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協会特集

推進ビジョンを基に、
中期経営計画５年間発進へ

また、2021年度は、さいたま市から市民を対象にス
ポーツ実施率の向上の啓発活動の一環として、子ども
の「スポーツ能力測定会」大人の「体力測定会」をサイ
デン化学アリーナ、大宮体育館でそれぞれ400名、計
800名が参加しました。
測定会の内容は、
「身長測定」「握力測定」「立位体
前屈」「立ち幅跳び」「閉眼片足立ち」「プロアジリティ

2021年度（令和3年度）は、公益財団法人さいたま

五輪のファンファーレ、東京五輪行進曲、2020年東京

テスト」の6種目を実施。測定した数値で基礎運動の

市スポーツ協会の「推進ビジョン」を基に策定された

五輪のNHK番組テーマ曲「カイト」などが演奏されまし

能力を分析し、その結果を15の動物のタイプで解説し、

「中期経営計画」
（2021～27）の初年度です。推進ビ

た。

自身の体力数値に特徴と向いているスポーツを診断し

ジョンに「皆さんと共に、会員の輪をつなぎ、市民にス

両校の演奏のほか、さいたま市出身（旧大宮市出

ポーツの力を伝え広め、人びとに夢や希望、勇気と感

身）でさいたま市立宮原中学校出身、埼玉県立大宮

動を与える人づくりを目指す」を実践したイベント「ス

高等学校女子バレーボール部の出身で、1964年のア

ポーツと音楽は、人々に勇気と感動を与える音楽会～

ジアで初めて行われたオリンピックの東京五輪女子バ

ARIGATO～」を実施しました。推進ビジョンの趣旨に

レーボール競技の金メダリストで「東洋の魔女」と呼ば

ご賛同いただいた、さいたま市立常盤中学校（渡辺祐

れた女子バレーボールチームの一員であった田村洋子

子校長）の吹奏楽部、音楽部「俊英太鼓」、さいたま

（旧篠崎）さんをゲストに迎え、当時のオリンピックの

市立植竹中学校（山下誠二校長）の吹奏楽部の皆さ

様子や参加した中学生らに心のこもったメッセージを

んが、これまでの五輪番組テーマ曲、スポーツイベント

贈りました。

の行進曲などに使われた名曲、なかでも1964年東京

▲俊英太鼓を披露する常盤中学校音楽部の生徒たち

▲カイトなどを演奏した植竹中学校吹奏楽部の生徒たち

▲来場者のリクエストに応え、金メダルを見せる1964年東京五輪
女子バレーボール競技の金メダリストの田村洋子さん

▲1964年東京五輪ファンファーレや行進曲などを演奏した常盤中
学校吹奏楽部の生徒たち
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ていました。診断等でのアドバイスが、参加一人ひとり
に丁寧に説明していました。

▲参加者に丁寧に測定結果を説明するスポーツトレーナー。今後
の課題もアドバイス。

▲各グループに一人ずつスポーツトレーナーが付き、６種目を測定

©EAST Inc.ALL RIGHTS RESERVED.
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特 集 東京五輪 さいたま市出身選手インタビュー

さいたま市出身選手
インタビュー

●オリンピック
アーティスティックスイミング チーム
総合４位

2019年 FINA AS World Series 2019 JAPAN
チーム優勝
2019年 FINA AS World Series 2019 USA
チーム優勝
2019年第18回世界水泳選手権大会 チーム４位

Ｑ．五輪に出場した感想は
Ａ．2019年に代表候補となり、すべての時間を練習に費
やしました。演技のテーマは「空手」と「祭り」。演技力
を高めるため、プールでの練習以外にも道着を着て空手の
指導を受け、阿波踊りにも参加しました。多くの方々から
支援と応援の言葉をいただき、とても活力となりました。
Ｑ．アーティスティックスイミングの魅力は
Ａ．演技のテーマに合わせて曲や振り付けを決め、泳ぎ方
や表情を変化させて水上で表現できることが、この競技の

酒 井

2021年７月、東京五輪は史上初の延期を経て、
緊急事態宣言下の国立競技場で「無観客」という、異例の形で幕を開けました。

さかい・なつみ（20歳）

会場で直接声援を送ることは叶いませんでしたが、

面白さです。チームの動きを合わせるため、地道な練習が
必要ですが、試合で演技を見ている方々を感動させること
ができたときの達成感は、たまりません。
Ｑ．後輩へのメッセージ
Ａ．努力をすれば必ず夢は叶う、とは思いませんが、努力
をしなければ絶対に夢は叶いません。何度も挫折を乗り越
え、競技を続けたことで、心技体を鍛えられました。スポー
ツに限らず、好きで夢中になれるものを見つけて、夢や目
標を作り、諦めずに努力し続けてください。

夏 海

●オリンピック
競泳 4×400フリーリレー
９位

連日の日本代表選手による活躍は、私たちに大きな感動を届けてくれました。
そこで今号は、五輪に出場したさいたま市出身選手にインタビュー。

【経歴／主な戦歴】
さいたま市立土合小学校 → さいたま市立土合
中学校 → 武南高等学校 → 東洋大学
2018年 アジア競技大会 100ｍ背泳ぎ 優勝
2019年 世界水泳選手権大会 100ｍ背泳ぎ ６位
2020年 日本選手権水泳競技大会
100ｍ背泳ぎ 優勝 200ｍ背泳ぎ 優勝
100ｍ自由形 優勝

五輪で印象に残っていることや競技の魅力、今後の抱負など、

Ｑ．五輪で印象に残っていることは

Ｑ．今後の抱負は

実際に出場した選手にしか感じられない、貴重な体験をうかがいました。

Ａ．一生に一度といってもいい、自国開催のオリンピッ

Ａ．背泳ぎで自己ベストの更新ができていないので、さ

クに出場することができて、とても嬉しく思っています。 らに更新できるようにしたいです。
日本にいるのに、選手村に入ると外国にいるような気分

家族やコーチなど、サポートしていただいている方々

になりました。本来なら、観客の皆様と一体感を味わい

の応援に応えられるように、今後もがんばっていきたい

たかったのですが、選手として出場し感じたことを大切

です。

にしていきたいと思います。

鈴 木

すずき・あおと（20歳）

碧 斗

●オリンピック
陸上競技 男子4×400ｍリレー
10位
Ｑ．五輪で印象に残っていることは
Ａ．世界のトップ選手の走りを生で見たことです。やはり、
テレビでは伝わらないスピード感でした。私は400ｍリ
レーのアンカーとして出場。海外の選手と走る機会はなか
なか無く、自分の力不足を痛感しましたが、日本タイ記録
で走ることができたのは一つの収穫です。
Ｑ．リレーの魅力は
Ａ．４×400ｍリレーという種目は、陸上競技の中でも特に
盛り上がる競技の一つです。戦略やラスト100ｍの攻防な
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【経歴／主な戦歴】
さいたま市立宮原小学校 → さいたま市立宮
原中学校 → さいたま市立大宮北高等学
校 → 東洋大学
シレジア世界リレー 4×400ｍリレー２位
第100回関東学生陸上競技対校選手権大会
200ｍ１位
第105回日本陸上競技選手権大会400ｍ３位
第90回 日 本 学 生 陸 上 競 技 対 校 選 手 権 大 会
100ｍ１位

どが光る、とても面白い競技です。リレーといえば４×100
ｍが有名ですが、４×400ｍは距離が長い分面白さも４倍
あると感じています。私はこの競技をより多くの人々に楽し
んでもらえるよう、実力をつけて貢献したいと思います。
Ｑ．今後の抱負は
Ａ．パリ五輪では、正直自分がどの種目を目指すのか定
まっていません。しかし、今回目指していた決勝進出や、
日本記録更新などの未練を果たしに行きたいと思っていま
す。また、個人種目での出場も目指します。
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東京２０２０

東京五輪

明 希

やなぎさわ・あかね（23歳）

オリンピック競技大会特集

特集

栁 澤

【経歴／主な戦歴】
さいたま市立大谷小学校 → 佐藤栄学園栄東中学
校 → 佐藤栄学園栄東高等学校 → 法政大学 → 東
海東京フィナンシャル・ホールディングス

特 集 東京五輪 さいたま市出身選手インタビュー

橋 岡

優 輝

はしおか・ゆうき（23歳）

2019年 アジア選手権・ユニバーシアード優勝
2019年 ドーハ世界選手権８位入賞

©URAWA REDS

【経歴／主な戦歴】

いけだ・さきこ（29歳）

さいたま市立中尾小学校 → さいたま市立東
浦和中学校 → 埼玉県立伊奈学園総合高等学
校 → 日本体育大学

●オリンピック
サッカー女子
８位

浦和ラッキーズFC
浦和レッズJrユースレディース
2011年 浦和レッズレディース
2021年 三菱重工浦和レッズレディース

Ｑ．五輪に出場した感想は
Ａ．私自身、初めての五輪経験。コロナ禍での開催のた
め、無観客であったり多くの制限がある中で、イメージ
していたものと少し異なる大会となりましたが、ボラン
ティアの方々や大会スタッフの皆様のおかげで試合に集
中し戦うことができたと、心より感謝しています。
Ｑ．サッカーの魅力は
Ａ．サッカーは試合に勝つための技術や戦術だけでなく、
チームワークや人間的成長など、色々な学びのあるス

橋 岡

ポーツです。女子サッカーの魅力としては、見る人に勇
気や感動を伝えられるプレーが多いと思います。私に
とってサッカーは人生そのものであり、サッカーで得た
経験や出会った人たち、そのすべてが私を作っています。
22年間サッカーを続けてきてよかったと感じています。
Ｑ．今後の抱負は
Ａ．パリ五輪やその他の大会日程から逆算し、自身がや
るべきことを整理して日々を確実に取り組み、成果を残
し続けることが、パリ五輪につながるのだと思います。

大 樹

【経歴／主な戦歴】

はしおか・だいき（22歳）

さいたま市立大久保東小学校 → さいたま市
立大久保中学校 → 埼玉県立志木高等学校
浦和大久保サッカー少年団

●オリンピック
サッカー男子
４位

2012年
2015年
2017年
2018年
2021年

浦和レッズジュニアユース
浦和レッズユース
浦和レッズ（２種登録選手）
浦和レッズ
シント＝トロイデン

Ｑ．五輪に出場した感想は
な人との出会いがあります。もちろん練習や試合で苦し
Ａ．一生に一度の東京開催で代表に選出され、母国を代
いこともありますが、それを仲間と乗り越えて勝利した
表して戦うことは本当に光栄なこと。やりがいがありま
ときが、サッカーをしていて一番うれしい瞬間です。
した。NZ戦の勝利は今大会で一番印象に残っていて、 Ｑ．今後の抱負は
一生忘れられないと思います。逆にスペイン戦はあと一
Ａ．昨年から浦和レッズを離れて、ベルギーのシント＝
歩でメダルに届かず、一番悔しい敗戦でした。
トロイデンVVに移籍して戦っています。
今後の目標はチャ
Ｑ．サッカーの魅力は
ンピオンズリーグ優勝とW杯で優勝することです。これ
Ａ．サッカーはチームスポーツなので、チームの仲間と
からも日本を背負って戦い、皆様に喜びや感動を届けら
同じ目標に向かって戦うことが魅力です。そして、色々
れる選手になりますので、応援よろしくお願いします！

2019年 浦和レッズユース
2021年 浦和レッズ

Ｑ．五輪で印象に残っていることは
Ａ．試合に出ることはできませんでしたが、第３ゴールキー
パーとして得るものは非常に大きかったです。また、普段
経験することができない、海外や日本のトップレベルの選
手とともにトレーニングをすることで、自分自身の成長に
つながり、多くの刺激を受けました。
Ｑ．ゴールキーパーの魅力は
Ａ．ミスをしてしまうと失点につながってしまうポジショ
ンですが、相手のシュートを止めたときの爽快感や、チー

かねこ・かずや（22歳）

崎中学校 → 角川ドワンゴ学園Ｎ高校
浦和レッズジュニア
浦和レッズジュニアユース

●オリンピック
サッカー男子
４位

金 子

さいたま市立大東小学校 → さいたま市立木

ムの最後の砦として大きな責任を負いながらも、目標を達
成したときの喜びが大きいことです。ジュニアユースのこ
ろから夢見ていた、浦和レッズの選手としてピッチに立つ
ことができ、サッカーを続けてきてよかったです。
Ｑ．後輩へのメッセージ
Ａ．目標を達成するためには、自身の足りないところを見
つめ直し、常に向上心を持ちながら全力で取り組むことが
大切。どんな結果を残しても、上には上がいるので、自身
の結果に満足せず謙虚な気持ちでがんばってください。

和 也

●パラリンピック
ゴールボール男子
５位
Ｑ．ゴールボールを始めたきっかけは
Ａ．小学生から野球を続けていましたが、４年生で視力
が低下したため、断念。それでも野球に係わりたくて、
マネージャーとして野球部に所属しました。野球部を引
退した中学３年生の夏、
「パラリンピアン発掘事業」に
参加して初めて、ゴールボールを体験。育成選手、強化
指定選手と成長する中で実力や覚悟が生まれ、パラリン
ピックを目標に活動しました。チームで唯一の左利きを
武器に、球威や攻撃のレベルアップに取り組みました。

【経歴／主な戦歴】
さいたま市立宮原小学校 → さいたま市立泰
平小学校 → さいたま市立泰平中学校 → 埼玉
県立特別支援学校塙保己一学園（高校・専
門）→ Amaryllis
2018年 世界選手権9位
2019年 アジア選手権3位
2020東京パラリンピック大会5位
2017年〜2019年 日本選手権3連覇

Ｑ．五輪に出場した感想は
Ａ．会場に設営されたコートが、たった一か所だけライ
トアップされていて、
鳥肌が立ちワクワクしました。チー
ムのポイントゲッターとして、１次選考通過で出場を確
定。海外選手との試合で自分たちの実力が理解しきれな
い状況でしたが、初戦を快勝して予選リーグを１位通過
したことで、
確実に強くなっていることを実感しました。
本当に貴重な舞台で、最高の相手と試合できたことが、
今後の自分の成長を飛躍させてくれると感じています。

小池 さくら

【経歴／主な戦歴】

こいけ・さくら（20歳）

さいたま市立植水小学校 → さいたま市立植
水中学校 →日本体育大学桜華高等学校 → 大
東文化大学 水泳部で活躍中

●パラリンピック
水泳 400ｍ自由形S7決勝
６位

2017年 アジアユースパラ大会
400ｍ自由形３位
2018年 アジアパラ大会
400ｍ自由形２位

Ｑ．五輪に出場した感想は
Ａ．一番の思い出は、閉会式でプラカードを掲げて先導
する「ベアラー」の役割をいただけたことです。この先
にない貴重な経験ができました。競技の大舞台では、今
まで練習し積み重ねてきたことを結果としてタイムに表
わすことができて、本当にうれしかったです。
Ｑ．パラ水泳の魅力は
Ａ．東京大会で、様々な障害の人が、それぞれに合った
泳ぎや飛び込み、ターンで挑む姿に、多くの人が引き込

まれたと思います。これからも、パラ競技やパラ水泳に
もっと興味を持ち、大会にも足を運んでほしいです。
Ｑ．後輩へのメッセージ
Ａ．今興味があることや目標、夢にしていることがあれ
ば、とことん突き詰めてつかみ取ってほしい。努力を続
けることは大切ですが、まずは自分が好きで楽しむこと
を忘れてはいけません。パラ後に出身中学校を訪ねた際、
生徒さんから「憧れです。僕も目標に向かってがんばり
ます」と言っていただき、すごくうれしかったです。
※年齢は令和４年３月１日現在

