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当協会の活動に対し、常日頃、
ご指導をいただきまして誠にありがとうございます。
さて、今年２０２０年は、
オリンピック・パラリンピックイヤー、
日本人にとって５６年ぶりの夏季大会開催年ですね。
さいたま市でもサッ
カーとバスケットボールの２競技が開催されることになり、
トップアスリートによる熱戦が間近に観られることはも
ちろんのこと、市が大会時にどのような賑わいを見せるのか、大いに期待しています。

市

長：

シルバーの輝き

こちらこそ、北会長はじめスポーツ協会の皆様方には、
スポーツ行政にご協力いただき感謝申し上げま
す。
７月２４日から始まる東京２０２０オリンピック競技大会ではサッカーは全国７会場で行われますが、浦和美
園の埼玉スタジアム２００２で７月２５日から８月７日までのうちの８日間、
男女計１１試合が開催されます。
バス

東京2020競技大会
特集

さらなるスポーツ都市へ

県スポーツ協会
新会長挨拶

東京2020オリンピック競技大会の
開催都市として、
そして

北会長 ：

ケットボールはさいたま新都心のさいたまスーパーアリーナで７月２６日から８月９日までの連続１５日間、
男女
計５２試合が開催されます。
これはバスケットボールの全試合になります。単純計算になりますが、全試合が

直前に迫る５６年ぶり、2回目の自国開催の
「東京２０２０オリンピッ
ク競技大会」。
さいたま市は、
このスポーツの祭典で「サッカー競技」、

係者やメディアだけではなく、市内から観戦にいらっしゃる市民の皆様も含まれるわけですが、国内外から多
くのお客様がさいたま市にお越しになることは間違いありません。

小中学生等
スポーツ活動事業

「バスケットボール競技」
の2つの競技の会場となる。
さいたま市の市政

満員になったとすると、
２会場合計で約１６０万人もの観衆を集めることになります。
もちろんこの中には競技関

をけん引する清水勇人市長は
「日本一スポーツで笑顔あふれるまち」
を
スローガンに、
スポーツ振興に力を入れる。その実践部隊として35競
技団体、15部会のスポーツ少年団が所属する公益財団法人さいたま

加盟団体・
スポーツ少年団紹介

市スポーツ協会。市のスポーツ政策をいかに同協会の競技団体やス
ポーツ少年団に反映していくか、
また、
ジュニア世代のスポーツへの参
加の取り組み、
シニア世代の健康寿命の促進など、多くの課題を持つ。
そこで、今回は、公益財団法人さいたま市スポーツ協会の北清治会長
が、
自ら清水市長に2つの競技の開催市として、今後のスポーツ政策な

スポーツ少年団特集

ど、
話を聞いた。

総合型地域
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賛助会員について

2019 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム大会風景 ⓒ Yuzuru SUNADA
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北会長 ：

にいらっしゃる。
せっかくお越しになるのですから、気持ちよく観戦していただいて、
さいたまという街にいい印象

等に配置される、既存のボランティア団体を中心として構成されるボランティアで、
ガイドツアーなどの観光案

を持っていただきたいものですね。市として、
どのような
「おもてなし」
を準備されているのか、
お聞かせいただ

内やご当地グルメなど地域情報の提供等を行います。
ボランティアの皆様には、研修を受けていただく等、

けますか。

来たる大会での
「おもてなし」
に向けた準備を進めていただいているところです。

さいたま市は２競技会場を擁する開催都市ですので、東京２０２０大会の主催者である東京オリンピッ

北会長：

昨年秋のラグビーワールドカップでも、熊谷のボランティアの皆様が並んでハイタッチしてくれたり、
シャトル

ク・パラリンピック競技大会組織委員会と緊密に連携して、安全に安心して楽しく競技観戦にお越しいた

バスに手を振ってくれたり、素敵なおもてなしをなさっていましたね。
さいたまの皆様も張り切っていらっしゃるこ

だけるよう準備を進めています。

とでしょう。
ところで、
ボランティアによるおもてなし、地域情報の提供というお話が出てきましたが、観戦客の皆

その中でも、
ユニークな取組としてアピールしたいのが、雪を使ったおもてなしです。
これは観戦客向けの暑

シルバーの輝き

長：

アで、観戦客へのおもてなしや会場周辺の案内を行います。
２つ目の
「市独自ボランティア」
は、観光スポット
県スポーツ協会
新会長挨拶

市

さいたま市にとっても空前絶後の大イベントになりますね。
これだけ多くの方が大会をきっかけにさいたま市

様に市内の観光スポットを巡っていただくための取組はありますか。

詰めて配ったり、雪で冷やした
「雪のクーラーテント」
を設置したりして、涼をとっていただくことを考えています。

市

長：

東京2020競技大会
特集

さ対策として実施するのですが、国内友好都市である新潟県南魚沼市から雪を運んできて、
それをパックに
ええ、
ございます。
ご存知のように、市内には大宮の盆栽や岩槻の人形、浦和のうなぎといった伝統文化
があります。鉄道博物館や造幣さいたま博物館といった人気の観光スポットもあります。観戦に訪れた皆様
北会長 ：

がこうした市の特色や魅力に触れていただけるように、事前にプロモーションを行い、大会期間中は市内を

り、持続可能性に配慮した暑さ対策として、大会のコンセプトにも合致する素晴らしい取組ですね。他にはど

回遊するバスを運行する予定です。観戦客の皆様が、試合観戦前後の空き時間をうまく活用していただ

のようなおもてなしをお考えですか。

き、試合観戦以外でも楽しめるようにしたいと考えています。

長 ： 「シティ
ドレッシング」
と称する、大会エンブレムなどを使った基本デザインで構成されるグラフィックなどを掲
出して市内の各所を装飾し、大会の祝祭ムードを盛り上げて市民の皆様をワクワクさせるとともに、国内外

北会長：

小中学生等
スポーツ活動事業

市

この試みは、従来は除雪して捨てるしかなかった雪を天の恵みのエネルギー源として活用するものであ

私もぜひその回遊バスに乗って見所をめぐり、海外からお越しになる皆様と大会の興奮を分かち合いな
がら、市の魅力を再確認したいと思います。

加盟団体・
スポーツ少年団紹介

から訪れるお客様を歓迎します。
さらに、
さいたま市では、基本デザインによる統一的な装飾だけではなく、市
ならではの特色を加えたインパクトのある装飾も要所に設置する予定です。

北会長 ：

ロンドンやリオデジャネイロ等、過去の大会開催地は空港から大会一色にデコレーションされて、街を挙
げて巨大な
「お祭り」
が開催されているような感があり、気分が盛りあがった。飾り付けもそうですが、街中で

スポーツ少年団特集

目立っていたのは、
なんといってもボランティアだと聞いています。空港、最寄駅、競技会場周辺で迎えてくれ
た、揃いのユニフォームを着たボランティアの楽しそうな仕事ぶりとホスピタリティには強い印象を受けたそうで
すね。
長：

はい、観戦客が競技会場の最寄駅に着いて、最初に接するのがボランティアですね。
ボランティアの皆様

総合型地域
スポーツクラブ紹介

市

には、
さいたま市の
「顔」
として、選手をはじめとする大会関係者や国内外からの旅行者・観客等を
「おもて
なしの心」
をもってお迎えし、明るく、楽しい雰囲気で案内することで、大会に華を添え、大会盛り上げの一翼
を担っていただくことになります。

賛助会員について

さいたま市では、
「都市ボランティア」
と
「市独自ボランティア」
という２種類のボランティアを運営します。一つ
目の
「都市ボランティア」
は、競技会場や最寄駅の周辺に配置される、市と県が協力して運営するボランティ
清水市長
（左）
と北会長
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なく、
さいたま市に対する誇りの醸成にもつながると思います。私も市民の一人として、
こうしたお客様を笑顔
県スポーツ協会
新会長挨拶

で温かく迎え、一緒に東京２０２０大会を盛り上げていきたいと考えております。

さいたま市が推進しているスポーツ政策について、何か特徴的な取組等はございますか。

市

さいたま市では
「スポーツのまち さいたま」
として先進的な取組を進めておりますが、
その中で、
「さいたまス

長：

シルバーの輝き

北会長 ：

ポーツシューレ事業」
をはじめております。
「スポーツシューレ」
とは、
ドイツにある複数の競技種目に対応でき
るスポーツ施設が集積した、大規模な滞在型総合スポーツトレーニング研修施設のことです。
さいたま市版のスポーツシューレは市内に集積するスポーツ施設群を中心に宿泊・飲食・研修施設など

東京2020競技大会
特集

をネットワーク化することによって、
スポーツを
「する場」、
「学ぶ場」
を確保します。
そこでは、企業、大学、団体等が持つ最新の知見や技術を活用した実証研究を行うなど、新たなスポー
ツ産業の成長の場とすることで、
民間力を最大限に活用した取組を進めております。

