スポーツ少年団
杉山 和雄
ＹＴＳ西北卓球スポーツ少年団
吉本 正恵
ＹＴＳ西北卓球スポーツ少年団
川上 靖典
ＹＴＳ八中卓球スポーツ少年団
小室 雅昭
日進ジュニア卓球クラブ
川上 康夫
さいたま市スポーツ少年団  体操部会
浦和ジュニアアスレチックスポーツ少年団
池田 宏
浦和ラグビースクールスポーツ少年団
伊野 真人
浦和ラグビースクールスポーツ少年団
新谷 修一
浦和ラグビースクールスポーツ少年団
山野 英彦
浦和ラグビースクールスポーツ少年団
南田 真太郎 浦和ラグビースクールスポーツ少年団
稲垣 徹
スポーツ少年団  水球部会  与野水球クラブ
鈴木 学
さいたま市スポーツチャンバラ少年団
北 清治
山下 誠二
村山 和弘
出田 良彦
伊藤 静子
（敬称略・順不同）

スポーツ振興くじの活用について

岡野 進一
さいたま市陸上競技協会
松本 博
さいたま市陸上競技協会
大久保 進
さいたま市陸上競技協会
星野 博幸
さいたま市陸上競技協会
上迫田 健二 さいたま市陸上競技協会
今田 正幸
さいたま市陸上競技協会
須田 義博
さいたま市陸上競技協会
松枝 茂樹
さいたま市陸上競技協会
池田 金作
さいたま市陸上競技協会
矢内 洋
さいたま市陸上競技協会
小熊 誠
さいたま市陸上競技協会
浅野 克裕
さいたま市陸上競技協会
新井 秀彦
さいたま市水泳連盟
さいたま市水泳連盟
さいたま市水泳連盟（与野支部 与野水泳教室）
さいたま市水泳連盟（大宮支部）
関根 信明
さいたま市サッカー協会
大森 正彦
さいたま市サッカー協会
松沢 喜久夫 さいたま市サッカー協会
小池 友良
さいたま市サッカー協会
町田 章司
さいたま市サッカー協会
金子 雅幸
さいたま市サッカー協会
横山 敏夫
さいたま市サッカー協会
林 良明
さいたま市サッカー協会
山口 利幸
さいたま市スキー連盟（イーグルスキークラブ）
関 久治
さいたま市テニス協会
福寿 明
さいたま市テニス協会
小林 一幸
さいたま市テニス協会
山野井 誠
さいたま市テニス協会
鈴木 正造
さいたま市テニス協会
田中 宏司
さいたま市バレーボール連盟
大内 敏郎
さいたま市バレーボール連盟
小林 則孝
さいたま市バレーボール連盟
永井 孝一
さいたま市バスケットボール協会
岩崎 充晃
さいたま市バスケットボール協会
海老原 矩子 さいたま市バスケットボール協会
吉田 弘一
さいたま市バスケットボール協会
浅沼 英吉
さいたま市スケート連盟
野中 忠
さいたま市スケート連盟
有賀 豊文
さいたま市スケート連盟
吉川 洋一
さいたま市ソフトテニス連盟
押岡 農子
さいたま市ソフトテニス連盟
関谷 謙
さいたま市卓球協会
赤岩 敦夫
さいたま市卓球協会
岩崎 道行
さいたま市卓球協会
田中 孝一
さいたま市卓球協会
斉藤 進
さいたま市野球連盟連合会
槫沼 賢次
さいたま市野球連盟連合会