6 Sports Life SAITAMA
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東京２０２０

池田 咲紀子
©URAWA REDS

2018年 U20世界選手権優勝

カルなど多くのものが求められます。一言でいえば「単純
がゆえに難しい」のが、走り幅跳の魅力です。
Ｑ．今後の抱負は
Ａ．現時点では、パリ五輪は待ち遠しくはありません。
まだやるべきことはたくさんありますし、これからの１年
１年を大切に、その中で「パリ五輪が待ち遠しい」と思え
るような濃厚な時間を過ごしていきたい。東京五輪があっ
たから強くなり、目標を達成できた、競技人生に大きな影
響を与えることができた、と思えるようにしていきます。

彩 艶

すずき・ざいおん（19歳）

校 → 日本大学 →富士通株式会社

●オリンピック
陸上競技 男子走り幅跳
６位

Ｑ．五輪で印象に残っていることは
Ａ．選手村には大柄な選手が多く、僕が小柄に感じるくら
いです。大きな食堂に入ると、各国他競技の選手がいて、
「オ
リンピックだ」と実感。海外のアスリートを見るだけでも
楽しかったです。中学の部活から、興味本位で始めた陸上
ですが、人生が豊かになり、楽しく過ごすことができて、
競技をやっていてよかったと思います。
Ｑ．走り幅跳の魅力は
Ａ．この競技は、走力や技術だけでなく、繊細さやフィジ

さいたま市立岸中学校 → 八王子学園八王子高

【経歴／主な戦歴】

オリンピック競技大会特集

©UDN SPORTS

鈴 木

【経歴／主な戦歴】

活躍期待選手

青木

大木

そのアスリートの熱い戦いは、いまでも皆さんの脳裏に焼き付いていることでしょう。私たち公益財団法人さいたま市スポーツ協会

梨音（14歳）

宮原中学校

●主な成績：関東中学校陸上競技大会 800m
全日本中学校陸上競技選手権大会
●推薦母体：さいたま市陸上競技協会

技

高橋

800m

３位 ２分14秒36
２位 ２分13秒30

諒哉（14歳）

片柳中学校

●主な成績：関東中学校陸上競技大会 棒高跳び
優勝
全日本中学校陸上競技選手権大会 棒高跳び ２位
●推薦母体：さいたま市陸上競技協会

髙橋

小学生の部 優勝
第２位

新井

埼玉栄中学校
優勝
優勝

恵那（14歳）

田島中学校／新井道場

沼田

夢奈（14歳）

田島中学校／新井道場

道

暖佳（15歳）

●主な成績：2020年 埼玉県新人柔道大会70キロ級
2020年 埼玉県新人柔道大会女子団体
●推薦母体：さいたま市柔道連盟
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優勝
優勝

田島中学校／新井道場
優勝
優勝

卓 球

●主な成績：2020年 埼玉県中学校新人柔道大会44キロ級
2021年 さいたま市学校総合体育大会44キロ級
●推薦母体：さいたま市柔道連盟

大前

優勝
優勝

テニス

柔

●主な成績：2020年 埼玉県中学校新人柔道大会48キロ級
2021年 さいたま市学校総合体育大会52キロ級
●推薦母体：さいたま市柔道連盟

パワー
リフティング

●主な成績：2019年 さいたま市民体育大会 試合競技
2020年 埼玉県なぎなた大会 演技競技
●推薦母体：さいたま市なぎなた連盟

栗田

出場

田島中学校／新井道場

●主な成績：2020年 埼玉県新人柔道大会52キロ級 優勝
2020年 埼玉県新人柔道大会女子団体 優勝
●推薦母体：さいたま市柔道連盟

二本柳

一希（14歳）

田島中学校／新井道場

日和（14歳）

優勝
優勝

土屋中学校／正心館

琴音（13歳）

関根道場

準優勝

土屋中学校／正心館

関根道場

●主な成績：埼玉県柔道連盟主催埼玉県柔道紅白試合に於いて６年連続埼玉県強化指定選手
2021年 関東中学校柔道大会《山梨大会》団体戦 出場
●推薦母体：さいたま市柔道連盟

埼玉県小中高生なぎなた大会

くるみ（14歳）

心美（15歳）

久保田

埼玉栄中学校

演技競技 第３位
個人戦
第２位
JOCジュニアオリンピックカップ第29回全国中学生なぎなた大会
●推薦母体：さいたま市なぎなた連盟

優勝
優勝

●主な成績：2020年 関東中学校柔道大会埼玉県予選会個人戦女子63キロ級
2021年 関東中学校柔道大会《山梨大会》個人・団体戦 出場
●推薦母体：さいたま市柔道連盟

埼玉栄中学校

ひなた（13歳）

●主な成績：2020年

●主な成績：2020年 埼玉県中学校新人柔道大会50キロ級
2021年 さいたま市学校総合体育大会50キロ級
●推薦母体：さいたま市柔道連盟

久保田

スピード
スケート

なぎなた

豊田

田島中学校／新井道場

●主な成績：2020年 埼玉県中学校新人柔道大会55キロ級
2021年 さいたま市学校総合体育大会55キロ級
●推薦母体：さいたま市柔道連盟

m20
m45

歩花（12歳）

●主な成績：2020年 埼玉県小中高生なぎなた大会試合競技
2021年 埼玉県なぎなた大会 演技競技
●推薦母体：さいたま市なぎなた連盟

雷基（14歳）

長谷

道

上 競

江良

柔

陸

●主な成績：関東中学校陸上競技大会 ４種競技
２位 2885点
全日本中学校陸上競技選手権大会 ４種競技 ３位 2772点
●推薦母体：さいたま市陸上競技協会

池内

優勝
優勝

飯田

明音（16歳）

●主な成績：全国中学生スピードスケート大会
全日本ジュニア
●推薦母体：さいたま市スケート連盟

飯塚

JSFエリートアカデミー
1500m ８位
3000m ４位
3000m ６位

照元（15歳）

浦和学院高等学校

●主な成績：第82回埼玉県パワーリフティング選手権大会
高校新人戦 ジュニア男子105キロ級 優勝
●推薦母体：さいたま市パワーリフティング協会

園部

八奏（13歳）

原山中学校／与野テニスクラブ

●主な成績：2021年 DUNLOP CUP全国選抜ジュニアテニス選手権大会
2021年 ワールドジュニア決勝大会 日本代表
2021年 RSK 全国選抜ジュニアテニス大会
●推薦母体：さいたま市テニス協会

城島

友理奈（８歳）

●主な成績：さいたま市卓球大会 一般の部
埼玉県卓球選手権大会 カブ（小学４年生以下）の部
●推薦母体：さいたま市卓球協会

14歳以下

優勝
５位
優勝

美園小学校／親球会
準優勝
ベスト８
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ＮＥＸＴ活躍期待選手

今回は、調査に応じてくれた競技団体の熱い期待が込められた選手の皆さんをご紹介いたします。今後の活躍をお楽しみに。

三室中学校

田島中学校／新井道場
特集

７競技団体から20名の若き有望アスリートをご紹介いただきました。

シボーラハヴィリ（14歳）

香凜（15歳）

●主な成績：2020年 埼玉県新人柔道大会63キロ級
2020年 埼玉県新人柔道大会女子団体
●推薦母体：さいたま市柔道連盟

は、加盟36競技団体に「次の世代または次の次の世代で、国内外で活躍する有望選手」を紹介してほしいと調査を行い、その結果、

恵愛

田島中学校／新井道場

●主な成績：2020年 埼玉県中学校新人柔道大会70キロ級・女子団体戦 優勝
2021年 さいたま市学校総合体育大会70キロ級
優勝
●推薦母体：さいたま市柔道連盟

2021年度（令和３年度）は、夏の東京五輪2020競技大会、冬の北京冬季五輪競技大会などの世界最高峰の大会が、開催されました。

香川

玲奈（14歳）

たま
い
ム
さ
チー

この

卓球で埼玉を元気に！地域のシンボルを目指します！
卓球 Tリーグ所属

T.T彩たま

チーム代表

柏原 哲郎のチームにかける思い
私は小学5年生から卓球を始め、熊谷商業高校時代にはインターハイでも優勝した経験を持っ
ています。大学卒業後は卓球とは離れた生活を送っていましたが、大学の同期である初代Tリーグ
チェアマン松下浩二氏からTリーグ設立にあたりチームを作って欲しいと依頼を受けチームを発足
しました。手探りの日々ではありましたが、自分の中にいくつかの構想が芽生え、動き出しました。
一つ目は、卓球を通じて地域に貢献したいということです。T.T彩たまを支援してくださる企業
が連合体となって、埼玉ならではの魅力を世界に発信する新たな取り組みができるのではないだ
さいたまこのチーム

ろうか。
二つ目はオリンピックチャンピオンを埼玉県から輩出するという夢も実現可能なのではないかと
和光市民文化センター サンアゼリアにて、日本初のTリーグ劇場開催

２０１８年、卓球のプロリーグ・Tリーグ発足時から、参加する埼玉県をホームにする「T.T彩たま」。試合は、つねに選手たちは
「アグレッシブ」だ。T.T彩たまは、ミッション（使命・存在意義）、ビジョン（なりたい姿）、バリュー（大切にする価値観）の３つ
の大きく、大切な目標に向かい、チームづくりに余念がない。さらに、チームは部活動の顧問の先生方を指導するほか、中学生
向けの講演会、さいたま市学生向け卓球教室で公益財団法人さいたま市スポーツ協会とのコラボ。さいたま市内の練習場の
近隣の小学校から児童を受け入れ、ファンサービスするなど、地元を大切にしている。

ビジョン

・常に卓球界をリードし、世界№1の卓球クラブになる

バリュー

地域イベント

な暮らしの一助をも担えるはずです。
コロナ禍にあっても、スポーツとは人々を元気づけ、希望を与えてくれるものです。東京オリンピックをテレビ画面越しに観
戦することで、たくさんの感動とパワーをもらいました。あらためてスポーツの持つ力を感じた瞬間でした。T.T彩たまの試合

に与えられた使命なのではないでしょうか。ひいては卓球界への恩返しになるのではないかと。
社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子供たちのあこがれの存在になる

（大切にする価値観）

楽しむことができるスポーツです。人が繋がっていくためのコミュニケーションツールとしても大いに期待できますし、健康的

卓球が繋いだ多くの人たちとの縁に導かれ、今私はここに立っています。盟友が立ち上げたTリーグに関わること、これは私

ミッション

（なりたい姿）

三つ目は、卓球の持つ多面的な魅力を知ってもらいたいということ。レクレーションとしての卓球は、老若男女問わず、共に

観戦において、同様の感動を味わっていただきたいと切に思います。

こうした「地元愛」のプロ卓球チーム・T.T彩たまをご紹介します。

（使命・存在意義）

いうこと。実際に、ジュニアチームの育成は少しずつ実を結び始めています。

思い描いた夢の実現に向かって、一歩ずつ前進していきたいと思います。

チーム情報

・T.T彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる

チームの
沿革

・純粋で美しい心：素直な気持ちで接しているか、子供のようにピュアであるか
・感動の創造：人の心を動かしているか、感動できる心をもっているか
・変革への挑戦：熱い思いでチャレンジしているか、これまでの常識にとらわれてないか

卓球を通して地域の人々との交流を図る
練習場近くの新和小学校の児童と
放課後チャレンジスクール

2018年10月 両国国技館にてTリーグ開幕
（観客数約5,700名）
2019年2月

ファーストシーズン閉幕

2020年2月

セカンドシーズン閉幕

2020年2月

チームカラーをネイビーから
ゴールドへ変更

2021年2月

サードシーズン閉幕
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3位

4位

ホームタウン 埼玉県
チーム
カラー

・メインカラー：ゴールド
・サブカラー ：ネイビー

チーム公式
ホームぺージ

T.T彩たま卓球ステーション
（卓球教室）について
共栄大学と産学連携協定を締結
特別講義プログラム「スポラス」と
して、スポーツビジネスを学ぶ学生
たちが企画・運営を行った。

～初心者大歓迎！
！年齢を問わないスポーツ”卓球”を始めてみませんか？～

浦和店

◦グループレッスン
75分（定員4名）2,200円
◦個人レッスン
60分 5,500円～

コロナ禍でラケット・
ボールを使用しない
講習会として中学生
向けに講義形式の講
習会

3位

「Table
チーム名 当初は仮称として「チーム埼玉」としていたが、
Tennis」の頭文字から発案した「T.Tさいたま」を基に、埼
由来
玉県の愛称として親しまれている「彩の国」から「T.T彩た
ま」とした。

運営会社
概要

浦和美園店

◦グループレッスン
60分（定員10名）1,500円
◦小中学生教室
60分（定員10名）1,500円
◦個人レッスン
60分 4,000円～

企 業 名 T.T彩たま株式会社
住
所 （本社・浦和店）埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1
ロイヤルパインズホテル浦和B1F
（練習場・浦和美園店）埼玉県さいたま市岩槻区美東3-19-4
設立年月日 2018年3月
事 業 内 容 卓球チームの興業およびチームの運営、およびその他関連事業
代 表 者 代表取締役 柏原 哲郎

※店舗によってレッ
スンの内容が異な
ります

レッスン
詳細

チーム公式SNS

11

たま
い
ム
さ
チー

地域密着型プロロードレースチーム

この

選手紹介
阿部 航大

藤田 涼平

大山 慶

古田 潤

鈴木 道也

半田 子竜

桂 慶浩

さいたまこのチーム

高木 三千成

さいたまディレーブは、ツール・ド・フランスさいたまクリテリウムがきっかけとなり誕
生した「さいたま市」をホームタウンとする地域密着型のプロロードレースチーム。
チーム名となっている「ディレーブ」とは埼玉県に残る竜伝承に基づくドラゴンのDと
フランス語で「夢」を意味するRAVE（レーヴ）の造語。

活動内容
①プロチーム運営（トップアマチュア・ジュニアチーム運営）
②レース企画運営（国際レース・国内レース・ホビレース主催 共催 協力）
③サイクルイベント企画運営 (ロングライド・サイクルツーリズム主催 共催 協力)
④指定管理事業
⑤地域貢献活動 (自転車安全教室・交通安全講話・介護予防事業など)