市

長：

市の魅力発信という点では、大会開幕前になりますが、今年の３月に始まる東京２０２０オリンピック聖火リ

北会長 ：

具体的にはどのような取組をされているのでしょうか。

市

昨年は、
ＩＣＴを活用した女子サッカー、特に中学生の女子サッカーの活性化に取り組んでまいりました。

川参道を南下して、
さいたま新都心公園にゴールします。
いにしえから未来へとつなぐコースです。

長：

小中学生等
スポーツ活動事業

レーでは、
さいたま市は７月９日木曜日の夕方に実施されます。聖火は武蔵一宮氷川神社をスタートし、氷

というのも、女子の場合、小学生のときにはスポーツ少年団で多くの女子がサッカーをしていますが、
中学校
北会長 ：

には女子のサッカー部がないことも多く、
中学生でサッカー人口が減少してしまう現状がありました。

県内では聖火は７〜９日の３日間リレーされますが、
さいたま市は最終区間ですね。翌７月１０日からは東

加盟団体・
スポーツ少年団紹介

また、
中学生はちょうど成長期にあたり体の変化も生じる年代ですので、
それらも考慮しつつ、女の子たち

京都に入るわけですから、
４６道府県のトリとして、注目を集めそうですね。

がサッカーを続けられる環境づくりを進めてまいりました。
そのために、
民間企業と協力しＩＣＴを活用したデー
市

長：

厳粛な雰囲気のある氷川参道と未来的な光景が広がる新都心が市の中心部に共存していることを国

タ取得を行い、
スポーツ医学、
メンタルヘルス、栄養学といった様々な知見を取り入れつつ、
データに基づく

内外に向けてアピールでき、
また、市民の皆様にとっても、
オリンピックの聖火がやってくるという、大会の直前

安心、安全な環境づくりを行ってまいりました。今後、
ＩＣＴの活用はスポーツ部門においても重要になってくる

によい気運醸成のイベントになるのではないかと期待しています。

と考えます。
さいたま市のスポーツシューレでは、様々なデータをとり参画いただいている民間企業の知識や
スポーツ少年団特集

先端的な取組を活用しています。将来的には子どもたちの体力を向上させたり、能力を高めたりする指導
北会長 ：

法や練習法を確立することにも取り組みたいと思います。

聖火のお話をうかがって、
いよいよオリンピックがさいたま市にもやってくるんだな、
という実感が湧いてきまし
た。
さいたま市の準備を進めていらっしゃる
「おもてなし」
についていくつかお話をうかがいましたが、最後に市
長から抱負をお聞かせいただけますか。

長：

さいたま市は、
サッカーとバスケットボールという人気の高い競技会場を擁しており、
オリンピック大会期間

市

はい。平成２３年１０月に、
日本国内では初となる本格的スポーツコミッション
「さいたまスポーツコミッション」

長：

中は非常に多くの方が市にお越しになります。
こうしたお客様を市内の観光スポットなど各所に呼び込み、

を立ち上げております。地域のスポーツ資源や観光資源を生かし、各種競技大会やイベントを誘致すること

市の魅力を体験していただくことで、
さいたま市という名前を一人でも多くの方に知っていただき、市のイメー

で、本市のスポーツ振興、地域経済の活性化を図ることを目的としております。

また、多くのお客様を歓迎し、
もてなすという経験は、市民の自信になるとともに、
ボランティア精神だけでは

Sports Life Saitama

平成２９年度は、
３９件のスポーツ大会・イベントをさいたま市に誘致し、約３６億円の経済効果がありまし

賛助会員について

ジアップを図っていきたいと考えております。

6

さいたま市ではスポーツコミッションと連携した取組も進めていますよね。
総合型地域
スポーツクラブ紹介

市

北会長 ：

た。
スポーツでの地域活性化はさいたま市の成長戦略の一つにも位置付けて取り組んでおります。
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昨年度はスポーツコミッションを一般社団法人にしましたね。

市

はい。平成３０年１２月にスポーツコミッションの法人化を行い、
日本一のスポーツ先進都市を目指し、
さら

長：

県スポーツ協会
新会長挨拶

北会長 ：

なる活動の充実、体制の強化を図っております。今後もスポーツコミッションではスポーツ分野全般におい
て、地域が元気になる取組、
イベント、事業を企画・実施し、
さらには、発展的な次世代に持続性のある

シルバーの輝き

ハードの健全運営と、
それに必要なソフト事業の企画運営等を推進していきます。
その一つとして、
７年目に入る世界最高峰の自転車ロードレースの名を冠した自転車競技イベント
「ツー
ル・ド・フランス さいたまクリテリウム」
を開催する等、
自転車事業を多角化し、
自転車のまちづくりと自転車文
化の拡大に取り組んでいます。

東京2020競技大会
特集

北会長 ：

ぜひとも、
スポーツ協会としても、連携を図っていきたいですね。
オリンピック以後のスポーツのまちづくりにつ
いてはどのようにお考えですか。

市

長：

さいたま市ではスポーツを通じたまちづくりを積極的に進めております。今後の少子高齢化時代を考える
と、教育、健康はもちろんですが、
スポーツは、経済の活性化やコミュニティの再生などの課題を解決する大
きな力になると思っています。
その中で、
さいたまスポーツコミッションを設立したり、
さいたまスポーツシューレ事

小中学生等
スポーツ活動事業

さいたま市では、
「スポーツ振興まちづくり計画」
において、
「成人の週１回以上のスポーツ実施率」
を２０２０
年度までに７０％まで引き上げる目標を掲げ、
より一層のスポーツの振興を目指しているところです。

業を始めました。

そのような中、市スポーツ協会の役割としては、
さいたま市のスポーツ振興を推進する先駆けとして、各種

今後、
さいたまスポーツコミッションにおいて
「ネットワーク型スポーツシューレ」
の仕組みを活用した大規

大会、講習会などの実施のほか、
スポーツ指導者の養成や資質の向上、
スポーツに関する調査研究や情

模キャンプのコーディネートを図り、更なる国際大会・合宿等の受入れを図っていきたいと思います。
また、
ス
ポーツには、
コミュニティづくりの役割もあります。地域には自治会をはじめとするさまざまな組織がありますが、

加盟団体・
スポーツ少年団紹介

報発信を行っていただきたいと思います。
また、市内の総合型地域スポーツクラブや市レクリエーション協会といったスポーツ関連団体、
あるいは、

一つの組織だけではなかなかコミュニティは作れません。
ですから、多様なコミュニティの形があって、人と人

地域で活動するスポーツ推進委員などスポーツに携わる人々とも連携を強化して、更なるスポーツの裾野

とのつながりを生むことが重要と考えます。
スポーツを通じてそういうつながりができ、住みやすいまちになってい

の拡大や機会の提供に取り組んでいただきたいと考えています。

くことを期待しています。

私は、市長に就任して以来、
さいたま市を
「日本一スポーツで笑顔あふれるまち」
にしたいと考え、魅力あ
スポーツ少年団特集

るスポーツイベントの開催や地域で気軽にスポーツを楽しめる多目的広場の整備など、様々な施策を展開
北会長 ：

スポーツシューレに関しても、政令指定都市体育協会研究協議会で紹介し、
シューレの形が整ったら、

しています。

さいたま市を大いにセールできると思います。
では最後に、市長が市スポーツ協会や加盟団体に対して期

北会長をはじめ、市スポーツ協会の皆さまには、
これからも市民にスポーツを通じて夢や希望、喜びや感

待することをお聞きしたいと思います。

動を体感していただけるよう、
また、全国に知られる
「スポーツのまち」
の実現に向けてご尽力いただければと

市

長：

市スポーツ協会については、未来を見据え、昨年度に体育協会から名称変更を行い、積極的な改革
の姿勢を現わしていただいています。

北会長 ：

激励のエール有難うございます。
当協会も、
「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

国の動向としては、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催を契機に、
スポーツ参画人口の

え広め、人びとに夢や希望、勇気と感動を与える人づくりを目指しています」
を推進ビジョンに掲げておりま

拡大による
「一億総スポーツ社会」
の実現を目指し、
スポーツの意義と価値を高め、
さらに大きく育てていく

す。
この大イベントをチャンスに、指導者のレベル向上やジュニア世代、
シニア世代のスポーツ人口を増やし

考えが示されています。

て、
スポーツの魅力を、会員一同全力で市民の皆さんにお伝えしていきたいと存じます。

Sports Life Saitama
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賛助会員について
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総合型地域
スポーツクラブ紹介

思います。

9

特集対談

シルバーの輝き！①

県スポーツ協会 新会長 挨拶

まず参加
たのしくスポーツ
みんなが主役

シルバーの輝き

柴田シズ江 さん（66）

東京2020競技大会
特集

公益財団法人埼玉県スポーツ協会
会長

大野 元裕

現在は小学生を主体とした単一種目の団活動が多くを占

パラリンピック競技大会が開催され、本県でもバスケットボー

めていますが、創設当時はドイツの多世代で多種目のスポーツ

ル、
サッカー、
ゴルフ、射撃、
パラリンピック射撃の５競技が実施

クラブを参考に組織したことから、今後は少年団を核にした総

されます。
そして大会直前には川口市を皮切りに聖火リレーが

合型地域スポーツクラブとして活動することで、人生100年時

県内を駆け巡ります。
さいたま市内では、埼玉スタジアム２002

代に向けた健康づくりの場の充実が図れます。

小中学生等
スポーツ活動事業

いよいよ本年７月には、待ちに待った東京2020オリンピック・

総合型地域スポーツクラブは、多種目・多世代・多志向な

行われ、
さいたまスーパーアリーナでは、
バスケットボール競技

クラブです。
スポーツだけでなく、
レクリエーションや文化活動な

の全試合が行われます。東京2020オリンピック・パラリンピック

どを取り込むことにより、
セカンドライフの充実や働く世代の健康

競技大会には、東京2020大会内定第１号となった水泳競技

づくりの意識を高め、高齢者のスポーツやボランティア活動など

の瀬戸大也選手をはじめ、本県ゆかりのトップアスリートが多く

楽しみながらの健康作りの場となり、子どもから高齢者まであら

出場します。
身近な選手の活躍はより一層の興奮と感動を味

ゆる世代の方々がクラブ活動に参加することで、世代間交流

リレーなど陸上部で汗を流した。出身は千葉県で、高校に入

は、
さいたま市バドミントン協会の理事を務める傍ら、市内のク

わうことが出来ます。
ゆかりの選手の活躍に大いに期待が膨ら

の広がりや地域の活性化などが期待されます。
スポーツで笑

学すると、
自分の高校がスポーツの強豪高校であることも知ら

ラブチームや地域総合型スポーツクラブ、
スポーツ少年団で

みます。

顔あふれる日本一暮らしやすい埼玉県を県民の皆さまと目指

なかったという。中学時代の陸上部で鍛えた基礎体力が、同

「バドミントンの楽しさ」
を指導している。
「昔とくらべて、子供たち

します。

子供たちを指導する柴田さん
バドミントンを始めたのは、高校入学してから。
中学時代は、

これをきっかけに、
さいたま市に登録し、大会出場へ。現在

市では昨年９月に開催された
「空手１プレミアリーグ東京大

昨年熊谷市で開催されたラグビーワールドカップ2019

当時を思い出す。
インターハイ、国体を選手として出場する。全

たちの集中力を高めている」

会」
への参加に合わせ、
オランダ空手選手による事前調整合

日本大会では、競い合う選手のプレーは勇ましく、互いを認め

国には
「上には、上がいた」
とレベルの高さを肌で感じた。卒業

ときっぱり。公益財団法人日

宿や、大会に出場した選手と市内の高校生のスポーツや文

合う姿は美しく私達に夢と感動を与えてくれました。
そしてそれら

後、大手造船会社に入社し、
バドミントン部に所属するが、21

本バドミントン協会公認審判

化面での交流が行われています。既に2020年東京オリンピッ

は心に刻まれ私たちに果敢に挑むチャレンジ精神の源となりま

歳で結婚し、出産・育児のため、バドミントンとはしばらく離れ

員1級、公益財団法人日本

ク・レガシーの創造は始まっています。

した。

た。住まいは、
さいたま市（旧大宮）
に。
その時だった、子供が通

スポーツ協会公認スポーツ

東京2020オリンピック・レガシーと、多くの方々に醸成された

う幼稚園の小さな体育館にバドミントンコートがあったという。持

指導者バドミントンコーチ２、

る体育・スポーツの振興のための絶好の機会を提供し、多くの

スポーツ活動への関心を創意してスポーツに活かすことは、本

ち前の行動力で、保護者を集めて、
そこで
「ママバドミントン」
の

さいたま市交通指導員として

方々にスポーツ活動を重視する機運が醸成され、
「 一人でも

会と市町村体育協会・スポーツ協会の使命です。
さいたま市

サークルクラブを作り、再び始動した。久々のバドミントンは、初

毎朝、小学生に立哨指導で

多くの青少年にスポーツの喜びを」
「スポーツを通して青少年

スポーツ協会におかれましては、各種加盟団体や市民の皆さ

心者も入れ混じり
「同じ子育て世代だったので、和気あいあい

笑顔で声をかけている。

のからだとこころを育てる組織を地域社会の中に」
との願いから

まと一体となり、市民一人一人が主役となるスポーツを活かし

の中、楽しくバドミントンができた。
この時、
バドミントンの魅力を伝

スポーツ少年団が誕生しました。

た取組をご期待致します。

えることの喜びを覚えたのかも」
と笑みを浮かべる。

賛助会員について

昭和39年の東京1964オリンピック大会は、青少年期におけ

総合型地域
スポーツクラブ紹介

の体力も集中力も劣っている。指導にもひと工夫しながら、子供

スポーツ少年団特集

期よりも下半身が強かった。
「スマッシュは、誰よりも強かった」
と
TM

10 Sports Life Saitama

加盟団体・
スポーツ少年団紹介

がサッカー競技の会場となり第１ラウンドのほか三位決定戦が

県内では18の市町がホストタウンとして登録され、
さいたま

県スポーツ協会
新会長挨拶

市民にバドミントンの
楽しさ伝える
！

大会に出場する柴田さん
11

特集対談
県スポーツ協会
新会長挨拶

東京2020オリンピック競技 大会でさいたま市は
サッカーとバスケットボール の開催会場です。

男子が準決勝・3 位決定戦、
女子は準々決勝を含む
男女計11 試合が行われます。
7/25

26

27

28

29

30

31

8/1

2

3

さいたまスーパーアリーナ

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。
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。

7/26

27

28

29

30

31

8/1

2

3

4

5

6

7

8

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。

さいたま市で真夏に雪！
？

スポーツ少年団特集

さいたまスポーツフェスティバル2020開催！

さいたま市では、
会場周辺での暑さ対策として
両会場の周辺において国内友好都市である
南魚沼市の雪を冷熱源とする
「雪クーラー」
で
テントを冷やし観戦客をおもてなしします。
また、
雪を詰めた
「スノーパック」
も配布予定！！
涼しさをご体感ください！

■ 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

総合型地域
スポーツクラブ紹介

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2020」
を
令和2年5月16日
（土）〜17日
（日）
にかけて開催します。
皆様、是非遊びに来てください！！

ⓒ To kyo 2020

加盟団体・
スポーツ少年団紹介

日程

バスケットボール

小中学生等
スポーツ活動事業

埼玉スタジアム 2002

ⓒ Tokyo 2020

東京2020競技大会
特集

サッカー

シルバーの輝き

さいたま市は東京2020
オリンピック・パラリンピックを
応援しています。

賛助会員について

「雪クーラー」
と
「スノーパック」
※令和元年８月の実証実験の様子

※新型コロナウィルスの影響により中止や内容を変更する場合があります。
お問い合わせは、さいたま市スポーツ文化局オリンピック・パラリンピック部
12 Sports Life Saitama

TEL 048-829-1023 FAX 048-829-1996
13

ゴール地点

さいたま市でお・も・て・な・し
オランダ空手事前キャンプ

令和2年7月9日(木) 18時52分〜19時40分（予定時刻）
武蔵一宮 氷川神社本殿前

スタート地点

武蔵一宮
氷川神社本殿前

東京2020競技大会
特集

さいたま市はオランダのホストタウン※です。
平成28年にオランダ空手道連盟と
事前キャンプの誘致に関する
協定を締結しました。
以降、
オランダ空手道連盟の選手と
市民との交流を行っています。

さいたま新都心公園(セブレーション会場）

S

シルバーの輝き

スタート地点

県スポーツ協会
新会長挨拶

さいたま市のホストタウン
『オランダ王国』

さいたま市のオリンピック聖火リレー
実施日時

特集対談

東京2020オリンピック
聖火リレーがやってきます!