新リーグジャパンサイクルリーグに参戦中！

さいたま市と連携協定締結

JCL（ジャパンサイクルリーグ）は、地域密着型ロードレースチームならびにUCIに

地域密着型自転車プロチームであるさいたまディレーブは、活動拠点であるさいたま市と令和3年3月18日付けで連携協定を

加盟する日本籍のコンチネンタルチームで構成されている日本独自の新たなプロ

締結しました。

協定の
内容

ロードレースリーグ。運営会社は東京都に拠点を置く「株式会社ジャパンサイクル

（1）自転車活用の推進に関すること

リーグ」。チェアマンは片山右京が務める。

（2）安全な自転車利用の推進に関すること

「地域創生」をキーワードにサイクルロードレースで地域活性化を進めており、ホームタウンを持つ地域密着型チームを

（3）その他、目的を達成するために必要な事項に関すること

中心に、国際自転車競技連合加盟の国内コンチネンタルチームで構成され、ホームチーム・自治体・JCLの3者連携により
全国各地に魅力あるサイクルロードレース開催。

山梨英男社長のコメント

鈴木卓史監督のコメント

自転車安全教室・補助輪外しなども実施
さいたまディレーブでは、将来の社会

我々さいたまディレーブは、地域密着型のプロロードレースチームとして、

さいたまディレーブ監督の鈴木です。

ジャパンサイクルリーグ（JCL）に参戦するとともに、自転車の街さいたま

昨年よりスタートした新リーグJCL(ジャパンサイ

市においてさいたま市スポーツ協会様主催イベント出演、市内中学校での

クルリーグ)を主戦場にして戦っております。若い

自転車安全教室、補助輪外し教室など、地域に密着した活動を柱として活

選手を中心としたメンバー構成で若さ溢れる感動

動し、地域の子ども達に夢を与えられる愛されるチームを目指しておりま

や力を与える走りを目指してます。

す。

また選手は地域密着型チームとして地域貢献活動

街中を走る選手やチームカーを見かけたらお気軽に声を掛けてください。

も力をいれております。

12 Sports Life SAITAMA

を担う子どもたちの命と安全を守る
活動や、車社会特有の交通事故といっ
た社会的課題の解決に資する活動に
も取り組んでいます。

13

大 原

本気になったら、

大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校スポーツトレーナーコース
国際大会で活躍する日本人アスリートたち。彼らを陰で支えるスポーツトレーナー。

将来の職業

資格取得目標

パーソナルトレーナー
スポーツチームトレーナー

AFAAインターナショナルグループ
フィットネスインストラクター（IGFI）

フィジカルトレーナー

AFAAレジスタンストレーニング（RT）

メディカルトレーナー

日本赤十字社救急法救急員

プロスポーツにはもちろん、アマチュアスポーツにも、欠かせない存在となっているス

スクーバダイビングライセンス（Cカード）

ポーツトレーナー。日本で屈指の就職に強い専門学校の学校法人大原学園の大宮校に、

JATI-ATIトレーニング指導者

スポーツトレーナーに夢を持つ若者たちのために、2010年にスポーツトレーナーコー
スを設置した。
沢山の卒業生たちが、色々なジャンルでスポーツ選手たちを最高のパフォーマンスに、
導いている。また、健康増進のため、市民のためにアドバイスやプログラムを組む卒業

学校訪問

生。その活躍は多方面にわたり、スポーツを支える大きな力となっている。

時 間 割

同校同コースでは、パーソナルトレーナー、スポーツトレーナー、フィジカルトレー
ナー、メディカルトレーナーに将来の職種目標にカリキュラムを組み、必要な資格取得
に努力する。今回は同校大宮校のスポーツトレーナーコースを紹介します。

1
2
3

プロのトレーナーから直接指導
各分野で活躍するトレーナーから直接指導が受けられます。現場の 今 を知っている講
師から、確かな知識と技術を自身の肌で感じるとともに、最新情報を得ることができます。

施設実習を通じて、
豊富なパーソナルトレーニングスキルを習得
提携施設での実習を通じて、アスリートから一般の方まで様々な人のパフォーマンス
の希望を叶えることができるパーソナルトレーニングスキルを身につけます。

パーソナルトレーニングのスペシャリストになれる
資格取得、実習を通じて１対１のパーソナルレッスン時のトレーニング、健康運動、
リハビリ、ダイエットなど幅広いトレーニングを実践することができます。

スポーツ系就職先
デサントジャパン

ＴＨＩＮＫフィットネス

オルソ㈱

ザナックス

ティップネス

㈱メディロム・ヒューマン・リソーセス

セントラルスポーツ

㈱ファクトリージャパングループ

㈱ベアハグ

東祥（ホリデイスポーツクラブ）

㈱大宮スイミングスクール

㈱ＪＯHＮＮＹ

幼児活動研究会

㈱シンワ・スポーツ・サービス

メガスポーツ

コナミスポーツ

㈱ボディスプラウト

コロンビアスポーツウェアジャパン

ゼビオ

㈱Ｂｉｒｔｈ４７

ＳＴＹＬＥ

他多数

問い合わせ先

大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校
〒330-0802

埼玉県さいたま市大宮区宮町4-13-2

TEL：048-647-3399
14 Sports Life SAITAMA

https://www.o-hara.ac.jp
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作文コンクール

す。アタックレシーブはなるべく体の前でとり、体をやわらか

ぼく・わたしの「夢」作文コンクール入賞作品

令和４年は、
公益財団法人さいたま市スポーツ協会さいたま市スポーツ少年団が創立 20 周年を迎えます。令和３年、
４年は記録と記憶に残るオリンピックイヤーでした。今回はこうしたスポーツの感動が熱いうちに、スポーツ少年団
の団員の皆さんに「夢」をテーマに作文を募集したところ、173 作品がこの作文コンクールに集まりました。厳正な
審査の結果、最優秀賞１人、優秀賞４人、佳作 10 人が選ばれましたので、15 作品をご紹介いたします。
（令和４年１月１日現在）


最優秀賞

石田 大知（４年生）

浦和ラグビースクール

ぼくのゆめ

ありませんでした。ラグビーはほぼ走っているので、走る事が
あまりとくいではなかったぼくは、とてもつらかったです。三
年生になってタックルが始まると打ち身やすりきずもふえ、い
たい練習もふえました。だけど、練習をかさねていくうちに前
よりたくさん走れたり上手なタックルができたりするとうれし
くて、ますますラグビーが楽しくなりました。
ぼくがラグビーをしていて一番好きなのは、トライをとるた
めに仲間と協力して助け合うことです。ボールをトライライン
まではこぶために、タックルを受けながらも走ったり、たおさ
れた味方を体をはって守ったり、みんなでボールをつないでつ
ないでトライします。仲間のためにいたい思いができるラガー
マンはとてもかっこいいと思います。もっともっと練習をがん
ばって、強くてみんなにたよりにされる選手になりたいです。
そのためにはどんな練習でも手をぬかず、全力で取り組みます。
つらくても仲間と声をかけあってがんばります。
ぼくのゆめは、強くてやさしいラグビー選手になることです。
中学生や高校生になってもずっと続けたいと思っています。ラ
グビーワールドカップをみたとき、けがをしながらもチームが
一つになって戦い、ベスト８になった日本代表選手のプレーに
感動して、ますますラグビーが好きになりました。ぼくも、み
ている人に感動をあたえられる選手になれるように、これから
もがんばっていきたいです。ぼくはラグビーが大好きです。ラ
グビーに出会えてよかったです。

優秀賞

佐藤 優斗（６年生）

浦和別所サッカー

異国の地での経験を活かして
僕は、一歳の時からサッカーボールをけっています。小さい
頃からサッカーが大好きです。父の仕事の都合で、幼稚園の年
中の時に韓国に引っ越して、異国の地でサッカースクールに通
い始めました。韓国人の先生に習うサッカーは言葉も分からず
にとまどったけれど、サッカーというスポーツは世界共通の面
白くて、みんなが一つになれるスポーツだと知りました。たっ
た一つのボールに真剣に向き合い、ゴールを決めるために協力
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優秀賞

奥津 智佳（５年生）

岩槻ジュニアバレーボール

私を変えたバレーボール

私は一年生からバレーボールをやっています。保育園の時か
ら恥ずかしがり屋で初めて会う人や場所が苦手でした。バレー
ボールを見に行った時、かっこよくて、
「私もやりたい」と思い
入団しました。
私のチームでは大きな声で「お願いします。
」とあいさつをし
てから体育館に入ります。私はそれが出来ず、ずっと体育館の
入り口で泣いていました。
「なんでできないの？」と聞かれても
声が出ないのです。そんな時、キャプテンのお姉さんが一緒に
あいさつして入ってくれました。やっと体育館に入れるように
なってもバレーボールはとても難しくて、うまくできなくて悲
しくなって泣いちゃうときもありました。その時、
かんとくが
「バ
レーをうまくやろうと思わなくていいよ。まずはバレーを好き
になってね。
」と言ってくれました。私はバレーボールがずっと
大好きです。
私はレシーバーをやっています。レシーブの大変なところは、
場面によってレシーブの形を変えるところです。チャンスボー
ルはセッターが上げやすいようにていねいにセッターに返しま

オーストラリアのスタジアムでナショナルリーグを見たことが

でどこにどういうボールをあげるかが変わります。その時のか

きっかけでした。その時見た試合で選手がかっこ良く見えて、

けごえはとても大事です。どんなボールでも仲間につなげてい

僕もラグビーを始めてみたいと思いました。そして、次の日す
ぐにラグビーボールを買いに行きました。

くのがとても楽しいです。
頑張って練習してもうまくいかない時もあって、つらくて苦
しい時も多いです。かんとくに怒られるときもあるけれど、か
んとくは良いプレーをした時はすごくほめてくれるし、試合に
負けてしまったときは、悔しがってくれます。チームの仲間と
は、ライバルの時もあったり、苦しいときも、喜ぶ時も一緒です。
私にとってバレーボールの仲間は特別な友達です。
私は新しい人、場所が苦手でしたが、バレーボールを始めて、
新しい人、場所が少しなれてきました。今はコロナで色々なス
ポーツがあまりできないけれど、きっとコロナが終われば、1 人
1 人のすてきな世界が一緒になって、もっと大きな良い世界にな
れると思います。そのために今は私の世界を大切にしようと思
います。

優秀賞


村田 彩絢（２年生）

七里ジュニアミニバスケットボールクラブ

バスケットボールせんしゅ

わたしのしょうらいのゆめは、プロのバスケットボールせん
しゅです。わたしは、前から、バスケットボールをならってます。
バスケットボールが大すきです。だから、とうきょうオリンピ
ックでは、女子バスケットボールをおうえんしました。それを
見て、
ある一人のせんしゅのプレーにかんどうしました。それは、
町田るいせんしゅです。とてもスピードがあって、パスまわし
が上手で、アシストをたくさんきめていました。わたしは、町
田るいせんしゅのようになりたいです。まだバスケットボール
をはじめたばっかりなので、シュートやドリブル、パスは、と
くいではありません。だから、いっぱいれんしゅうして、うま
くなりたいです。
八月に合しゅくで、山なしけんにいきました。朝から夕方ま
でたくさんれんしゅうして、とてもつらかったです。でも、な
かまと力を合わせてのりきりました。大もりのごはんをたべて、
パワーをつけました。たくさんはしって、こえを出して、みん
なで三日かんすごしました。つらいれんしゅうをのりこえて、
つよくなったと思います。コーチたちや、いんそつのお母さん、
ホテルの人たちには本当にかんしゃしています。
これからも、たくさんれんしゅうして、上手になりたいです。
バスケットボールはたくさんはしるスポーツなので、とてもつ
かれます。でも、ドリブルができるようになったり、シュート
がはいったりすると、とてもたのしいです。だから、つらくても、
たくさんれんしゅうして、うまくなりたいです。
ミニバスでは、こんなにいろいろなけいけんができます。だ
から、そのせいかをはっきしたいです。バスケットボールをし
ているおにいちゃんおねえちゃん、そして、町田るいせんしゅ
にまけないように、がんばりたいです。

優秀賞

大熊 琉聖（６年生）

浦和ラグビースクール

僕の夢

僕の将来の夢は、ラグビー選手になることです。そして、ワ
ールドカップに出られる選手になりたいです。

オーストラリアでは、普段から公園でラグビーをして遊んで
いる子が多いです。僕も仲間に入れてもらい、そこでラグビー
のルールを教えてもらいました。もっと本格的にラグビーを学
んでみたいと思いました。
小学校一年生のころ、同じクラスの友達がラグビースクール
に通っていたので、さそってもらい浦和ラグビースクールに入
会しました。
浦和ラグビースクールでは、低学年の間は楽しくラグビーを
していました。三、四年生のころは、少しずつ試合に勝ちたい
という気持ちが出てきました。コーチから教えてもらうことも
多くなり、ラグビーの練習に向かう姿勢も少しずつ変わってい
きました。
そして、六年生になった今は、来週行われるヒーローズカッ
プに向けての練習に日々努力してきました。練習では苦しくて
も最後まで全力を出しきること、どんな時も仲間を助けること、
怖くても仲間のためにタックルに行くことをコーチから教わり
ました。今、僕が目標を持ってラグビーを続けていることが出
来ているのは、一生けん命指導してくださるコーチやつらい時
に声をかけてくれる友達のおかげです。僕は、浦和ラグビース
クールで六年間学んだことを生かし、中学生になってもラグビ
ーを続けていき、高校では全国大会に出られるくらいの選手に
なっていきたいです。
そして、将来は世界を相手に戦えるような選手になりたいで
す。これからも日々、目標を持って努力していきたいです。

佳作

作文コンクール
入賞作品

ぼくがラグビーを始めたのは、一年生の時です。始めたきっ
かけは、兄がラグビーをしていて、練習を見ていてとてもおも
しろそうだったからです。体験に行って実さいにラグビーをし
てみると、みんなでパスをつないでトライしたり、味方と協力
して相手をとめたりすることがとても楽しくて、他のスポーツ
の体験も行ったけれど、まよわずラグビーに決めました。
けれど、実さいにラグビーを始めると、楽しい事ばかりでは

してボールを前に進めることに言葉は必要ありませんでした。
年中から三年生まで、ひたすらサッカーに打ちこみました。韓
国人の友達も出来て、韓国人の先生の教えてくれることも理解
出来るようになりました。三年生の時には、スクールの大会で
僕のチームは見事に準優勝しました。異国の地での五年間のサ
ッカー経験は、忘れることの出来ない素晴らしい経験になりま
した。
四年生になって、日本に戻ってきました。少年団に入り、コ
ーチや友達と日本語でコミュニケーションが取れることに感動
しました。細かいニュアンスを伝えられるし、理解することも
簡単なので、サッカーの面白さをより感じられました。言葉が
分かることで、友達が沢山出来て人と話すことが好きになりま
した。
六年生になり、少年団のキャプテンになりました。初めはみ
んなを上手くまとめられずにコーチに怒られることもあったけ
れど、今はみんなをまとめられるように自ら進んで行動出来る
ようになりました。中学、高校、大学でもサッカーを続けてい
きたいです。
僕の将来の夢は、世界中の子供達にサッカーの面白さや楽し
さなどの魅力を伝える仕事につくことです。僕が異国の地での
サッカーで経験したように、サッカーはみんなが一つになれる
スポーツだということを伝えたいです。そうなるために、色々
な国の言葉を勉強して、言葉で自分の思いを伝えられるように
なりたいです。もちろん、サッカーも上手くならないといけな
いので、毎日の練習を大事にして夢に向かって歩んでいきたい
です。