小中学生等
スポーツ活動事業

※ホストタウンとは、東京2020大会に向けて、地域の活性化や観光振興などの観点から、
参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図る地方公共団体を国が登録する制度です。

氷川参道
大宮駅

9

7
協定締結時の様子

大宮区役所

オランダ空手選手の練習風景

加盟団体・
スポーツ少年団紹介

東京1964大会 オリンピック聖火リレー

オランダ空手選手との市民交流

一の鳥居
コクーン
シティ

皆様からの
「いいね！」
や
「フォロー」
待ってま〜す！

ゴール地点
さいたま
新都心公園

さいたまスーパー
アリーナ
(バスケットボール会場)

スポーツ少年団特集

HPやSNSで東京2020大会に向けた活動の
情報発信を行っています！

(セレブレーション会場)

さいたま
新都心駅

市HP

Facebook

総合型地域
スポーツクラブ紹介

G
Twitter

画像提供：Tokyo 2020

14 Sports Life Saitama

お問い合わせは、さいたま市スポーツ文化局オリンピック・パラリンピック部

賛助会員について

3月から全国を巡っているオリンピック聖火リレーで、
さいたま市は
東京都へ入っていく直前の県の最終区間となります。
56年ぶりに、再びさいたま市にやってくる聖火リレーの応援に
ぜひ皆さんで行きましょう!!

TEL 048-829-1023 FAX 048-829-1996
15

特集対談
県スポーツ協会
新会長挨拶

東京2020オリンピック 競技大会 開催特別企画
『僕・わたしとオリンピック』東京 ２０２０大会に向けた絵を描こう！

シルバーの輝き

（公財）
さいたま市スポーツ協会とさいたま市オリンピック・パラリンピック部の共同企画
「
『僕・わたしとオリンピック』東京２０２０大会に向けた絵を描こう！」
を開催しました。
さいたま市ではサッカー競技・バスケットボール競技が行われます。
さいたま市で活躍するスポーツ少年団に所属している団員を各種目別部会でご選出いただき、
未来で輝く選手たちが東京2020オリンピック競技大会に向けてエールを込めて絵を描きました。

高見澤 華

東京2020競技大会
特集

バレーボール部会

ソフトテニス部会 由利 あねら

小中学生等
スポーツ活動事業

サッカー部会

小田切 大和

バスケットボール部会

林 昴太朗

野球部会

堀井 笑舞
加盟団体・
スポーツ少年団紹介

丹羽 桂樹

空手道部会

吉永 和々愛

体操部会

門間 莉世

丸山 実桜

水球部会

松澤 昌之介

門間 陽柊

金子 太朗

賛助会員について

ラグビー部会
16 Sports Life Saitama

陸上部会

総合型地域
スポーツクラブ紹介

ソフトボール部会

宮武 汐里

スポーツ少年団特集

卓球部会

17

特集対談

できるような選手の育成などを想定しています。最長３年間、
同一の団
体が補助を受けることができるため、単年度では実施できない長期的
な視点での事業を行うことができます
（２年以上の複数年度で行う必
要があり、
単年度での実施事業は本事業の対象となりません）
。

●活動実績について
「小中学生等スポーツ活動事業補助金交付事業」は、さいたま市からの助成を受けて
令和元年度は２事業を実施しました。

エリートジュニア
育成事業
［ さいたま市ソフトボール協会 ］

平成３０年度から開始した事業で、本年は２年目となりました。

令和元年度からの開始事業で、ソフトボールを行っている小・
中学生を対象として協議の普及・技術力の向上をはじめ、将来

成・強化に取り組んでいる事業となっております。

の国際大会や国内大会で活躍できる選手の育成を目的として、

市サッカー協会では定期的かつ継続的に実施することを目的と

事業にとりくんでおります。

しております。

年６回の活動を予定しており、指導には社会人ソフトボールチー

２年目は基本技術の向上の他、練習試合に取り組み試合形
式での応用能力の技術向上につなげるなど、更なる育成に取り
組んできました。

小中学生等
スポーツ活動事業

年間約１０回の開催となり、小学生世代の女子を対象として育

東京2020競技大会
特集

［ さいたま市サッカー協会 ］

シルバーの輝き

さいたまシティサッカー
夢プロジェクト

技力の向上を目的に、
スポーツ協会の加盟団体を対象とした補助事
業です。具体的には、競技人口の増加や、全中・インターハイに出場

県スポーツ協会
新会長挨拶

小中学生等スポーツ活動事業
補助金交付事業

本事業は、小・中学生等の新たなスポーツの機会や場の創出又は競

ムの埼玉県庁クラブと埼玉栄高校女子ソフトボール部の指導協
力を受けて開校しました。
体力測定や投力などの基礎技術を中心に、ピッチャーの投げ
方上からの投げ方など、熱心に指導しており、参加者も継続的

得ており、高い知識・技術の指導も受けれらております。

に参加することにより、技術の向上を高めていきます。

加盟団体・
スポーツ少年団紹介

指導には浦和レッズレディースや大宮アルディージャの協力を

また、この事業を通じて、新たにソフトボールに取り組む学生を
増やしていくことも目的としている事業です。

スポーツ少年団特集
総合型地域
スポーツクラブ紹介
賛助会員について

18 Sports Life Saitama
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さいたま市スキー連盟
URL

さいたま市スポーツ協会では市内で活動している統括組織競技団体が３５種目登録しております。

平成３０年から平成３１年までのスキーシーズンにおいて、
さいたま市スキー連
盟では、群馬県の鹿沢ス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、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
導員検定受験理論講習会を実施しました。その他、連盟所属の各クラブが担
当し、水上宝台樹スキー場、戸隠高原スキー場、万座高原スキー場等において
スキー教室等の事業を実施しました。

担当者：津曲 裕之

特記事項など掲載しております。

さいたま市テニス協会
http://www.saitamacityta.jp/

今年度さいたま市陸上競技協会に所属する競技者の活躍の一端を紹介い

さいたま市テニス協会はテニス競技を通じて市民の親睦を図ることを目的とし

たします。
まず、一般の部では埼玉駅伝大会市町村の部で過去４連勝を続けて

ています。今回、
このプログラムは多くの人がこのロゴに触れることで東京

きましたが、今年は残念ながらわずかの差で２位に甘んじました。来年の雪辱を

2020に参画していることを促すことにつながり、
テニス協会も、秋季市民体育

期待したいと思います。
また、中学生の活躍も目覚ましく、本年度は全国大会に

大会を公認プログラムとして認証を受け、大会プログラムの表紙に公認マーク
を入れ、1500名あまりの市民体育大会参加者へ配布いたしました。主催者、

１７種目１４名が出場しました。
１１月に行われた埼玉県中学駅伝においても、宮
担当者：池田 金作

090-2230-0111

されたものと思います。

構成されています。現在一番登録数の多い部門はファミリーの部です。女子9

目的に
「水上レクリエーション市民の集い」
が開催されました。
１３０名の参加者

人制で中学生以上の幅広い年齢の方が参加出来るのが特徴です。又家庭婦

が、前半は、
クロール等の４泳法の記録を競い合い、後半は、水中玉入れや水

人の部では70歳を超える方も元気にプレーして楽しんでおられます。バレーボー

中体操等のレクを楽しみました。本連盟では、
今後もより多くの市民が水泳に親

ルに興味のある方、又は学校の卒業生が集まってバレーボールを楽しみたいと
考える方々、是非さいたま市の大会をご覧になって頂き一緒に楽しんで頂きた

問い合わせ先

担当者：芝崎

真

080-7968-1956

担当者：小野瀬 義弘

090-3228-4278

E-mail ks-onose@nifty.com

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

総合型地域
スポーツクラブ紹介

さいたま市体操協会

さいたま市サッカー協会

令 和 元 年 度のさいたま市 体 操 協 会の活 動 。６月に市民体 育
大会、体操競技選手権大会として、幼児・体操初心者〜全国大会、

さいたま市サッカー協会では、
小学生から社会人まで、各年代のサッカー活動

オリンピックを目指す競技上級者が年に１度集まり、熱い闘いを繰り広

をサポートしています。近年では特に、
「さいたまシティサッカー夢プロジェクト」、

げました。そして、年に３回 、
１回４日間の短 期 教 室を開 催して、

「さいたまガールズマッチ」
など女子サッカー選手が活動しやすい環境づくりに尽

体操の楽しさをもっと知ってもらいたい、出来た！ことの達成感を感じ

力しております。
オリンピックに向けて、
引き続きサッカーのまち、
さいたま市のサッ

E-mail sec@saitamacity-fa.jp

てもらい、体操の良さを伝え、体操人口を増やしていく活動をしていま
す。
それと同時に、
それを伝え、指導をする指導者を育てる講習会を行
っています。今年の東京オリンピックを盛り上げていきたいと思います。

賛助会員について

問い合わせ先

担当者：藤森 賢太
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いと思います。

問い合わせ先
スポーツ少年団特集

ています。
そうした中、
１０月２０日に岩槻温水プールで誰もが水泳に親しむことを

加盟団体・
スポーツ少年団紹介

さいたま市バレーボール連盟は、小学生、一般、
ファミリー、家庭婦人の4部で

カーまちづくり事業に貢献して参ります。

080-1206-7571

E-mail info@saitamacityta.jp

東京２０２０では、水泳でも本市出身の酒井夏海選手などの活躍が期待され

Enjoy Football
Saitama City

担当者：小林 一幸

さいたま市
バレーボール連盟

さいたま市水泳連盟

しみ、
水泳を通した健康づくりができるように取り組んでいきます。

問い合わせ先
小中学生等
スポーツ活動事業

名が優勝しています。来年度も大いに期待されます。

参加者同士のつながりができ、東京2020の機運を盛り上げてゆく機会が創出

問い合わせ先

東京2020競技大会
特集

URL

https://saitamacityrikujou7.wixsite.com/saitama-city-tf

原中学が男子２位と大健闘いたしました。同じく秋の新人戦県大会でも７種目６

090-1429-8229

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

さいたま市陸上競技協会
URL

問い合わせ先
シルバーの輝き

令和元年度の活動報告や強化事項、
オリンピック・パラリンピックに向けての

県スポーツ協会
新会長挨拶

さいたま市スポーツ協会 加盟団体紹介

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

問い合わせ先

担当者：山田 恭史

090-2327-6020
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さいたま市
ソフトテニス連盟

URL http://saitama-basketball.net/
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。
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年度よ

たいと思います。

ーヤーから直接指導を受け、
また模範プレーを見ながら、更に興味を深めていく取

協会への登録会員は８１団体
（個人会員含む）
約1,100名、市内高
校３４校3５0名で構成されています。春秋のリーグ戦は多くのチームの

昆明でのアジアントロフィー1000ｍで2位入賞を果たしました。沼影スケート場

参加があります。県外大会ではＴＴＣ浦和土合をはじめ朝日クラブ、親球

東京2020競技大会
特集

平成15年浦和と大宮の連盟が合併、現在会員38名で普及活動と選手育

会、常盤クラブ等が全日本クラブ選手権大会、全関東社会人卓球選手

での初心者教室、講習会には大勢の参加を頂き最終日には滑れるようになり
担当者：岩出 光江

権大会、東京選手権等で活躍しています。女子も大宮スカット、駒場ク
048-624-1073

ラブ等が、
全国・関東レディース、
全日本マスターズ等で活躍しています。

問い合わせ先

担当者：藤井 雅一

平成最後３月末に東日本地域の政令指定都市の中学校をさいたま市に

学生を中心に活動していますが、大人の方も練習に参加しています。単なる筋

招待し第５回野球大会を開催致しました。北は北海道から南は愛知県までの

トレとは違い、
オリンピック種目であるスナッチ、
クリーン＆ジャークの正しい技術を

１６校が参加し各試合とも熱戦が繰り広げられ、千葉県代表が見事に優勝を

身につけ、大会入賞を目指します。今年度は全国中学生大会７位が最高でした

飾りました。今年は、
台風の被害もあり各支部共大会運営に非常に苦慮した
担当者：数野 裕之

090-8516-3450

無事に終了することができました。

E-mail hkazuno@aol.com

さいたま市
ハンドボール連盟

問い合わせ先

担当者：榑沼賢次

総合型地域
スポーツクラブ紹介

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

当連盟は、
１９７７年に浦和市相撲連盟の発足以来、小学生を対象に個人戦・学

校男子の部
（１２校）
、中・高女子の部
（１６校）
、中学男子の部

校 対 抗 団 体 戦を開 催し、相 撲 道を通じて人としての礼 節を大 切に指 導して

（８校）
に分かれ、
トーナメント戦を行いました。
３年生が引退し、

おります。練習を継続し技を極めたい希望者にはクラブを紹介し、
わんぱく相撲全国

新チームとして活動を始めたばかりではありましたが、各チーム

大会団体戦優勝などを目標として頑張っていただきます。年間延べ1,500の出場者

048-623-7329

問い合わせ先

担当者：漆原 誠
048-831-0404

賛助会員について

で賑わい男女共に県大会、
全国大会でも活躍しています。

問い合わせ先

担当者：宇野 明美
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03-3962-8479

E-mail K̲kure@fork.ocn.ne.jp

さいたま市相撲連盟

今年度は７月に、
さいたま市民大会を開催いたしました。高

の力を試す貴重な機会となりました。

スポーツ少年団特集

日、
９:４０から浦和野球場で行っています。

シーズンでしたが、連合会会長杯兼市民大会
（一般・少年・学童）
も例年通り

問い合わせ先

加盟団体・
スポーツ少年団紹介

本協会はさいたま市ジュニアウエイトリフティング教室を開催しています。小中

てみてください。習い事の１つとして考えていただけたら嬉しいです。毎週日曜

048-833-9704

さいたま市
野球連盟連合会

http://saitamaweightlifting.seesaa.net/

が、過去には全国チャンピオンも輩出しています。興味を持ったら練習に参加し

小中学生等
スポーツ活動事業

問い合わせ先

さいたま市ウエイトリフティング協会
URL

E-mail yoshikawa@wakakusa-kai.comt

URL http://saitamasitta.jp/

成を行っており、
当連盟の中学生がショートトラックノービス強化選手として中国

場する事を願い活動しています。

090-4734-7100

さいたま市卓球協会

講習会：毎年1月頃開催（各日曜日早朝全5回）
フェスティバル：毎年2月頃開催

大変喜ばれています。生涯スポーツとしてさいたま市からオリンピック選手が出

担当者：吉川 洋一

りに貢献し、
競技者として県内外で活躍できる選手の育成に努めています。

担当者：朝倉 秀明

さいたま市スケート連盟
団体概要

問い合わせ先

組みを行いました。今年度もソフトテニスを通じて健康づくり、仲間づくり、地域づく

問い合わせ先

シルバーの輝き

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

URL http://saitama-city-sta.main.jp/

当連盟は、大会の開催、普及、選手強化、審判員の養成に取組みました。特に普及活動においてメーカーと協力し、
トッププレ

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、今年度第１５回
大会を開催しました。
ミニバス、一般、
シニアを合わせると200チームを超える大

県スポーツ協会
新会長挨拶

さいたま市
バスケットボール協会

E-mail saitama.city.sumou@gmail.com
Twitter @Saitama̲Sumou
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さいたま市
フェンシング連盟

さいたま市弓道連盟
URL http://yumi-kenou.sakura.ne.jp

連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。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

担当者：森角 正

090-5821-3808

E-mail morizumitds@icloud.com

さいたま市剣道連盟

さいたま市柔道連盟
http://saijuren.jp/?page̲id=9
http://saijuren.jp/?page̲id=21

当連盟は、剣道を通じて礼 《主な活動》
節を学び、心身の鍛錬と、青

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。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
が参加し、熱気あふれる大会となっています。

少年の健全育成を目的として
活動しております。これから

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

さいたま市ソフトボール協会

も剣道の理念に基づき、日本
の伝統文化である剣道の継承

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

問い合わせ先
小中学生等
スポーツ活動事業

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

東京2020競技大会
特集

URL

さいたま市弓道連盟は、会長、
活動としては、以下の射会・講習会と弓道教室等
副会長、理事長、副理事長、理事、
を行い全国大会・県体で活躍をしています。
監事の役員と以下の５団体で
１．講習会
構成され、会員数615名
（高校生、
弐段以下、三・四段、称号者別）
（男子288、女子327）で
２．
射会
活動をしています。
問い合わせ先
（高校生大会、県体・武道大会、市民大会、
１. 大宮弓武会（大宮武道館）
担当者：廣川 哲次
納射・新年初射会）
２. 駒場弓友会（浦和駒場体育館）
３. 記念彩弓会（サイデン化学アリーナ）３．弓道教室
090-2316-0306
４. 岩槻弓道会（岩槻体育館）
（各団体で毎年実施）
５. 与野弓道会（与野高校）