僕が初めてラグビーに興味を持ったのは、幼稚園のころです。

くして、強いボールを優しくして返します。他にも色々な場面

金井 寿斗（４年生）中島ファイターズ

将来の夢

私のスポーツに対しての将来の夢は、
正直まだ決められません。なぜならば、
今は少年団で野球をしていますが、私は同時にサッカーも好きです。さらに、
長距離も好きです。だから中学校に入ってからの部活動も、今はまだ決めら
れないでいます。一つだけいえる事は、六年生卒団するまでは、今の少年団
の野球を一生懸命やり通し、中学校以降のスポーツをやる上で、大事な基礎
的な体づくりを身につけたいと思っています。
今ぼくが所属しているのは、中島ファイターズというチームで、六年生が
２人、五年生が３人、四年生が４人、三年生が２人、二年生が１人、一年生
が１人の合計 13 人の団員がいます。ぼくは四年生ですが、
人数が少ないため、
六年生以下の試合にもスタメンで出場しています。しかし、相手チームは強
く、コールド負けが多いです。原因は色々ありますが、上手なピッチャーだ
と、フォアボールも少なく、中々ヒットが打てません。ヒットがでなければ、
得点もできません。得点もできなければ、試合に勝つ事は絶対にありません。
だから、僕の目標は、毎試合ヒットが打てる様になりたいです。それで試合
に、勝てればうれしいです。だけどヒットを打つのは、いつもの少年団の練
習だけではむずかしいと思います。これからは、少年団以外にも、しっかりと、
すぶりを行いたいと思います。
また、正しいフォームを意しきし、取り組みたいと思います。すぶりの回
数は 1 日に最低 100 回は行い一日一日やれた日にチェックし積み重ねていき
たいと思います。
また、すぶり以外にも体幹をきたえたいと思います。体幹は全てのスポー
ツで大事だと思うので、少年団で教わったとレーニングを取りいれて、力強
いプレーをしたいです。
自分がたてた目ひょうはむずかしいと思いますが逃げずにがんばりたいで
す。

佳作

桑原 新菜（６年生）新和ドラゴンズ

私の夢

私は、小学校四年生から友達のさそいで野球を始めました。最初は野球の
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ルールもわからずバッターボックスに入るたび、泣いてしまい、バットをふ

てきました。そしてぼくは、去年その目標を達成することができました。す

合をしているのを見て、迫力を感じ、また選手のインタビューで水球に対す

ピッチャーとしてし合に出て、強いチームにも大さでかちたいです。

ることもできませんでした。だけど、コーチにスイングの仕方、ボールの取

ごく嬉しかったし、達成感もありました。陸上を頑張ってきて良かったと思

る情熱を聴いて自分はプロの水球選手になりたいと思いました。

り方、色々教えてもらいました。野球になれてきたころ、私は大事故にあい、
脳ざしょうと診だんされてしまいました。病院の先生に、
「もう野球は、でき

いました。でも陸上には、ぼくが予想もしていなかった良いことが他にもた
くさんありました。それは仲間です。友達、コーチ、応援してくれるお父さ

二つ目のゆめは、プロソフトボールチームがあったら入団したいことです。
理由は、小学生で習った事をむだにしたくないからです。今は、オリンピッ

なくなるかもしれない。
」と言われ、やっと打てるようになってうまくなって
きたのに、どうしてだろう。とくやしい気持ちと悲しい気持ちになりました。

んお母さんたち、周りにいる人達がいつの間にかぼくの仲間になっていまし

野球はしばらくできなくなってしまうので自分なりにできることをやろうと

悔しくて泣いた時ははげましてくれました。だからぼくはいつも人の温かさ

決めました。声をだしたり、スコアを書いたりしました。だけど、みんなは
練習してどんどん上手になっていく姿をみて、うれしい反面、自分へのくや

を感じながら走っています。ぼくも一緒に頑張っている仲間の活躍は、とて

しさがずっと続き、焦りもありました。
しかし、そんな気持ちの時にチームメイトからメッセージや、写真付きの

た。ぼくのレースを応援してくれて、良い記録が出れば一緒に喜んでくれ、

も嬉しいです。
またぼくのクラブには、ぼくと同じように強化指定選手を目指している子
もいれば、運動が苦手だから少しでも速くなりたいから陸上をやっている子

プレゼントをもらいました。そこには、
「はやくよくなれよ。
」
「みんなまって

と、それぞれがいろいろな目的をもって陸上をやっています。だからいろい

るぞ。
」
「今はゆっくり休んでまた、一緒に野球しような。
」とたくさんのメッ

ろな形の頑張りを見ていると、陸上は速いタイムを出すことも楽しいし、遅

セージが書いてありました。それがとってもうれしくて、
勇気が出てきました。

くても前回の自分を超えていくよう頑張ることは素晴らしいと気づけます。
それから一番は、みんなで体を動かすことは本当に楽しいです。

その時の私の気持ちにみんなからの熱いメッセージがつきささりました。
そして今、私はキャプテンになりケガもよくなり、試合にもでれるように

岩槻 AC 陸上クラブは、ぼくの人生の中で大切なことを教えてくれた場所

なりました。時には、キャプテンとしてチームをまとめられなかったり、試
合で打てなかったり、くやしいことや、つらいこともあったけど、今こうし

です。だからぼくは将来このクラブに恩返しがしたいです。ぼくを育ててく

て自分が野球を楽しく続けられるのも、ケガをした時にみんなからのメッセ
ージで勇気づけられたからだと思います。その時支えてくれたチームメイト
のみんなには今でも、感謝の気持ちでいっぱいです。

を岩槻 AC 陸上クラブの後輩たちに伝えるのがぼくの夢です。また将来は、
箱根駅伝に出るのがもうひとつの夢です。

佳作

田中 結菜（４年生）与野ジュニアバドミントン

私の夢

私の夢は、コロナウイルスの影きょうを受けずにスポーツを楽しめる日が
来ることだ。
私は、三年の時からバドミントンの少年団に入っている。入団のきっかけ
は先に入団した姉の影きょうだ。仲間と一緒にとても楽しそうに練習してい
る姿や、試合の時にチーム仲間を応えんする様子を見て、いつか自分もやっ
てみたいと思ったからだ。入団した時は、きん急事たい宣言が出ていて学校
が休校になっていた。少年団の練習も、小学校の体育館が使用できないため
中止となっていた。せっかく入団したのに練習が出来なくて私はとても残念
だった。ずっと家にいて運動不足だったので姉とラケットを持って外へ行き、
周りに人が居ない所で素振りやサーブの練習をしたこともあった。でも二人
だけの自主練習は全然楽しくなかった。
学校が再開して七月頃から少年団の活動もできるようになった。私は初め
て本格的にバドミントンの練習に参加することができた。チームのみんなで
やる練習は姉と二人だけの自主練習よりもはるかに楽しかった。私が特に好
きな練習は、ウォーミングアップのしっぽ取りだ。ズボンにはさんだ紙テー
プをオニ役に取られないように逃げる運動だ。オニになった時、年上の子に
しっぽをねらって取れた時がうれしい。フットワークや素振り練習は疲れる
けど、みんなが参加する練習は楽しく、他の小学校やちがう学年の友達がた
くさんできたこともうれしかった。バドミントンの練習にもなれてきた一月
頃から、きん急事たい宣言の影きょうでまた少年団の活動が休止になり、バ
ドミントンができなくなってしまった。他のチームも集まる大会も中止とな
った。私は、
練習ができないことと大会に参加できないことがショックだった。
私が入団する前、姉が大会の時にチームが一丸となって応援している姿やみ
んなでお弁当を食べている姿がとても楽しそうだったからだ。
四年になってからは、きん急事たい宣言が出ていても少年団は休止せずに
練習ができている。今の目ひょうは、シャトルを相手のコートのおくまで打
てるようになることだ。いつか大会で成果が出せるようにがんばって練習し
たい。今のコロナ禍では、大会の時に声を出して応援したり、仲間と話しな
がら食事をすることが禁止され、スポーツをする上での楽しみが減っている。
いつかコロナウイルスを気にすることなく、スポーツを楽しめるようになり
ますように。それが私の夢だ。

佳作

金泉 陽向（６年生）さいたま市陸上競技協会（岩槻 AC）

育てたい恩返しの輪

ぼくは、一年生からの夢である「五年生で 1000m ３分 26 秒をきって、埼
玉県の強化指定選手になる。
」という目標のために、岩槻 AC で陸上を頑張っ
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佳作

加美 琉成（６年生）浦和南サッカー

ぼくとサッカー

ぼくはサッカーが大好きです。たくさん練習して上手くならないときも頭
を使ったり、実際に体を動かしたりすると解決できるというところも大好き
だし、試合に負けることもあるけれども勝ったときには本当にサッカーが好
きだなと実感します。ぼくは、どんなにうまくなってもずっと上を目指し続
けるサッカー選手になりたいです。
ぼくがサッカーをやるために、お母さんたちやお父さんたち、少年団のコ
ーチたち、たくさんの大人がいろいろなことをしてくれています。ぼくはそ
ういう人たちに対して感謝することを忘れずサッカーをしています。また、
少年団の練習ではいつも本気でやっています。サッカー選手になるためには
技術、戦術、体力、メンタルをかけ算して多くすることが大切です。この四
つを全て上げていきたいです。
ぼくは低学年のころリフティングが苦手でした。本当に全然うまくできま
せんでした。でも、絶対にうまくなりたかったです。なぜかというと少年団
の友達のリフティングがうまかったからです。もっと練習しなきゃと思って
も全然できないのでつまらないと思ってしまって、なかなか練習をしません
でした。そんなころ新型コロナウイルスが流行り学校が休校になりました。
少年団の練習も無くなりました。ですが、
それはぼくにとってチャンスでした。
この何もない時間をうまく使おうと思いました。そこで毎日一人でリフティ
ングをしました。全然できなくても、足が疲れて痛くなってもとにかく毎日
やりました。自粛期間前に最高 70 回だったリフティングがどんどんできる
ようになって今では 1000 回以上できるようになりました。一番よかったこ
とは毎日練習することで自信がついたことです。時間をうまく使っていっぱ
い練習をしていけば何でもできるようなるとぼくはこの経験で学びました。
たくさん練習しても試合で負けることはあります。でも負けてもくよくよ
しないですぐに反省をし、課題を見つけ次の試合の勝ちにつなげたいです。
悔しいと思ってもくよくよしている時間はむだだと思うので、どこが悪かっ
たのかどうすればよくなるか話し合ったり、考えたりしたいです。
サッカーは主に足を使うスポーツなので難しいです。難しいからこそチャ
レンジして達成したときすごくうれしくて楽しい気持ちになります。このこ
とをみんなんに伝えてサッカーをする人がどんどん増えたらぼくはうれしい
です。
ぼくは急にうまくなってすぐにサッカー選手になることは難しいと思いま
す。でも、絶対にあきらめずに練習を続けてちょっとずつうまくなって、将
来はきっとサッカー選手になりたいです。そしてぼくらがサッカーをするた
めにがんばってくれている人たちに恩返しがしたいです。

佳作

松澤 昌之介（６年生）与野水球

僕の夢

僕の夢は、プロの水球選手になることです。
僕は、幼稚園の年少の時から水泳を始めました。小学生になって兄が水球
をしているのを見て楽しそうだったので僕も水球を始めました。週に三回水
球の練習をしているうちに試合に出るようになり、うれしさと楽しさを感じ
られるようになりました。強い選手と試合をしていく中で、日々自分が強く
なりたいと思うようになりました。そんな時日本代表選手が海外の選手と試

を増やす努力を続け、自分なりの応用ができるようにしたいです。
二つ目は、体調管理をするようにしています。自主練習やストレッチをする
だけでなく栄養バランスと体調を考えた食事をするようにしています。
三つめは、辛くてもあきらめず、がんばる心を持ち続ける努力をしています。
さらに、練習への集中力を保ち、常に頭を使って考えて判断することもして
います。
いつかプロの水球選手になって、海外の選手と戦ってみたいです。

佳作

古澤 彩音（４年生）日本空手協会 修心館空手

空手とわたし

わたしは空手を保育園の時から習い始めました。お兄ちゃんが空手を習い
始めて、わたしも毎回送りむかえについて行って、お兄ちゃんや先ぱいの練
習を見ていました。先生は少し怖そうでしたが、先生に習っていた先ぱいや
お兄ちゃんが、楽しそうで、そしてかっこ良かったので、何回か見ているう
ちに、わたしも「つき」や「けり」をできるようになりたいと思って習い始
めました。ところが、実際に始めてみると、先生のふんい気が怖く感じてし
まって、大泣きして参加できない時もありました。ですが、先生は無理に練
習をさせることもなくて、やさしく教えてくれました。そのおかげで少しず
つ空手が楽しくなって、できるわざもふえていきました。
級が上がるたびに帯の色が変わってわたしのやる気度も、ぐんぐん上がっ
ていきました。そんな時、学校の休み時間にぶつかって骨折をしてしまい、
練習ができなくなってしまいました。ずっと休まないで練習に参加していた
ので、練習に参加できないことがとてもくやしくて、いたみよりも空手の方
が気になってしかたがありませんでした。そんな時、先生がふだんの練習で
「見とりげいこも大事」と言っているのを思い出し、練習ができなくてもでき
ることは何かないかと考えました。
そこで思いついたのが、練習には参加できないけど、みんなの練習を見な
がら自分が注意しなければいけないところをノートに書くということでした。
ふだんだったら先生に教えてもらわないと分からないところも、少しはなれ
たところで見てみると、いつもだったら気づかないところも気づくことがで
きてノートにメモをすることができました。けがをしてつらいこともあった
けれど、けがをしたことで勉強できたこともありました。
練習は厳しいけれど、練習が終わった後はやさしく話しかけてくれる先生。
強く注意をされることもあるけれど、できなかったところをできるように
してくれて、できたらほめてくれる先生。
どんな時でも優しく教えてくれる先生。
空手だけではなく、まちがっているところはきちんと教えてくれる先生。
他にたくさんの先生がいつも教えてくれています。そんな先生たちのよう
にわたしもきびしくて、でもやさしくて、強いかっこいい先生になれるように、
これからも空手をがんばっていきたいです。

佳作

伊藤 洸佑（３年生）仲本ソフトボール

ぼくのゆめ

ぼくは、仲本ソフトボール少年団に入っています。今年の６月に入団した
ばかりで、三年生でチームの中では一番下の学年です。練習は先ぱいたちと
いっしょにやっていますが、し合はまだ出たことはありません。
ぼくのゆめは二つあります。まず一つ目は、少年団でピッチャーになるこ
とです。どうしてピッチャーになろうと思ったかというと東京 2020 オリン
ピックのソフトボールのし合で、後とう投手が三しんをつづけていくつも取
ってチームのピンチをしのいでいて、すごいなと思ったからです。他にも、
上野投手やふじ田投手もがんばっていて、チームがかつ事ができました。ぼ
くもチームの役に立ちたいので、ピッチャーになりたいです。
そのために練習では、ピッチャーとして大事な足のかかとのつかい方を団
長に教えていただきました。投げる時にかかとが地面からはなれてしまうと
ボールカウントになってしまいます。大切なことなので、とくに気をつけて
練習をしています。
その他にピッチャーになるためにがんばっていることは、練習が終わった
後でピッチャーの先ぱいに投げ方を教えてもらって、練習をしていることで
す。まと当て練習もいっぱいしたので、教えてもらったことが出来るように
なりました。そうしたら先ぱいに、
「上手だな」と言ってもらえて、とても
うれしかったです。ピッチャーとして速いたまを投げられるようにもっと練
習をしたいです。その次に、チェンジアップとライズボールとき本のストレ
ートの練習をして、コントロールのよいピッチャーになりたいです。そして、

クは女子チームしかないけれど、男子チームもさんか出来るようにかわると
うれしいです。
ぼくはいっぱい練習をして強くなって、後とう投手のようにオリンピック
にも出て、金メダルも取りたいです。