シルバーの輝き

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

県スポーツ協会
新会長挨拶

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

担当者：中村 典正

に邁進してまいります。

090-8743-3895

URL http://www.stm-c.jpn.org/SSK/index.html

加盟団体・
スポーツ少年団紹介

さいたま市
ラグビーフットボール協会

2019年度、春季大会は雨や猛暑に見舞われるなか終了しました。
市民体育大会は、台風被害を受け100試合以上残し中止にさせて

今年のラグビーワールドカップは大きな盛り上がりを見せました。さい

いただきました。小中学生（女子）を対象とする「エリートジュニア
育成事業」に取り組んでおります。来年行われる東京オリンピック・
パラリンピックが待ち遠しいです。

たま市でもロシアチームがキャンプを行い、高校生や小学生との交流の場

問い合わせ先

を設けることができました。この雰囲気をさらに盛り上げるために、初心

担当者：事務局 眞嶋 久美子

さいたま市バドミントン協会

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

ております。試合以外では、ジュニア教室やスキルアップ教室を実施
問い合わせ先

080-6508-8262

バドミントン教室も開催しています。ぜひバドミントン愛好者の多く

E-mail miura@saitamacity-bad.com

のみなさまの教室や試合への参加をお待ちしております。

Twitter twitter.com/saitamacitybad

雨天の為、屋内で
の訓練（新登攀
技術、安全確保、
ザイルワーク、
救助訓練を行う。

問い合わせ先

担当者：安島 雅文

048-885-1049

賛助会員について

担当者：三浦 孝敏

3月17日：遭難救助訓練（雪崩埋設者の捜索・救助）参加17名
5月26日：春の市民ハイキング（日光・鳴虫山）参加27名
5月30日：遭難救助（講習会・山岳事故を考える）参加61名
6月 9 日：遭難対策訓練（岩場の登攀技術と救助訓練）参加22名
6月29・30日：「子供の町」登山教室、堂平山、参加児童13名
10月27日：秋の市民講座「安全に山に登る」、
机上講習「地図読み」参加41名
11月10日：同上講座、実技「日和田山ハイキング」参加25名

総合型地域
スポーツクラブ紹介

し、これからはミックスオープン大会、シニアオープン大会を予定し

24 Sports Life Saitama

090-8115-1711

となど気軽にお問い合わせください。

URL http://www.sigakuren.com/

バドミントン協会では年間で春季、市民体育大会、会長杯を開催

できるようになっています。また、公民館や他団体から依頼を受けて

担当者：廣本 慶一

さいたま市山岳連盟

URL http://www.saitamacity-bad.com/

しており初心者の方でも経験者の方でも楽しみながらスキルアップが

者の体験教室やルール教室など、普及活動に努めていきます。ルールのこ

スポーツ少年団特集

048-683-5550
E-mail 事務局長 眞嶋
wanko-kumiko@ezweb.ne.jp

問い合わせ先

E-mail masabumi12@jcom.home.ne.jp
E-mail aloka7211@yahoo.co.jp
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さいたま市ゲートボール連盟

さいたま市空手道連盟

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

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

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

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

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。☆開会

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

式にて、文蔵福寿会の大竹清さんが90才で参加、高齢者賞を受賞しました☆

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

担当者：天野 尚文

競技の成績結果は、
ＧＢタッチ会が初めて予選を突破し、決勝トーナメント戦に
048-688-4552

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。

E-mail nao.amano@jcom.home.ne.jp

090-6793-8926

東京2020競技大会
特集

当連盟は、加盟10団体会員数は1，
200名に及んでいます。毎年11月に開催さ

クレー射撃競技は生涯スポーツとして幅広い年齢層の方が楽しんでおり

れる交流大会は、会員の交流と一年の成果を発表する場として多くの参加者が

ます。初めは趣味として、そして本格的に競技へと発展していく方も多数

あり、盛大に行われています。また、全日本太極拳選手権大会へ多くの選手を

おります。今回の東京オリンピックでは埼玉県の朝霞市で射撃競技が行わ

輩出、また、今年度は国体の公開種目になった茨城国体へも参加し入賞を果た

れ非常に注目を受けております。銃の所持には公安委員会の許可が必要と

しています。近年、太極拳が健康にもたらす効果に注目が集まっています。ゆ

問い合わせ先

担当者：小林 鑛

048-822-6245

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

ったりとした動作が、呼吸、精神を安定させ、インナーマッスルを鍛える、老
若男女問わず行えるスポーツです。毎年2月に当連盟主催の体験講習会を開催し
ています。「やりたい時が始めるときです。」参加をお待ちしています。

問い合わせ先

担当者：平田 京子

048-645-7025

小中学生等
スポーツ活動事業

銃取得までサポートいたします。

担当者：武田 一郎

さいたま市太極拳連盟

さいたま市クレー射撃連盟

なります。クレー射撃を始めてみたい方は事務局までご連絡をください。

問い合わせ先
シルバーの輝き

クに向けてさいたま市の空手は盛り上がっていますのでご注目ください。

問い合わせ先

県スポーツ協会
新会長挨拶

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

E-mail irikyon@hotmail.co.jp

さいたま市ゴルフ協会

さいたま市なぎなた連盟
ここ数年の普及活動の成果が実り、会員の修行年数も幅広く、活動も

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

安定してきました。その上で、今年度は県大会・武道大会・国体等で、一般・

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。

小中学生・成年会員が入賞を果たし、技術向上の面でも成果が現れまし

〇年間４回の研修会・勉強会

たなぎなた交流大会においての演技競技3位入賞は、先達の歩んだ道が
めるなぎなたを、
ぜひ一度体験なさってください。お待ちしております。

〇埼玉県市町村対抗ゴルフ大会（霞ヶ関 CCなど）への選手派遣

問い合わせ先

担当者：帆足 和之

048-861-2345

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

〇全国健康福祉祭ねんりんピック岐阜への選手派遣
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
活動などにも参加しております。

問い合わせ先

担当者：横島 勝一

スポーツ少年団特集

静に受け継がれている証しとなりました。年齢や体力に関係なく一緒に楽し

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

た。特に、
『 ねんりんピック紀の国わかやま2019』
で4年ぶりに実施されまし

加盟団体・
スポーツ少年団紹介

URL www.saitamashi-golf.jp/

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

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

総合型地域
スポーツクラブ紹介

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

（３月より稼働予定）
URL 現在作成中です

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

【令和元年活動報告】

る『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

5/5に第18回さいたま市ベンチプレス選手権大会が開催され37名が参加しま

い、共に幸せに生きるための道を説いています。令和元年度、さいたま市

した。7/14に第18回さいたま市パワーリフティング選手権大会が開催され、72

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。
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名が参加しました。年々、参加者は増加傾向にあります。試合に出るには、大変

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

な努力の積み重ねが必要ですが、興味がありましたら見学に足をお運びください。
第19回さいたま市ベンチは5/3・第19回さいたま市パワーは9/6に開催します。

問い合わせ先

担当者：今井 剛

賛助会員について

少林寺拳法協会は、
「さいたま市民体育大会少林寺拳法大会」のほか、講習

090-9390-0333

E-mail powertsuyo@gmail.com
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さいたま市トランポリン協会

スポーツ少年団部会紹介

供の空中感覚の養成を目的としたエアリアルトレーニングやトランポリンを通じて

15種目247団

楽しく汗をかく社会人のレクリエーショントランポリンなど、健康維持や仲間との
交流を深める為の活動、
また地域と密着し、障がいを持つ方々を対象とした教

担当者：上田

1つです。興味のある方は是非お問い合わせください。

E-mail

saitama.trampoline@gmail.com

さいたま市小学校体育連盟

さいたま市スポーツ少年団
サッカー部会

・主な活動場所：さいたま市全域

・主な事業：小学校体育授業研究会、体育実技講習会、

スポーツ以外の興味の選択肢が多い今の時代にオリンピックの開

各支部体育行事、役員研修会、指導者養成講習会参加

催により、スポーツをする青少年を劇的に増やす即効薬になるよう
に、さいたま市で開催されるサッカー競技での活躍に大いに期待し

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

ております。メキシコ開催3位を大きく乗り越えて優勝を望むと共

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

に、青少年にサッカー競技の楽しさを学ぶ絶好の機会ととらえて多

担当者：神保 敏久

事業としています。

くの感動を期待しています。
048-644-7544

本部会は季節ごとの大会開催の他、低学年や人数の少ないチームでも参加
ができ楽しめる大会の企画や、市外チームを招待して地域交流大会を行って
います。各団は、地元の小学校を練習拠点として、地域の皆様に応援してい
ただけるよう活動しております。８月には「さいたまスーパーアリーナ」で
の国際試合出場のため、男女の日本代表チームが訪れましたが、歓迎セレモ
浅野 克裕

がさいたま市で開催されることで、大きな盛り上がりを期待しています。

さいたま市合気道連盟
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

平成から令和への記念すべき年に、野球部会に於いては、８年ぶりに埼玉

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

県大会に優勝することができ、関東大会に出場しましたが、全国大会への夢
問い合わせ先

稽古風景

担当者：斉藤 登志雄
090-2905-7450
E-mail saitamaiki012reiwaoﬃcial@yahoo.co.jp

はかないませんでした。スポーツ少年団野球部会では、全体的に団員の減少
が叫ばれておりますが、団員の増加に向けて、団体競技の素晴らしさの
周知と、低学年のスポーツに対する関心と体力の向上を目標に活動を強化し
てまいります。

問い合わせ先

賛助会員について
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総合型地域
スポーツクラブ紹介

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

●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

さいたま市スポーツ少年団
野球部会

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

【令和元年度活動】

ニーに近隣のチームが招かれました。オリンピックのバスケットボール競技

スポーツ少年団特集

１. 保健体育科教員の研修
３. 保健体育研究会・講習会
○ブロック別研修会及び授業発表（11/13） ○運動部活動指導者講習会
（陸上：与野南中、ダンス：大宮南中、
（夏季休業中）
保健学習：城南中）
（バスケットボール・卓球・
○県中学校体育授業研究会
ソフトボール・ソフトテニス）
（11/８浦和中：武道・ダンス）
○保健体育研究報告会（２月） 問い合わせ先
２. 市体育大会の企画運営
担当者：市立大谷中学校
○市学校総合体育大会 ○市新人体育大会
○夏季・冬季体育大会 ○駅伝競走大会など
048-685-6982

加盟団体・
スポーツ少年団紹介

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

昨年度に引き続き、保健体育の研究を推進し、
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。

的かつ老若男女が楽しめる武道です。

担当者：町田 章司
048-873-4318
E-mail h-urawa8217@jcom.home.ne.jp

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

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

問い合わせ先
小中学生等
スポーツ活動事業

問い合わせ先

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

URL

東京2020競技大会
特集

・加盟小学校：１０４校

団員8,561名の登録があり、

シルバーの輝き

金メダルに輝くなど、2020東京オリンピックでもメダルを期待されている競技の

指導者2,924名

種目ごとに部会を中心に活動しております。

問い合わせ先

室なども開催しています。2019.12.1に行われた世界選手権では、
日本人初の

団体概要

県スポーツ協会
新会長挨拶

さいたま市スポーツ少年団は

市内体育館で、幼児から大人を対象に全国大会を目指す競技だけでなく、子

担当者：老川 和男
090-3599-0409
E-mail Pgmhc094@ybb.ne.jp
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さいたま市柔道部会
URL

http://futabakai-judo.com

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

『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

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

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名で

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

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

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。

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

県スポーツ協会
新会長挨拶

さいたま市
ソフトボール部会

問い合わせ先

ります。活動内容の詳細は、ホームページ、またはブログをご覧くだ

担当者：加賀見 優

090-2305-6155

SNS

○２０１９少年団登録は、中央区２団・桜区１団・浦和区１団・

の三位一体の修練を旨とし、勝負にこだわらず、地味な稽古を通じ気

大宮区１団・ 区１団

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、地

○大会は春に交流戦、秋に市民体育大会があります。

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旨と

※市内の体育館でトップ選手のプレーを見る機会があり、

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

バドミントン人気も盛り上がっております。

問い合わせ先

担当者：神田 修

体が元気に活動しています。卓球部会主管の大会は毎年３回開催

ツ少年団本部長及びバレーボール連盟会長の励ましの挨拶があり

しています。会場は市立与野体育館です。最近は世界で活躍する

ました。少子化が進んでおりますがバレーボールの楽しさを知っ
問い合わせ先

日本選手がテレビで放送され人気が高い種目となり活動の内容が
活発化しているようです。写真は令和元年１２月７日に開催され

問い合わせ先

担当者：杉山 和雄
スポーツ少年団特集

担当者：大平 八重子
090-4173-4693
E-mail Yaechide-chu@tbt.t-com.ne.jp

090-7429-8581

た第１８回地域交流卓球大会での表彰式の一コマです。

E-mail Sugikazu22219@herb.ocn.ne.jp

ソフトテニスは軽いラケットと柔らかいボールで親しむことが

総合型地域
スポーツクラブ紹介

浦和ジュニア
アスレチッククラブ（浦和JAC）

さいたま市
ソフトテニス部会

あたたかい雰囲気づくりをモットーに、1人1人が自分の目標を

できるので、どの年代にも親しみやすいスポーツとして知られて

持ち、その達成に向けて活動しています。５、６年生を対象とし

います。野外活動や学習活動などジュニア期に必要な幅広い分野

たクラブで、年6回の大会参加と、そのほかに合宿も行っていま

で様々な交流体験活動を年間計画の中に取り入れ活動していま

す。また、納会や団長杯といった更にこどもたちのモチベーショ
問い合わせ先

担当者：深谷 信一
090-3120-6065
E-mail iwatsuki.jr.tennis@gmail.com

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
活動時間：9：30〜11：30

活動日：月３回（土曜日）

問い合わせ先

賛助会員について
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加盟団体・
スポーツ少年団紹介

卓球部会には、現在５団体が登録されています。それぞれの団

女子24チームの参加を得て盛大に行うことができました。スポー

目標の一つになっています。

048-853-3997
saitamaci.bad@jcom.home.ne.jp

E-mail

さいたま市スポーツ少年団
卓球部会

17回スポーツ少年団交流バレーボール大会が7/20に男子8チーム、

す。卒団した中学生や高校生が各大会で活躍する姿も子供たちの

担当者：新井 正明

048-866-1200

さいたま市
バレーボール部会

スポーツを楽しむ子ども達が増えることを期待しております。

問い合わせ先

小中学生等
スポーツ活動事業

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

き底辺の拡大に努めております。2020年のオリンピックを機会に

東京2020競技大会
特集

活動場所等 さいたま市内 市内各地域で指導者の下で基本、形組手

て貰うために、バレーボール教室＆体験会を各団体が積極的に開

https://ameblo.jp/futabakai-judo

さいたま市スポーツ少年団
バドミントン部会

さいたま市空手道部会

及発展に寄与する。

E-mail info@futabakai-judo.com

さい。

シルバーの輝き

問い合わせ先

仁井谷 聖実
E-mail urawajac.2019@gmail.com
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さいたま市体操部会

U

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
野西北体操スポーツ少年団の３つがあります。各小学校体

サッカースポーツ少年団
メキシコ合衆国トルーカ訪問記

新開サッカースポーツ少年団
原 孝彰

育館や市内体育館で活動しております。
問い合わせ先

2018年7月31日から1週間、8名のサッカー少年がさいたま市と姉妹都市であるメキシコ

090-3960-1892

シルバーの輝き

昭

c

Tolu

県スポーツ協会
新会長挨拶

投稿記事

担当者：小池

特集対談

ico
Mex States
d
nite
a

合衆国トルーカ市を訪れました。今回の姉妹都市交流ではトルーカ市庁舎への表敬訪
問や世界遺産テオティワカン遺跡散策、
そして24チームが参加する大会に出場しました。

さいたま市
浦和ラグビースクール

サッカーの試合では、2位パート優勝という素晴らしい結果を残してくれました。2,500メート

ズと試合時間に初めは苦戦しました。
しかし選手たちの適応能力は高く、結果として大きな

1984年創設、毎週日曜日午後より浦和区大原スポーツ広場

トロフィーとメダルを手にしました。

で活動をしております。在籍は幼稚園児から中学生まで約３００名、
埼玉県内最大規模の陣容です。ワールドカップ成功のおかげで
」
を信条に未来のラガーマンを育成して参ります。

問い合わせ先

担当者：池田 宏（代表）
SNS

https://www.facebook.com/urawa.rugbyschool

トルーカに滞在した5日間は一般家庭でのホームステイで、全員が別々のホストファミリー

小中学生等
スポーツ活動事業

入団希望生徒が更に増加しております。
「礼儀・勇気・おもいやり

東京2020競技大会
特集

ルを超える標高の高さや、初めて一緒にプレーするチームメート、
日本とは異なるコートサイ

URL http://www.urawa-rs.com/

にお世話になりました。言葉・文化・食べ物・見るもの全てが子供たちにとって、
とても貴重な
経験になったのではないでしょうか。体調不良や大きなケガもせずに全員が最後まで元気

さいたま市水球部会

に帰国できたのは、
ホストファミリーの方たちが愛情を持って接して下さったお陰であると確

たことは間違いありませんでした。最終日には、大粒の涙を流して別れを惜しんでくれました。

私たちは全国大会出場を目標に練習をしています。夏の
大会では小学生が出場しましたが春の大会は中学生と共に

今回の姉妹都市交流に関わった全てのトルーカの皆さんに感謝の気持ちを申し上げたい

出場できるように頑張っています。現在、小学生の部員を

と思います。選手の皆さんにはこの経験を今後に役立ててほしいと思います。

募集しています。毎月実施する基礎能力測定・ビデオ学習
・技術指導マニュアル等、経験のない選手でも、分かりや
な小学生。体験歓迎。お待ちしております。

問い合わせ先

担当者：稲垣 徹

スポーツ少年団特集

すく取り組める内容になっています。泳ぐ事と球技が好き

加盟団体・
スポーツ少年団紹介

信しています。
またトルーカでは毎日のように歓迎会を開いていただき、熱烈に歓迎されてい

URL http://yono-waterpolo.com/

090-9834-4489

E-mail yonowpc@yahoo.co.jp

総合型地域
スポーツクラブ紹介

スポーツチャンバラ部会
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。
身体を動かすのが苦手な子どもが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。