佳作

白石 悠悟（４年生）さ いたま市柔道連盟（正
心館 関根道場）

ぼくの夢・ぼくの一本

ぼくは、小学２年生からじゅう道を始めました。きっかけは、お母さんの
友だちがじゅう道をやってみないかとさそってくれて、体験に参加してみた
ことです。その時に前転やつなひきをやってとてもたのしかったので、じゅ
う道に入ることにしました。
じゅう道の練習になれてくると、今までは楽しくできていたのにだんだん
きびしくなってきて、練習が辛いと思うようになりました。なぜこんなに厳
しい練習をしなきゃいけないのだろうと考えました。ぼくは、し合に負けた
時にくやしくてくやしくて泣いてしまいました。でも、勝つとうれしくても
っと勝ちたいと思いました。だから勝つためには、きびしい練習をしてわざ
も心も強くならないといけないのだと思いました。だから、きびしい練習を
するのは、ぼくたちに強くなってほしいからなのだと気がつきました。
ぼくはこの前の大会で、自分より体の小さい相手にはんていで負けてしま
いました。その時は、全然わざがかけられなくて思い通りわざがかけられな
くて、どういう風にせめればいいのか、どうしたらうまくいけるのかわから
なくなってしまってこんらんしてしまいました。負けてくやしかったので、
練習では色々な人と組んでたくさん練習しています。上の学年のせんぱいた
ちにもたくさん組んでもらって色々なわざを覚えてせんぱいたちもたおした
いです。
５年生になると全国大会があり、全国大会に出るにはよせんに勝って埼玉
県で１位にならなければ出られません。ぼくは、全部のし合に勝って埼玉県
でゆう勝して全国大会に出ることがぼくの今の夢です。そして、テレビにで
てインタビューを受けたいです。
しょうらいは、もっともっと強くなって有名なじゅう道せんしゅになりた
いです。もっとたくさん練習してごはんもたくさん食べて、体を大きくして
全国大会でたくさんかてたらうれしいです。

佳作

作文コンクール
入賞作品

これから私は、中学、高校と進学していくと思います。その中で人に感謝
する気持ちを忘れずに、人を支えられるような職業につけたらいいなと思い
ます。
ケガをした時、チームメイトの支えも、もちろん、入院した時お世話にな
った先生や看護師さんのようになりたいです。そして、みんなを支えて、よ
ろこばせたいです。
最後に、ケガした時支えてくれたみんなに「ありがとう。
」と伝えたいです。

れた岩槻 AC のためにも、中学、高校、大学と陸上を続けていき、その経験

僕は夢の実現に向けて３つの意識をしながらがんばっています。
一つ目は、技術を学習したら試合で使うようにしています。そして、技術

荒木 駿（６年生）浦和別所サッカー

僕の夢

僕の夢はサッカー選手になることです。
僕がサッカー選手になりたいという夢ができたのは、小学四年生の頃です。
小学一年生の頃から公園で友達とサッカーをするのが大好きでした。
僕は初めから得意ではありませんでした。しかし、楽しくて楽しくてしか
たがなかったので公園でサッカーをたくさんしました。
小学四年生のサッカー大会の時に友達から「上手だね」と言われました。サ
ッカーが上手ではないと思っていた僕は、この言葉を聞いてとてもうれしい
と思いました。そしてもっともっと上手になってサッカー選手になりたいと
強く思いました。
小学四年生の二学期の頃には、サッカー選手になりたいという気持ちも高
まって、少年団に入ることを決めました。
少年団に入ると、周りには上手な人ばかりで少し自信を失いかけました。
でも、サッカーが大好きだし、サッカー選手の夢を簡単にあきらめたくな
かったので、一生けん命練習に取り組みました。
ある日、公園で友達とサッカーをしていた時に僕たちを見ていた小さな男
の子が「僕もあんなふうに上手になりたい」とお母さんに言っていたのを聞き、
とてもうれしくなり、サッカーを続けて良かったと思いました。
僕がサッカー選手になったら、1 人でも多くの子供たちにサッカーの魅力
を分かりやすく伝えたいです。
僕が将来サッカー選手になったときのポジションは、今のポジションと同
じキーパーをしたいと思います。なぜキーパーが良いのかと言うと、チーム
を後ろから支えて、声を出して、チームがピンチの時に一番落ち着いて冷静
にチームを救うことが出来るからです。
それからもう一つやりたいことがあります。それは、人種差別をなくすこ
とです。人々が差別を受けることなく誰でも楽しくサッカーが出来るような
活動をして、サッカーを世界中に広めたいと思います。
これからも夢に向かってがんばって行きたいです。
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小中学生等スポーツ活動事業補助金交付事業

③

「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3年度は３事業を実施しました。こ
の事業は、小・中学生等の新たなスポーツの機会や場の創出又は競技力向上を目的に、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、単年度では実施できない中期的な育成事業を行うことができます。

さいたま市ソフトボール協会

エリートジュニア育成事業
令和元年度から開始の事業で、今年が最終年（３
年目）。ソフトボールを行っている小・中学生を対象

新鮮な空気のもと、
「おはよう」の挨拶が元気の源

として同協会のインストラクターのほか、男子ソフ
トボール日本リーグ1部の埼玉県庁クラブの選手ら
の定期的・継続的な一貫した指導により、卓越した
知識・技術を備えたアスリートの育成に取り組んで
います。選抜メンバーには、オリンピック選手や日
本リーグ選手等の指導を実施して、全国大会で活

駒場ラジオ体操会
隣の子供たちも参加して、
その子供たちが前に出て体

ンド前の広場に、午前６時半、誰でも聞きなれたNHK

操をリードしてくれる姿は頼もしい可愛らしい助っ人だ。

ラジオの
「ラジオ体操」
の放送が、
スタジアムのスピー

同会のＰＲも積極的に行い、
月一回の広報誌「駒場

カーから流れる。
すでに、
広場に集まっている約４００人

だより」
の発行、
ホームページも随時アップし更新する。

もいるだろうという人びとが、
一斉にラジオ体操の放送
とともに体を動かす。
このラジオ体操のグループは、
「駒場ラジオ体操会」

また、
市に申請を出して
「長寿応援制度」
のポイント
活動を実施しているのも、参加者の楽しみの一つと
同会は、
２０２０年ラジオ体操優良団体として全国表

ジオ体操を通じて、健康維持増進と親睦を図り、活力

彰を受賞。
大浜会長は
「この受賞を機に、
体操の輪が

ある地域社会づくりに貢献することを目的に平成７年

さらに広まるように努めていきたい。新鮮な空気のも

（１９９５年）に発足。
２０２2年の1月現在では、会員は３

と、
「おはよう」
の挨拶が元気の源です。
ラジオ体操で
人々の輪をさらに大きくしたい。
」
と笑顔で話す。

人たちは、
散歩の途中の人たち、
ジョギングの人たちな

ている選手の中から県大会や市大会に入賞、もし
くは標準記録を突破した中学生世代を対象として
実績のある陸上競技経験者が指導に当たり、全国
大会で活躍できる選手の育成を目的に取り組んで
トレッチ講座なども行い、ケガの予防の指導も実
施しています。

さいたま市バドミントン協会

令和３年度から開始の事業で、所属する市内のス

れえないほど多い。原則として１年３６５日を雨の日でも

ポーツ少年団から推薦募集し、戸川力夫（公財）日

雪の日でも、
一日も欠かさずラジオ体操を行っている。

本スポーツ協会公認バドミントンコーチ（コーチ４）
を責任指導者として招き、さいたま市バドミントン

現在は、
屋外活動とはいえ
「密」
を避けるため、
雨や荒

協会のインストラクターが、それぞれアシスタント

天の日は中止にしている。
コロナ禍では、
これまでハイ

コーチとして、さらにきめの細かい指導を実践して

タッチであいさつをかわしていたのをエアタッチで笑
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令和２年度から開始の事業で、陸上競技を行っ

さいたま市小学生バドミントン強化活動

ど、
自由に誰でも参加できることから参加者は数えら

顔であいさつをかわす。
夏休みの楽しみの一つに、
近

中学生世代選抜強化練習会

います。種目毎の練習だけでなく、専門家によるス

なっている。

（大浜尚子会長）
だ。
同会は、
同公園で自由参加のラ

94名。
しかし、実際にこの時間にラジオ体操に集まる

さいたま市陸上競技協会

小中学生等育成事業
シルバーの輝き／

浦和駒場スタジアム
（駒場運動公園）
のメインスタ

躍する選手育成を図っています。

いるもの。指導は、徹底した基本の基本を忠実に技
（文・写真 村山和弘）

術指導を行い、応用技術にも対応できるようじっく
り強化育成している。
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市
ま
た
さい

スポーツ協会
加盟団体紹介

さいたま市スポーツ協会では市内で活動している競技団体が36種目あり、加盟しています。
加盟団体とは種目を代表するさいたま市単位の競技団体でスポーツに関する事業を行う団体で、所属する
上部組織が公益財団法人日本スポーツ協会または公益財団法人埼玉県スポーツ協会の加盟競技団体であるこ
とが条件となっています。加盟団体は「さいたま市における体育・スポーツを振興し、市民の健康増進と体
力向上を図り、もっと明るく活力に満ちたさいたま市民の育成に寄与することを目的とする。」の活動に賛

さいたま市陸上競技協会
キャッチフレーズ

「陸上競技の健全なる普及振興を図るとともに、市民体育の向上に寄与する。」
本年度、当協会の主催する大会は、人形の里リレーフェスティバル大会を除
いてすべてが新型コロナウイルス感染症拡大のため中止となってしまいまし
た。このような中ではありますが、夏季にオリンピックをはじめ大きな大会が
一部実施され、また市内の中高校生が関東大会や全国大会で活躍してくれたこ
とが何よりの清涼剤となりました。東京オリンピックでは岸中学校出身の橋岡
優輝君が走り幅跳びで６位入賞を果たすとともに、宮原中学校出身の鈴木碧斗
君が1600ｍリレーのアンカーを務めました。また、全国中学校大会では市内
の生徒３名が３位以内の入賞を果たしました。

問い合わせ先
担当者
電 話

池田金作
090-2230-0111

さいたま市水泳連盟
キャッチフレーズ 「泳いで鍛えよう心と体」

さいたま市水泳連盟は浦和・与野・岩槻・大宮の４支部にて活動をし、市民
体育大会水泳大会・水泳教室等を行っております。
また、日本水泳連盟泳力検定会（バッヂテスト７級から１級）を市民大会に

同し、さいたま市民体育大会や各競技団体主催大会を開催することで、市民にスポーツを通じて健康及び体

合わせて、実施をしております。この泳力検定は履歴書に書ける資格となって

力づくりの推進を行っています。

おりますので、１級を目指して日々の練習に励んでください。
さいたま市水泳連盟は水泳を通じて地域スポーツの普及に努めております。

問い合わせ先
担当者
電 話

新井
048-764-4313

加盟団体・
スポーツ少年団紹介

さいたま市サッカー協会
キャッチフレーズ 「サッカーで未来を育む」

さいたま市サッカー協会では、さいたま市内の小学生から社会人まで、各年
代のサッカー活動をサポートしています。近年では育成に力を入れており、小
学生女子の「さいたまシティサッカー夢プロジェクト」や、中学生女子の「ス
マイルプロジェクト」など、特に女子育成年代の選手が活動しやすい環境づく
りに尽力しております。引き続きサッカーのまち、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。

問い合わせ先
担当者 藤森
E-mail sec@saitamacity-fa.jp

さいたま市スキー連盟
キャッチフレーズ 「うれしい！たのしい！大スキー！」

URL：http://saitamacityskifed.web.fc2.com/
令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、多くの参
加者が見込まれる市民大会等の行事を中止としました。令和３年度は、指導員
検定受験理論講習会、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、各種スキー教室を計画していますが、新型コロナウイル
ス感染症の動向を分析し、慎重に開催可否の判断を行う所存です。

問い合わせ先
担当者 津曲裕之
電 話 090-1429-8229
E-mail aee45-s1h1@city.saitama.lg.jp
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さいたま市テニス協会

さいたま市スケート連盟

キャッチフレーズ 「来年は全国優勝目指すぞ！！」

キャッチフレーズ 「楽しく体感（体幹）アイススケート‼」

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
しています。会員数5000人を超える団体で年間、競技部が10大会以上、普及
部が多くの教室を運営・協力しております。
2021年度は最大限の注意をはらい開催させていただいております。
今年度は県の代表として第44回全日本都市対抗テニス栃木大会へ参加し全
国ベスト８に進出いたしました。また、市の代表としてねんりんピック岐阜テ
ニス交流大会に出場予定でしたが、残念ながら今年度もコロナの関連で中止と
なりました。

問い合わせ先
担当者 小林一幸
E-mail info@saitamacityta.jp

さいたま市バレーボール連盟
キャッチフレーズ 「Enjoy

生涯スポーツとして会員37名でスケートの普及活動と選手育
成を行っています。
沼影スケート場の12月初心者教室と１月頃の講習会では小学
生から大人まで大勢参加いただき、最後には皆さん滑れるよう
になり大変喜ばれています。
２月にはフィギュアスケート演技やホッケーシュート、そり等
が楽しめるフェスティバルもあります。是非ご参加ください！
コロナ感染防止の為中止になった活動もありましたが、コロナ対策を徹底し
て安全第一を念頭に活動を進めていきます。

本協会はジュニアウエイトリフティング教室を開催しています。令和３年度

さいたま市バレーボール連盟は小学生・高校生・一般男女・ファミリー・家

は小学生４名、中学生７名が在籍しています（男女問いません）。また大人も

庭婦人迄幅広い年齢層の方々にバレーボールを楽しんでいただいております

可です。小中学生は成長に合わせて、体幹やスピード、柔軟性などを鍛えなが

が、コロナの影響で昨年・一昨年と予定した大会を開催できませんでした。大

らトレーニングできます。記録の向上と大会出場が目標です。習い事の１つと

会再開の折には皆様のご参加お待ちしております。

して考えていただけたら良いかと思います。毎週日曜日の午前２時間、浦和総

問い合わせ先
担当者
電 話

合運動公園野球場トレーニング室で行っています。

小野瀬義弘
090-3228-4278

キャッチフレーズ 「
“跳んで”さいたま～さいたまから世界へ～」

さいたま市体操協会では、年に１度の市民大会体操競技会、４日×３回の体

今年度は残念ながら中止となりましたが、例年行っている市民大会は、新

操教室、そして体操講習会を実施しております。運動の基本ともなる体操を幼

チームの力を試す良い機会であるとともに、中高交流の場としても貴重な大会

児から競技者、そして指導者の普及、育成を目指し活動をしております。初心

となっています。

者には、体操の楽しさを伝えるとともに、多くの成功体験をしてもらうよう指

さいたま市には日本代表選手を輩出している浦和学院高校や、浦和実業高

導しています。選手・競技者には、１人１人に合った目標をしっかりと立て

校、埼玉栄高校など、全国大会でも活躍するチームが多く所属しています。中

と思います。

問い合わせ先
担当者
電 話

山田恭史
090-2327-6020

さいたま市バスケットボール協会

学校、小学生ハンドも県内外の大会で上位の成績を残しており、連盟として今
後もハンドボールの普及に努めてまいります。

担当者
電 話

宇野
048-623-7329

キャッチフレーズ 「夢膨らむソフトテニス」

URL:http://saitama-basketball.net/

当連盟は、大会の開催、ソフトテニスの普及活動、選手の強化、審判員の養

当協会は、さいたま市の合併に伴い平成13年12月15日に設立されました。

成に取り組んでいます。

バスケットボールの普及発展と会員相互の親睦を深め「明るい社会の建設に寄

大会には幅広く参加できるように工夫をし、普及活動においてはメーカーと

与する事」を目標として定めており、春の市民大会、秋季大会、シニア大会の

協力し、トッププレーヤーから直接指導を受け、興味を深めていただき、ソフ

開催のほか、年に一度のフェスティバルを企画運営しています。ミニからシニ

トテニスに親しむ方が増えていくように力を入れています。

問い合わせ先
担当者 能森
協会ホームページまで
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問い合わせ先