賛助会員について

問い合わせ先

担当者：鈴木 宏子
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048-864-1359
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南区地域スポーツクラブ

緑区
ＮＰＯ法人浦和美園ＳＣＣ

桜区
桜区地域スポーツクラブさくらっく
（SCさくらっく）

cheese
◉主な活動場所
市立浦和南高校、
浦和競馬場、
駒場スタジアム、谷田小学校、
大谷場東小学校、
大谷場小学校、高砂小学校
◉主な活動種目
かけっこ、陸上、ダンス、
チアダンス、バドミントン
◉クラブ紹介
◉会費
「cheeseでみんな笑顔に」を合言 1,000円〜6,000円
葉に、地域の皆さんをスポーツで笑
顔にする活動をしています。皆さんで
スポーツや遊びを楽しみ、参加者がワ
クワクするクラブを目指しています。
公園に遊びに行くつもりで、お気軽に
ご参加ください。

Tel：048-887-7140

Fax：048-677-7598

Tel：090-3310-9358

敏夫
Fax：048-878-4523

e-mail：info@urawasc.org

e-mail：urawamisono-scc@urawamisono-scc.com

HP：http://www.urawasc.org/

HP：http://urawamisono-scc.com/

北浦和総合型地域スポーツ・レクリエーションクラブ
「ふれあいプレイランド」
担当者名：秋山

忠一

NPO法人さいたまスポーツクラブ

Tel：090-4593-2682
e-mail：akiyama.tyuiti@gmail.com
HP：https://fureai-playland.jimdo.com/

NPO法人さいたま市地域スポーツクラブ遊
担当者名：新谷

修一

Tel：090-1994-0660
e-mail：info@urawa-rs.com
HP：http://www.urawa-rs.com/
Facebook：www.facebook.com/urawa.rugbyschool/

浦和こまばSC
担当者名：佐々木

見沼区
担当者名：益子

Tel：048-689-9235

HP：http://nposaispo.sakura.ne.jp/

桜区
桜区地域スポーツクラブさくらっく
（SCさくらっく）

Fax：048-885-9364

e-mail：summer@sa2.so-net.ne.jp

Fax：048-852-8943

e-mail：oﬃce@sc-sakurakku.sakura.ne.jp
HP：https://sc-sakurakku.sakura.ne.jp/

岩槻区

南区
cheese

NPO法人ふぁいぶるクラブ白鶴

担当者名：千葉 朋裕

担当者名：川島

Tel：090‐5320‐5297
e-mail：cheese.run@nifty.com
HP：cheese.o.oo7.jp

南区地域スポーツクラブ
担当者名：生島 エミ子
Tel：048-８６４-３８３１ Fax：048-８６４-３８３５
e-mail：emiko.i2@jcom.home.ne.jp

中央区
さいたま市中央スポーツクラブ
担当者名：長谷川 恵子
Tel：048-853-3997

正敬

Tel：048-637-8555

京子

Fax：048-797-5552

e-mail：ssc-saispo@leaf.ocn.ne.jp

担当者名：都倉

Tel：048-885-9364

久仁子

Fax：048-854-1408

e-mail：s̲centerclub.2004@jcom.home.ne.jp

克夫

Tel：090-9328-3144

Fax：048-794-6182

e-mail：kawshima@hakkaku.org
HP : http://www.hakkaku.org/

編集 : さいたま市
総合型地域スポーツクラブ推進委員会
お問い合わせ
さいたま市スポーツ振興課
〒330-9588
さいたま市浦和区常磐 6-4-4
T e l : 048-829-1058
Fax : 048-829-1996
E メール : sports-shinko@city.saitama.lg.jp

賛助会員について
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※シニア（６５歳以上）、
ファミリー会員は割引あり

浦和区

クラブマネジャー：横山

藍

総合型地域

◉クラブ紹介
「さくらっく」には、この地域に花が
咲く、幸運（luck）、楽しいといった
キーワードが込められています。桜区
が将来像として掲げる「三世代がつく
る元気印のまち」の実現に寄与した
いと２０１２年に誕生したクラブです。
主役は地域の皆さん。人づくり、生き
がいづくり、まちづくりを一緒に楽しく
やっていきましょう。

◉主な活動場所
サイデン化学アリーナ、
上大久保中学校、
大久保東小学校、中島小学校
◉主な活動種目
基礎体力運動、空手、
バドミントン、
ヨーガ
◉会費
◯入会時登録料：1,000円
○教室参加料
サイデン科学アリーナ
開催教室：2,000円〜
3,000円/月
学校施設開催教室：
2,000円/月
中島スポーツクラブ：
1,000円/月(月に2回)

※スポーツ安全保険料も含む。

担当者名：片倉

加盟団体・

◉クラブ紹介
毎週木曜日夜７時〜９時、白幡中学
校で卓球、太極拳、エアロビクスを
行っています。会員は１回１００円でい
い汗が流せます。運動できる服装で
体育館に来てください。
いつからでも参加できます。

ＮＰＯ法人浦和美園ＳＣＣ

小中学生等

◉クラブ紹介
当クラブはこれまで、スポーツ・文
化活動に参加している人も、
していな
い人も一緒になって「する・みる・支え
る・学ぶ」ことで、スポーツ・文化に関
わり、地域住民の健康維持増進を図
り、教官や連帯感を生み出し、活気に
満ち溢れた笑顔のあるまちづくりを目
指しています。興味のある活動種目の
体験入門にお出掛けください。

ＮＰＯ法人浦和スポーツクラブ

スポーツ少年団特集 ス ポ ー ツ 振 興 く じ の
総合型地ス域
ッーク
・
ポーツ活動事業 オ リ ン ピ
スポ
ツ
少年団紹介 ラ グ ビ ー
スポーツクラブ紹介
スポーツクラブ
パラリンピック
ワールドカップ
活用について

◉主な活動場所
白幡中学校、
別所公民館
◉主な活動種目
卓球、太極拳、
エアロビクス、バレーボール
◉会費
１回１００円

◉主な活動場所
美園小学校、美園北小学校、
大門小学校、野田小学校、
美園中学校、美園南中学校、
浦和大学、
美園コミュニティセンター
◉主な活動種目
○スポーツ：
サッカー（Jr、シニア）、
Jrハンドボール、テニス、
バレーボール、
ファミリーバドミントン、
ヨガ、フラダンス、
バスケットボール
○カルチャー（文化）
：
トールペイント、
フラワーアレンジメント、
おりがみ、ペン習字、
歌の部屋
◉会費
年会費：1,300〜2,350円

緑区

浦和区

東京2020競技大会

南区

☆地域の人が主体となり、活動しています。
☆様々な年代の人が参加しています。
☆多種目のスポーツ・文化活動が行われています。 ☆各自の志向・レベルに合わせて活動できます。

県スポーツ協会

◉クラブ紹介
「赤ちゃんからシニアまで」をテー
マに、スポーツを楽しんでいます。通
年の教室は8種目あります。見学、体
験、いつでもお気軽にお越しくださ
い。また、年1回ゴールデンウイークに実施しているスポーツフェア
は毎回2，
000人近い参加者が集まる定番イベントになっています。
ぜひ＜浦和こまばＳＣ＞で、ご一緒にスポーツを楽しみませんか。

総合型地域スポーツクラブは文部科学省の事業で、さいたま市は「さいたま市スポーツ振興
まちづくり計画」に基づき総合型地域スポーツクラブの活動を支援しています。

特集
スポ少部会

◉主な活動場所
与野西中学校
◉主な活動種目
バドミントン、バスケットボール
◉会費
年会費：2，
500円
入会金：1，
000円
参加費：会員300円
ビジター500円

◉主な活動場所
浦和駒場体育館、
本太中学校、木崎中学校、
南箇公民館、本太公民館、
原山公民館
◉主な活動種目
健康体操、親子体操、卓球、
ミニテニス、ソフトバレー、
新体操、
トランポリン、空手
◉会費
団体会員：1，
000円/年
個人会員：1，
200円/年、
100円/月

総合型地域スポーツクラブとは？

シルバーの輝き

老若男女経験者問わず楽しくプ
レーすることをモットーに活動し
ています。たまには体を動かした
いなと思ったらぜひ参加してみて
ください。お待ちしています。

浦和こまばSC

長挨拶 加 盟 団 体
名称変更につ新
い会て

さいたま市中央スポーツクラブ

浦和区

特集対談

中央区
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〒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

“ 未来へつなぐ” 地域とJA

接着剤・粘着剤・塗料用樹脂・コーティング剤

〜 地域密着JAさいたま〜

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
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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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