さいたま市ソフトテニス連盟

キャッチフレーズ 「いきいき生涯バスケット」

アまで、世代を超えた生涯バスケットの場づくりを目指しています。

数野裕之
090-8516-3450

さいたま市ハンドボール連盟

キャッチフレーズ 「楽しく始めよう、体操！」

市の体操ができる環境を考え、多くの人に体操が楽しめる活動をしていきたい

問い合わせ先
担当者
電 話

加盟団体・
スポーツ少年団紹介

さいたま市体操協会

て、何事も基礎が大切であるということを伝えています。これからもさいたま

岩出光江
048-624-1073

キャッチフレーズ 「君の思いをバーベルに乗せて」

URL:https://saitamashi-vb.net

また、昨年度より大会等の情報検索や参加申込をホームページからも行える

担当者
電 話

さいたま市ウエイトリフティング協会

volleyball」

ようになりましたのでご利用ください。

問い合わせ先

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。

問い合わせ先
担当者 吉川洋一
電 話 090-4734-7100
E-mail yoshikawa@wakakusa-kai.com
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さいたま市卓球協会

さいたま市柔道連盟
キャッチフレーズ 「生涯柔道を続けよう‼」

キャッチフレーズ

「子供から大人まで同じテーブルで楽しめる」スポーツ

さいたま市は人口が多いため、今までは北部地区（旧大宮市と岩槻市）と

URL:http://saitamasitta.jp/

南部地区（旧浦和市と与野市）が別々に活動していましたが、平成27年度よ

R３年度登録会員は73団体（個人会員含む）約1000名、市内高校34校約

り、さいたま市柔道連盟として活動しています。毎年11月には恒例のさいた

400名で構成されております。

ま市民大会柔道大会が園児やお母さん、成人一般の選手が多数参加して稽古の

今年度は昨年より新型コロナウイルス感染拡大の為、前半の大会は中止と致
しました。９月以降の大会は実施の予定です。詳しくは当協会のホームページ
で確認できますのでよろしくお願いいたします。

成果を発揮して熱気あふれる大会となっています。

問い合わせ先
担当者
電 話

赤岩敦夫
048-663-2563

さいたま市野球連盟連合会

柔道の楽しさを伝えるとともに、基本的な礼儀をしっかりと身につけられる
よう、１人１人に向き合って指導を行っています。

問い合わせ先
担当者 関根孝
電 話 090-4208-1324
E-mail saikita.judo@gmail.com

さいたま市ソフトボール協会

キャッチフレーズ 「野球・野球・野球」

キャッチフレーズ 「生涯スポーツとしてのソフトボール」

野球連盟連合会は、旧浦和・大宮・与野・岩槻市の野球連盟で構成されてい

登録200チーム、登録者4,800人の老若男女がソフトボールを生涯スポーツ

る団体です。現在、各支部では野球人口の減少に伴って所属チームが年々少な

として楽しんでおります。一般男子１部、一般男子２部、一般男子３部、壮

くなっています。連合会としては年１回、市民体育大会を兼ねた連合会会長杯

年、実年、シニア、ハイシニア、レディース、小学生男子の９カテゴリーで大

（一般の部、少年の部、学童の部）を開催しています。また、夏季には一般人

会を行っています。詳細につきましては「さいたま市ソフトボール協会」ホー

の大会で、埼玉県下選抜軟式野球大会市予選会。他には、各支部（浦和、大

ムページをご覧ください。 ソフトボールを楽しみたい方のご連絡をお待ちし

宮、与野、岩槻）独自の大会を開催しています。野球が好きで興味のあるチー
ムの方々の入会を随時募集しています。是非御参加を検討ください。又、野球
の審判に興味のある方は、是非お問合せ下さい。

問い合わせ先
担当者
電 話

ております。

眞嶋
048-683-5550
加盟団体・
スポーツ少年団紹介

さいたま市相撲連盟

問い合わせ先
担当者
電 話

榑沼
080-2382-5705

さいたま市バドミントン協会

キャッチフレーズ 「相撲で集中力を鍛えよう」

キャッチフレーズ 「ベストパフォーマンス de ベストショット」

https://saitama-city-sumou.jimdo.com/

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

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・

SNS: Twittercom/saitamacitybad

学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お

バドミントン協会では年間春季、市民体育大会、会長杯等の一般向け大会を

ります。

年間７回程度予定しております。試合以外では、ジュニア教室やスキルアップ

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名の出
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。

教室を実施しており初心者〜経験者の方も楽しみながら参加できる教室を開催

問い合わせ先
担当者 漆原誠 電 話 048-831-0404
E-mail saitama.city.sumou@gmail.com
Twitter @Saitama_Sumou

さいたま市フェンシング連盟
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、当連盟では３
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楽し
く試合をしています。
大学生4000円

会場：与野西中学校武道場

高校生3000円

中学生2500円

問い合わせ先
担当者 森角
E-mail morizumitds@icloud.com
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待ちしております。

担当者 守屋忠司
電 話 090-864-3313
E-mail moriya@saitamacity-bad.com

キャッチフレーズ 「弓道は平常心と真善美」

種目とも練習可能です。中学生以上の老若男女で楽しく活動しています。例年

年会費：一般5000円

催を行っています。ぜひバドミントン愛好者の多くの教室や大会への参加をお

問い合わせ先

さいたま市弓道連盟

キャッチフレーズ 「フルーレ？エペ？サーブル？」

活動日：毎週月曜（除;祝日）19:00〜21:00

しております。また、公民館や他団体からの依頼を受けバドミントン教室の開

さいたま市弓道連盟は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事、監事の役員と、一般会
員数585名、高校19校、大学２校で構成されています。
一般は以下の道場にて活動をしています。
１．大宮弓武会（大宮武道館）
２．駒場弓友会（浦和駒場体育館）
３．記念彩弓会（サイデン科学アリーナ）
４．岩槻弓道会（岩槻体育館）
５．与野弓道会（与野高校）
活動としては、以下の射会・講習会と弓道教室等を行い全国大会・県体での活躍をしています。
１．講習会（高校生、弐段以下、三・四段、称号者別）
２．射会（高校生大会、県体・武道大会、市民大会、納射・新年初射会）
３．弓道教室（各団体で毎年実施）

問い合わせ先
担当者 廣川哲次
電 話 090-2316-0306
E-mail hiro19500831@yahoo.co.jp
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さいたま市剣道連盟

さいたま市射撃連盟
キャッチフレーズ 「幅広い年齢で楽しめる生涯スポーツ」

キャッチフレーズ 「日本の伝統文化の継承」

さいたま市剣道連盟では、剣道を通じ礼節及び品位と精神を学び、心身の鍛
錬と青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に邁進
してまいります。
≪主な活動≫
４月：全国健康福祉祭（ねんりんピック）への選手選考大会
４月：成人剣道大会（年齢別）
９月：市内小・中学生を対象とした市民剣道大会
通年：中学生の強化稽古会等

クレー射撃は直径11cmのクレーを散弾銃で撃ち落とすスポーツです。
クレー射撃は生涯スポーツとして行える競技でレジャー感覚で楽しめます。
国体選手の平均年齢は58歳程度で70歳以上の方も多数参加しております。
技術を上げて公式戦に出るようになると国体や国際大会にも参加ができ競技
の最高峰はオリンピックとなります。

問い合わせ先
担当者
電 話

中村
090-8743-3895

クレー射撃をするためには、ライセンスを取得する必要があります。まず
は、お問い合わせいただいて、見学に来てみてください。

さいたま市ラグビーフットボール協会

キャッチフレーズ 「好奇心から向上心へ」

「幼稚園児から80歳超の元気な大先輩まで、一緒にラグビーを楽しめ

なぎなたは、日本の武道として歴史と共に発展してきたもので、

る。」そんな場の提供をサポートしていきます。活動は、小学生のラグビース

現代は競技スポーツとしても行われています。

クール。高校のラグビー部。そして40歳以上のクラブチーム。年齢層は幅広

競技には演技（形）と試合（防具を着ける）があります。小学生

いですが、ラグビーという一つのスポーツでつながっています。協会として初

から80歳代まで幅広く目標に応じた稽古をしています。

心者の体験教室やルール教室を開催し、プレーヤーだけでなく、ファンを増や

市内にある支部では初心者教室も毎年開催しています。ご興味の

問い合わせ先

ある方、お気軽にご連絡ください。

さいたま市少林寺拳法協会

キャッチフレーズ 「里山からヒマラヤまで」

キャッチフレーズ 「少林寺拳法は「人づくりの行」

さいたま市山岳連盟は現在７団体が所属し、「里山からヒマラヤまで」の

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

キャッチフレーズのもと幅広い山仲間が集う団体です。自然保護活動やスポー

『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、共

ツクライミングなども行いながら、安全登山を心掛け登山技術の向上を目指し

に幸せに生きるための道を説いています。技術的には突き・蹴り・受けなどの

ています。また市民向けにハイキングや安全登山講習会も実施し、多くの方々

「剛法」と抜き・投げ・固めなどの「柔法」を巧みに組み合わせた剛柔一体の

が楽しく安全に山や自然を楽しめるよう、お手伝いさせていただく活動をおこ

技となっています。

問い合わせ先
担当者 安島雅文
電 話 048-885-1049
E-mail masabumi12@jcom.home.ne.jp

市内に道場は７つあり、体験をしていただけます。ご興味のある方は、お気
軽にお問い合わせください。

さいたま市空手道連盟

問い合わせ先
担当者
電 話

梶谷憲皇
090-9002-0195

さいたま市ゲートボール連盟

キャッチフレーズ 「空手道で生涯スポーツ！」

キャッチフレーズ 「頭を使い適度な運動」

さいたま市空手道連盟は、幅広い年齢層の方々が所属し、それぞれの道場で

浦和・与野・大宮・岩槻の４地域の競技団体です。会員の健康・親睦・脳ト

心と身体を鍛えています。例年、各地区（浦和・与野・大宮・岩槻）の大会と

レ等、生涯スポーツとして活動しています。昨年来のコロナ禍により、あらゆ

「さいたま市民大会」を開催しています。今年度はコロナ禍ではありましたが

る大会が、中止・延期となりました。

感染防止対策を徹底して岩槻大会と浦和大会を開催し、それぞれの大会で100

コロナ禍が収まり次第、全ての活動が再開する事と思います。

名余りの参加者が技を競いました。子供達には、練習を通して自ら考える力を

老若男女一緒にプレーできます。小・中・高校生でも、全国大会・県・北関

育てることを心がけて指導しています。一人でも複数人でも、各人の体力に合

東・支部・市連・シルバー・ジュニア大会等、盛り沢山の大会に出場できま
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さいたま市山岳連盟

わせて行えるのが空手道競技です。是非体験してみてください。

問い合わせ先
担当者 帆足和之
電 話 048-861-2345
E-mail Kaikei-k-hoashi@jcom.home.ne.jp

担当者 廣本
E-mail k.hiromoto@towa-tsushin.co.jp

なっています。

担当者 小林
電 話 048-822-6245
E-mail yoichi@gunshop-urawa.co.jp

さいたま市なぎなた連盟

キャッチフレーズ 「ラグビーを楽しもう」

すための普及活動もおこなっています。

問い合わせ先

問い合わせ先
担当者 天野尚文
E-mail marun202g@gmail.com

す。昨今会員が減少、会員募集を行っています。ぜひ、入会お待ちしておりま
す。

問い合わせ先
担当者 武田一郎
電 話 090-6793-8926
E-mail ichitln@yahoo.co.jp
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さいたま市太極拳連盟

さいたま市合気道連盟

キャッチフレーズ 「免疫力 UP、転倒予防の太極拳を始めましょう」

キャッチフレーズ 「毎日活き活き、命の力を高めよう！」

年齢を問わず愛好者の増えている太極拳です。筋肉を沢山使うスポーツと違

・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

い、意識をもって体を動かすといった、気功的な要素が大きい運動です。全身

のない平和な心・強い精神と体を育みます。

を緩めて使うことでバランスの良いからだを作ります。呼吸を重視する動きは

・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

免疫力も高め、今まさに必要とされている要素をたくさん備えているといえる

果、相手が自然と倒れてしまうのです。

でしょう。是非、太極拳を体験してみてください。ご連絡をお待ちしていま
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

問い合わせ先
担当者 平田京子
E-mail irikyon@hotmail.co.jp

さいたま市ゴルフ協会

問い合わせ先
担当者
電 話

横島
090-1880-3000

問い合わせ先
担当者 井上雅也
電 話 048-854-5561（与野八幡小学校）
加盟団体・
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キャッチフレーズ 「安全・安心な大会運営と授業力向上」

問い合わせ先
担当者 今井剛
E-mail powertsuyo@gmail.com

さいたま市トランポリン協会

コロナ禍における制限や対応を要する中、工夫しながら保健体育の研究を推進し、
中学校保健体育の発展・振興を期する多様な事業を展開しています。
１ 保健体育科教員の研修
○研修会及び授業発表
○県中学校体育授業研究会（11/12三橋中：器械運動）
２ 市体育大会の企画運営
○市学校総合体育大会
○市新人体育大会（中止）
○夏季・冬季体育大会
○駅伝競走大会 等
３ 保健体育研究会・講習会
○運動部活動指導者講習会（夏季休業中）
○保健体育研究報告会（２月）

問い合わせ先
担当者 浅野克裕（市立大成中学校）
電 話 048-663-1008
E-mail onari-j@saitama.city.ed.jp

さいたま市エアロビック連盟
キャッチフレーズ 「華麗に舞え！エアロビック」

キャッチフレーズ 「雲の上まで Let's jump」
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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 体育授業等の研究推進
② 児童の体力向上を目指す取組の実践
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、「オールさいたま」の思いを胸に、加盟する104校の小学
校が一丸となって活動しています。

さいたま市中学校体育連盟

キャッチフレーズ 「デビューに年齢は関係ない」

みなさん！！
あの雲に乗ってみたいな〜と思った事はありませんか？そんな気持ちを叶えてくれ
るのがトランポリンです！自分の力では上がれない高さまでジャンプした時の気分は最
高！笑顔になれます！
トランポリン協会では、楽しく跳ぶ事を目的としている初心者や障がい者教室、オリ
ンピック種目でもある、個人やシンクロで競い合う大会、全国共通バッジテスト会など
開催しています。
また、他のスポーツでも必要とされる空中感覚の育成を目指したエアリアルトレーニ
ングなど幅広い活動のサポートもしています。
体1つで楽しく体験できるスポーツですので気になる方は是非お問い合わせください。

担当者 大北純一
E-mail aikiohkitaj@yahoo.co.jp

キャッチフレーズ 「運動好きな児童いっぱいのさいたま市に！」

さいたま市パワーリフティング協会
コロナ渦の中、当協会は例年通りの「第19回さいたま市ベンチプレス選手
権大会」「第18回さいたま市パワーリフティング選手権大会」を無事終了す
ることができました。新型コロナの感染拡大防止を徹底した為、無観客試合と
なり、盛況的には残念でしたが事故・感染者も出さなかったことが運営側の責
任を果たせたと思っております。
パワーリフティングは、日頃のウェイトトレーニングであるスクワット・ベ
ンチプレス・デッドリフトの３種目での合計重量で競います。各３試験行いま
すが、１種目でも失敗すると失格になるので、強い選手が負けてしまう波乱が
あります。
興味がありましたら、気軽にお問い合わせください。

・活動場所は、市内、近隣の武道館や体育館などの公共施設・その他です。

問い合わせ先

さいたま市小学校体育連盟

キャッチフレーズ 「ゴルフ好き、みんな集まれ！！」

さいたま市在住、在勤の方でルール、マナーを心得ている方ならどなたでも
入会できます。年会費は3000円です。さいたま市ゴルフ協会のホームページ
から申込書をダウンロードして事務局宛にお申込みください。
URL：www.saitamashi-golf.jp/
〇年間４回の研修会・勉強会
参加者のべ300名
〇市民体育大会ゴルフ大会（大宮国際CC）
参加者 200名
〇埼玉県市町村対抗ゴルフ大会への選手派遣 霞ヶ関ＣＣ
〇全国健康福祉祭ねんりんピックへの選手派遣
〇スポーツ協会、ゴルフ協会関連行事へのボランティア活動

つ老若男女が楽しめる武道です。
・小さなお子さんから高齢者に至るまで、幅広い年齢層が活動しております。

当連盟は、愛好家に競技エアロビック、エアロビクス、等のレッスン提供が
主な事業です。他県内外への選手の大会派遣も行っております。
また、県内最大のイベント「サイタマカップダンスフェスティバル」の実施
協力も行ってきました。（写真は19年さいたま芸劇於）

問い合わせ先
担当者 上田
E-mail
saitama.trampoline@gmail.com

新型コロナの影響で2年間開催できませんでしたが、来年は当連盟が主管と
なり、大宮区新レイボックホールにて、7月10日に25回目の記念大会を予定
しております。

問い合わせ先
担当者 三枝
電 話 090-5787-4078
E-mail saitama.aerobic@gmail.com
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サッカー部会

スポーツ協会
スポーツ少年団紹介

スポーツ少年団は、1964年東京五輪のレガシー

キャッチフレーズ 「エンジョイ

SOCCER ！！」

コロナ過の中、団活動ができない時期もありましたが、与えられた環境の
中、各種大会に向けグランド狭しと元気いっぱい練習や試合に取り組んでいま
す。
さて、皆さんご承知と思いますが、サッカー日本代表はカタールワールド
カップアジア最終予選を戦っています。残念ながらその戦いも非常に厳しいも
のになっていますが、是非、ワールドカップ出場を勝ち取って欲しいと思いま
す。そして、その日本代表には少年団出身の選手も選出されています。みんな
で応援しよう。

問い合わせ先
担当者 町田章司
電 話 048-873-4318
E-mail shouji9@jcom.home.ne.jp

バスケットボール部会

日本スポーツ少年団は、昭和39年（1964年）に開催された東京オリンピック競技大会に先立ち、「オリンピッ
ク青少年運動」の一環として、昭和37年（1962年）「スポーツによる青少年の健全育成」を目的に創設された、
まさに東京オリンピック（昭和39年開催）のレガシーです。

キャッチフレーズ 「友情・ほほえみ・フェアプレー」

令和３年度は63団が加盟。2,000名を超える団員が感染対策をしながら活動
をスタートしました。

さいたま市スポーツ少年団は、平成14年4月1日に設立され、現在、単位団数238団、指導者2,549人、団員
7,649人と、全国でも有数の規模を誇る団体となっています。

７月に東京オリンピックが開催され、バスケットボール女子が銀メダルに輝
き、ミニバスを楽しむ子ども達に夢や希望を与えてくれました。パラリンピッ
クの車椅子バスケットのプレーは大きな感動を生み、多くの人がバスケット
ボールへの関心を持ったことでしょう。この流れを活かしバスケットボール部
会を盛り上げたいと思います。

スポーツ少年団におけるスポーツ活動

問い合わせ先
URL
http://www.ms-smbba.sakura.ne.jp/
フォームメールまで

ジュニアスポーツは身体運動をともなった「遊び」を中心とするものといわれ、誰からも指示されるものでな
達にあった身体運動を展開し、さらに、協調性や創造性、生きるうえで基本となる豊かな情操を養うなどの素晴ら
しい効果をもたらします。この「遊び」の概念をスポーツに取り入れ、スポーツを通した青少年の健全育成に取り
組んでいるのがスポーツ少年団です。
スポーツ少年団では、近年、「勝利至上主義」の問題があげられています。スポーツをやる以上、勝ち負けは避け
・ ・

てとおれない結果です。「勝つことを目標」に日頃から活動することは当然のことですが、「勝つためだけ」に活動
をすることは子どもたちに心身ともに悪い影響を与えてしまいます。スポーツ少年団は、子どもたちがこれから始ま
る長い人生の中で、心身ともに重要な成長期を担う団体として、ふさわしい活動プログラムを用意しています。

野球部会
キャッチフレーズ 「輝け！未来の大谷翔平選手！」

コロナ禍で思うように活動できない時、オリンピックでの野球金メダル、メ
ジャーリーグでの大谷翔平選手の活躍は、子どもたちにとって夢と希望とな
り、子どもたちはいつも目を輝かせて野球に取り組んでいました。
野球部会では、活動の感染予防ガイドラインを作成し、全指導者の理解の
基、サークル全体の活動方針として実行しています。これからも、部会一体と
なり、未来ある子どもたちのために努めてまいります。入団希望の方は、お近
くのチームへお問い合わせください。

日本スポーツ少年団団員綱領

日本スポーツ少年団指導者綱領

1. わたくしたちは、スポーツをとおして健康なからだと
心を養います。

1. わたくしたちは、次の時代を担う子どもたちの健全育成
のために努力します。

1. わたくしたちは、ルールを守り、他人に迷惑をかけない、
りっぱな人間になります。

1. わたくしたちは、スポーツのもつ教育的役割を果たすた
めに努力します。

1. わたくしたちは、スポーツによって、自分の力を伸ばす
努力をします。

1. わたくしたちは、子どもたちのもつ無限の可能性を開発
するために努力します。

1. わたくしたちは、スポーツのよろこびを学び、友情と
協力を大切にします。

1. わたくしたちは、つねに愛情と英知をもって子どもたち
と行動するよう努力します。

1. わたくしたちは、スポーツをとおして世界中の友だちと
力をあわせ、平和な世界をつくります。

1. わたくしたちは、スポーツを愛する仲間とともに世界の
平和を築くために努力します。
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く、そこには自由な歓びと楽しさがなくてはなりません。子どもたちは、その「遊び」の中で自然に自分の発育発

問い合わせ先
担当者
電 話

今古賀栄司
090-7901-0624

ソフトボール部会
キャッチフレーズ 「ソフトボールに全集中！！」

ソフトボール部会に所属する少年団チーム数は９チームあります。活動内容
としては少年団主催の公式戦として春季大会、秋季大会、部会長杯大会及び５
年生以下の新人戦があり、オプションとして県南交流戦及び６年生お別れ親善
交流試合があります。この他にも県大会、全国大会に繋がる大会もあります。
課題としてはチーム数が増えないのと、各チームの団員不足です。各チーム
は体験会やイベントを実施して新入部員の確保に努力しています。東京オリン
ピックで女子ソフトが金メダルを取得しましたのでこれを契機に少しでもソフ
トボールに興味もってくれる事を期待しております。

問い合わせ先
担当者 加賀見優
電 話 090-2305-6155
E-mail Ka07ga22mi@yahoo.co.jp
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空手道部会

バドミントン部会

キャッチフレーズ 「身体と心を楽しくみがこう！」

キャッチフレーズ 「バドミントンで楽しい仲間作り」

さいたま市内各地域で指導者の下、基本・形・組手の三位一体の修練に励ん

さいたま市バドミントンスポーツ少年団は、中央区２団、浦和区２団、桜区

でいます。勝負にこだわらず地味な稽古を通じ、気力・体力・精神力・友情を

１団あります。

蓄積することでそれが年輪となり、風雪に耐え、家庭・地域・学校等で有形無

バドミントン活動は、各チーム日時等が違います。

形のかたちで発揮し、成長の糧となり、文武両道を旨とし、活動しています。

小学１年生から６年生まで募集をしております。

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、
普及発展に寄与します。

問い合わせ先
担当者
電 話

神田修
048-866-1200

興味がありましたら、お近くの活動している体育館へ見学にきてください。
与野本町小、与野上落合小、与野体育館、本太小、駒場体育館、土合小など
の体育館で活動しております。
さいたま市少年団のバドミントン大会は、秋の市民体育大会、春は交流大
会、日頃の練習成果を十分に発揮し大会に挑んでおります。

バレーボール部会

陸上部会

キャッチフレーズ 「家族で一生涯楽しめるバレーボール」

キャッチフレーズ 「運動が苦手な子から得意な子までみんなが楽しめる陸上クラブ」

本年は東京オリンピックも無事に開催でき、スポーツの発展に寄与できたと

当クラブは5,6年生を対象としたクラブで、長距離、短距離、走り幅跳び、

思います。緊急宣言解除から大会も今までとは違う感染予防を実施しながらの

リレーなどの練習を行っています。例年であれば、年5回の大会、合宿等のイ

大会となりました。

ベントがありますが、今年度は中止になるものもありました。

団員も今まで練習を発揮できる機会に恵まれ良かったと思います。
バレーボール部会はバレーボールの楽しさを知り体験できるよう各団体で体
験会やバレーボール教室を実施しバレーボーラーの拡大に努め活動を行ってお
ります。市内の子供たちの元気な声が聞ける大会を数多く開催できるよう部会
として活動しております。

そのような中でも、子供達は残りの大会や団長杯に向けてモチベーションを

問い合わせ先
担当者 星野享弘
電 話 090-8749-9015
E-mail Takahiro84029@yahoo.co.jp

落とさずに活動しています。一人一人が目標に向かって、感染予防対策をしな
がら、練習に励んでいます。
活動場所：駒場スタジアム
活動日：月3回（日曜日）
活動時間：9：30〜11：30

キャッチフレーズ 「楽しく体力づくり」

現在、当部会はソフトテニスを通じて子供たちの健やかな成長をめざして活

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

動しています。

少年団、土呂体操スポーツ少年団の２団体があります。体力づくりの基本か

当部会主管の大会として、市内大会や市外の少年団を招待した交流大会を開

ら、各大会出場を目指す小中学生が元気に活動しています。毎年さいたま市民

催。新型コロナ感染防止対策についても充分に注意を払いつつ、安全かつフレ

体育大会体操競技選手権大会や埼玉県スポーツ少年団体操競技交流大会はじめ

す。卒団生がソフトテニスを続けて中学、高校等で活躍する姿、他の分野で活
躍する姿に喜びを感じつつ、子供たちの育成のサポートをしております。

問い合わせ先
担当者 沼沢晃
電 話 090-5402-7648
E-mail
urawa.mutsumi.jr@jcom.home.ne.jp

柔道部会
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担当者
電 話

小池昭
090-3960-1892

現在、幼稚園児から中学３年生まで400名を超える生徒達と約100名の指導
者が一体となって毎週日曜日の午後ラグビーを無心に楽しみながら、お互い成

柔道を通じて地域の青少年健全育成のために現在約60名の団員で活動して

たはブログをご覧ください。なお、新規入会も随時受け付けております。

問い合わせ先

浦和ラグビースクールは1984年創立。創立38年目を迎えます。

『岩槻柔道双葉会』です。

ら、みんな元気に稽古に励んでいます。活動内容の詳細は、ホームページ、ま

んでいます。

キャッチフレーズ 「礼儀・勇気・思いやり」

URL：http://futabakai-judo.com

戦、個人戦で多くの入賞実績があります。引き続きコロナ感染対策をしなが

全国クラスの大会まで、出場を目標に日々各小中学校の体育館で練習に取り組

ラグビー部会

キャッチフレーズ 「つよくなって、やさしくなろう！」

います。週３回の稽古と数々の大会に参加しています。過去の大会では団体

担当者 村上雅子
E-mail urawajac.2021@gmail.com

体操部会

キャッチフレーズ 「元気！笑顔！誠実！」

ソフトテニスは子供から年配の方まで生涯楽しめるアマチュアスポーツで

問い合わせ先

加盟団体・
スポーツ少年団紹介

ソフトテニス部会

ンドリーな大会運営に努めています。

問い合わせ先
担当者 新井正明
電 話 090-3314-8599
E-mail saitamacibad@jcom.home.ne.jp

長をすることを目的に活動しております。

問い合わせ先
担当者 岩﨑英男
電 話 090-8946-5980
E-mail info@futabakai-judo.com
SNS https://ameblo.jp/futabakai-judo

おかげ様で関東屈指の規模を誇る大所帯のラグビースクールとなりました。
メンバーは多くなろうとも、スクール創立時の三信条、「礼儀、勇気、思いや
り」を忘れずに活動を邁進致します。

問い合わせ先
担当者 池田宏
電 話 080-3362-4120
E-mail Ike1964wu@i.softbank.jp
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スポ少部会訪問しました!! ②
水球部会
キャッチフレーズ 「一緒に目指そう全国大会」

ラグビー部会

URL：https://www.facebook.com/yonowaterpolo/
水球は水の中で、片手でボールを扱う球技で、とても珍しい競技です。泳げ
ることが基本となりますが、体の大きさが他競技ほど影響されないので誰にで

浦和ラグビースクールスポーツ少年団

も活躍するチャンスがあります。与野水球クラブでは、興味のある小学生、中
学生（1年生まで）を募集しています。体験は随時受けておりますのでご希望
の方は連絡お待ちしています。活動日は水・金・日、（7月第2週〜8/26まで
は木曜日以外毎日）です。お電話・メールお待ちしています。

問い合わせ先
担当者 稲垣徹
電 話 090-9834-4489
E-mail yonowpc@yahoo.co.jp

スポーツチャンバラ部会
キャッチフレーズ 「生涯スポーツ

ｽﾎﾟｰﾂﾁｬﾝﾊﾞﾗ」

春と秋の年２回、さいたま市少年少女大会を開催しております。埼玉県大会
を目標に日々練習に励んでおります。体を動かすことが苦手な子どもが１・２
年続けることでしなやかな動きになっていく姿を見るのはとてもうれしいこと
です。
今年度はコロナ禍のため、大会を開催することができませんでした。活動を
行う際には、アルコール消毒、検温、部屋の換気等に注意して子ども達を迎え
ております。笑顔であいさつができること、子ども同士や子どもと指導者が心
からスポーツチャンバラを楽しむ場があることに感謝しております。

問い合わせ先
担当者
電 話

鈴木宏子
048-864-1359

「礼儀・勇気・おもいやり」をモットーに、1984年に
少人数でスタートし、ラグビーW杯の影響もあり、現
在400人が所属している。練習場所のさいたま市浦和
区大原の
「大原スポーツ広場」
では、練習前に大勢の少
年ラガーマンが一列になり、グラウンドに向かい礼を
する。スクール長の池田宏さんは「礼儀は、ラグビー
では相手を尊重し、相手や指導者、グラウンドなどに
スポーツ少年団特集

きちんとあいさつできる子供を育てている。また、勇
気はラグビーのプレーでは自分に打ち勝って、自分の
役割を果たす、それには勇気が必要。とくにチームの
対戦相手に感謝し、困った人がいれば助けるという、
おもいやりが大切だ。
」として、3つのモットーを書い
たチームの横断幕をつくり、全面的に活動に打ち出し

うか」など子供たちに技術ばかりではなく「落ちこぼ

ている。

れ」をつくらぬよう「目利き」をしっかりし、安全に配

指導者は、経験者ばかりではなく、自分の子供の入
団と共に参加する父親コーチも多い。特に指導者には
「途中から入団した子供たちが、気後れしているかど

慮し、常に公平な目線で子供たちを見てほしいと話し
ているという。
同少年団では、学年ごとのカテゴリーに分かれて練
習し、「社会のルールを含めたすべてのルールを守ろ
う、ＯＮとＯＦＦのメリハリをつけようと、人に迷惑
をかけない」ことをことあるごとに子供たちに話して
いる。
最後にスクールについて池田さんは「ラグビーとい
うコンテンツをつかってみんなで一つのことをする楽
しさ、学校外の友達もできる。このスクールで、礼儀、
勇気、おもいやりをラグビーをしながら、学んでほし
い。夢は、この少年団から、Ｗ杯の出場選手が出てほ
しい」
と練習する子供たちを見ながら微笑んだ。
（文・写真
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村山和弘）
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コロナ禍での活動は、指導者・保護者間での共通理解が重要です。
コロナ禍でのスポーツ少年団活動では、いろいろな制約の中での活動となります。競技種目
によっても違いますし、活動する人数、練習・試合方法など、その時々の感染状況によっても

旧認定員資格をお持ちだった指導者へ！

「JSPO公認コーチングアシスタント」への移行はお済ですか？
スポーツ少年団の指導者制度の変更改訂により、平成31（令和元）年度をもって、スポーツ少年団の指導者資格で

大きく左右されます。
そんな中、一番重要になってくるのは、活動について指導者と保護者を中心にした母集団と

あった「認定員」は廃止となりました。それに伴い、スポーツ少年団の指導者として登録するには、
「JSPO（日本スポー

の共通理解です。感染に対する考えは人それぞれですが、単位団内で感染防止対策や練習に参

ツ協会）公認指導者資格」の保有が必要となります。平成31（令和元）年度に「認定員」の資格を保有し、登録していた

加希望しない団員への対応など、指導者・スタッフ、保護者でのコンセンサスを十分とってい

指導者は、WEBでの申請と登録手続きをすることで、JSPO（日本スポーツ協会）公認指導者資格の「コーチングア

ただき、風通しの良い団運営をお願いします。また、活動の際は利用する施設のルールや方針、

シスタント」へ資格移行することができ、この資格の保有によって指導者として登録を継続することができます。

各競技団体のガイドラインを遵守してください。

移行するためには、認定員の資格を取っ

おめでとうございます！

た時に発行された「スポーツ少年団認定員

12月18日
（土）
、埼玉県スポーツ総合センター
（上尾市）において、埼玉県スポー

ムの氏名、認定員番号が記載された画面の

た2名の指導者への伝達、埼玉県スポーツ少年団表彰を受けられた14名の指導者
へ表彰状と記念品が授与されました。

まず、日本スポーツ協会の「指導者マ
or.jp）にアクセスし、自分のマイページを

に顕著な功績のある方で、埼玉県からは5名の方に贈られました。また、埼玉県

作成します。自分のマイページを作った時

スポーツ少年団表彰は、埼玉県および県内の市町村において、スポーツ少年団の

のメールアドレスとパスワードを使い、改

育成に尽力された方々に送られるもので、今までの活動への感謝とともに、今後

めて日本スポーツ協会の「指導者マイペー

も引き続きスポーツ少年団へ寄与していただくよう、期待を込めたものとなって

ジ」のトップページからログインし、電子

います。

申請を行います。その後、申請が承認さ
れ、資格登録手続きの案内がメールで届き

（敬称略・順不同）

佐藤 敦
（三室サッカー）

「スポーツ少年団登録規程施行細則」
の改定について
令和4年度に更新登録をする単位団について、令和4年度に限
り「理念を学んだ指導者」が1名以下であっても更新できること
ただし、次の（1）または（2）をみたす必要があります。

（1）
「理念を学んだ指導者」
が1名の場合
◦「理念を学んだ指導者」1名を除いた指導者、役員およびスタッ

今本 敏之
（浦和木崎サッカー）

フのうち少なくとも1名が、令和4年度にスタートコーチ（ス

山本 芳明
芳明
（上木崎サッカー）
（上木崎サッカー）

ポーツ少年団）養成講習会の受講を修了すること。

永井 伊佐夫
（上木崎サッカー）

（2）
「理念を学んだ指導者」
がいない
（0名の）
場合

北村 知也
（沼影ミニバスケットボールクラブ）

◦指導者、役員およびスタッフのうち少なくとも計2名が、令

蓮見 志信
（東大宮ポパイ）

和4年度にスタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会の受

石川 利典
（中島ファイターズ）

講を修了すること。

花巻 友明
（西堀A-１）
中野渡 文雄
（本太ビクターズ）

日本スポーツ少年団では、このほか「全国スポーツ少年大会開

郡司 誠
（大宮ベアーズ）

催基準要項」
「全国スポーツ少年団競技別交流大会開催基準要項」

大倉 工昌
（かしわガッツボーイズ）

も改定されました。

細渕 一男
（沼影ソフトボール）
浜野 隆志
（岩槻ソフトテニス）
増田 敦子
（土合ビクトリー）
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内容を修正し、再申請

改訂後の諸規程等は、日本スポーツ協会のホー
ムページで、詳細が確認できます。

申請内容を確認
要修正

問題なし

承認（申請から1〜2か月）
資格登録手続きの案内
（1月下旬頃）

資格登録手続き
（登録料の納入等、〜3/31）

ます。案内に沿って登録料の納入等、資格

となりました。

【埼玉県スポーツ少年団表彰受賞者】

②資格移行申請（〜11/30 ）

登録手続きが完了すると、完了した時期に

認定証・登録証の送付

認定（4/1〜）

応じて4月1日付け、または10月1日付け
で認定となります。

Q

「JSPO公認コーチングアシスタント」
に

A

移行しないとどうなるの？
令和5年度までは移行期間として「旧認定員」資
格で「理念を学んだ指導者」として指導者登録が

できます。令和6年度以降は、指導者としての登録が
できなくなり、登録する際は、
「役員」
または
「スタッフ」
として登録することになります。再度、指導者として
登録をする際には、令和6年度以降でも移行手続きを

申請をする必要があります。申請後、令和6年3月31日
までに登録料の納入などの手続きを終え、4月1日に認
定となります。※その後4年毎に更新。

Q

以前
「認定員」
の資格を持っていたが、継続登録
をしなかったなどの理由で、平成31（令和元）年

度は、資格が失効していました、今後、スポーツ少年
団の指導者として登録できますか？

に移行手続きを済ませることで、翌年度から「理念を

A

学んだ指導者」
として再登録が可能です。

認スポーツリーダー」は有効ですので、移行手続きを

することは可能です。登録をしたい前年度の11月まで

Q
A

スポーツ少年団特集

大平 八重子
（宮原ジュニアバレーボール）

①指導者マイページ作成

イページ」
（https://my.japan-sports.

【日本スポーツ少年団顕彰受賞者】

日本スポーツ協会（JSPO）

画像」
が必要となります。

日本スポーツ少年団顕彰は、永年にわたりスポーツ少年団の発展に貢献し、特

菊田 章
（大宮春岡ＦＣ）

申請者

認定証」
または
「スポーツ少年団登録システ

ツ少年団授与式が行われ、さいたま市からは、日本スポーツ少年団顕彰を受賞し

（敬称略・順不同）

資格移行手続き（4月1日付登録の場合）

「認定員」の資格は失効していますが、「認定員」
を取得した時に、同時に取得している「JSPO公

行うことによって、スポーツ少年団の指導者登録はで
いつまでに移行しないと指導者としての

きます。ただし、
「理念を学んだ指導者」としては認め

資格がなくなるの？

られません。

令和6年度以降も「理念を学んだ指導者」として
指導者登録するためには、令和5年11月までに

「JSPO公認コーチングアシスタント」
への移行手続きについてはこちら
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「勝つ」ための
食事について
スポーツを真剣に頑張るアスリートは、「試合に勝ちたい」「記録を伸ばしたい」「憧れの選手
のようになりたい」など、様々な夢や目標を持って、毎日練習を重ねていることでしょう。日々

準備万端で臨もう！試合時の食事のポイント
みなさんが一番力を発揮したい「試合」の日。試合
時の食事のポイントは、試合準備期、試合当日、試合
後のリカバリーの3つに分けて考えることが出来ます。
試合準備期では、試合当日にスタミナ切れを起こ
さないため、試合前より「糖質、ビタミン多め」の食事
に切り替えましょう。体調管理を整えるため、生の魚

の練習やトレーニングの効果を最大限発揮するため、また、よりレベルの高い練習を行うために、

や貝類、消化不良を起こしやすいものは避けましょう。

毎日の「食事」はとても重要な役割を持っています。

準備期は本番に向けた「お試し」期間と捉え、最低で
も1回以上は試合当日と同じスケジュールで食事を摂

からだは食べたものから作られる
毎日の練習を繰り返すことで基礎体力がつき、技術力も身
につきます。厳しい練習を乗り越えることで心の強さも一緒に
身につきます。これらの総合力が「パフォーマンス」を向上させ、
結果として目標達成へと繋がります。
このようなパフォーマンス向上の基礎となる毎日の練習をこ

ることをおすすめします。
試合当日も試合前と同じように「糖質多め、ビタミ
ン多め」の食事が基本です。できる限り食べ慣れたものを食べましょう。試合の日のスケジュールはイレギュラーが
いっぱいです。いつでも食べられるように補食の種類、量は多めに持っていきましょう。
試合後のリカバリーは「段階的」
「継続的」に行うことが大切です。まずは、
できる限り早く「疲労回復」に向けた
糖質＋たんぱく質の補給をしましょう。疲れた胃腸への負担の軽い、ゼリーやドリンクなどがおすすめです。1-2時間
以内には食事をしっかりと食べ、翌日に疲労を残さないようにしましょう。

なしているのは、
「からだ」ですよね。からだは、ただ息をしているだけで勝手に出来上がっている、というわけでは
ありません。右図のように「食事」
「休養」
「運動」の3つの要素を使って、毎日「作られています」。
からだづくりの中の食事の役割は、からだをつくる材料を提供していることです。満腹な食事と、栄養満点の食事

パフォーマンスアップに栄養をプラス！

は違います。私たちは食べた食べ物を噛み砕き、からだの中で様々な機能が働いて栄養素が消化吸収されていきま
す。その栄養素がからだのすみずみまで運ばれて、からだをつくっていきます。つまり、からだは食べたものから作ら
れます。
「勝つためのからだ」を作るために必要な材料を食事からしっかりと取る必要があります。

plus Nでは、スポーツ栄養の専門家である公認スポーツ栄養士
が、アスリートへトレーニングや生活環境を考慮した長期的な栄養

アスリートの食事の基本スタイル～5つのお皿～

サポートを提供しています。アスリートへの栄養サポートは単なる

栄養バランスの良い食事のポイントは、運動量に見

材料となる「食事」をどう選び、どう活かすのか？アスリートへの継

トタイミング」で食べることです。
運動量に見合った食事量であるかを判断するツー
ルとして、
「体重測定」があります。体重は身体エネル
ギーの収支バランスを反映している身体測定値です。
変化を見ることで食事量を確認できますので、毎日の
測定と記録をおすすめします。
つのお皿は具体的に、主食、主菜、副菜（汁物含む）、果物、乳製品、となります。各個人の体格や練習状況などによ
り、必要エネルギーや栄養素の量は異なりますが、食事の基本スタイルは変わりません。
消化吸収の面から通常の食事は練習開始2-3時間前には食べ終わっていることが理想です。食事量を確保するた
めにも、1日3食以上をしっかりと食べられるように日々の生活リズムを整えることが大切です。
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続的で充実した栄養サポートは、アスリートの叶えたい「未来を育
てる」サポートだと考えています。
アスリート、保護者、指導者のみなさんに、からだづくりに必要
な栄養を実践的に学んで頂く為、
「Zoomオンライン講座スポーツ食チャレンジ栄養セミナー」全12回シリーズを毎
月主催しています。栄養サポートの競技種目、競技レベル、障害の有無など限定しておりません。お気軽にご相談く
ださい。
plus N お問い合わせ
Profile

毎日の食事では、右図のような「アスリートの食事の基本スタイル～5つのお皿」を毎食揃えるようにしましょう。5

小嶋先生（栄養学）

合った「食事の量（カロリー）」と「食事の質」を「ベス

食事環境を整えるという意味だけではありません。からだづくりの

公認スポーツ栄養士

info@plus-nutrition.jp

HP http://plus-nutrition.jp

小嶋理恵子

plus N 代表。約10年以上の病院での臨床経験を経て、2020年1月アスリート栄養サポート事業団
体plus Nを創設。全日本スキー連盟クロスカントリーチームメディカルスタッフ、埼玉県スポーツ協
会プラチナアスリート専門家サポートなどに就任。幅広い競技の栄養サポートをフィジカルコーチと
連携しながら行う。3児の母。
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自分たちの体のことを
もっと知ってほしい

特定非営利活動法人ReMind（リマインド）
設

立 2019年6月

所在地 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2
Web

Facebook

「子供たちのケガからの復帰は、すぐに試合に出す

Mail

指導者がいるが、それは間違い。まず、練習でよく

新都心ビジネスプラザCOCOオフィス内

https://www.nporemind.org/
https://www.facebook.com/nporemind

info@nporemind.org

体をならすなど復帰のプロセスを大切に」と強調す
るのは、自ら２男２女の母で、特定非営利活動法人
ReMind（リマインド）の代表理事で、現役の理学療
法士でもあり、埼玉県立大学の研究員の河合麻美先生。
今回は、河合先生に医療専門家の経験談と ReMind
の活動などの話を聞いた。
（聞き手・村山和弘）

河合麻美（かわい まみ）
特定非営利活動法人 ReMind 代表理事、
理学療法士、埼玉県立大学研究員

自分の子育て経験や理学療法士として、保護者の皆さん、指導者の皆さんに何かアドバイスを。
とくに、子供たちの「ケガ」からの復帰には、十二分に気を付けてほしい。体を動かしていいよと言われたらすぐ
に、指導者は試合に出したがる人もいるが、長い目で見ると、今は試合ではなく練習でならしていくべきと思うが
なかなか、伝わらない。整形外科の医師や理学療法士とのコミュニケーションで指導者へも「ケガ」をした子供の
復帰のプロセスを伝えたい。また、指導者の皆さんも勉強してほしい。私の娘の場合、中学生時に２度疲労骨折
しました。小学校時代の体の使い方と栄養がすごく不足していたとケガをしてから知った。当時は、背が伸びてほ
しい、プレーがうまくなってほしいという思いが先行してしまったが、一番身近な存在の親ができることとしては、
「休養」と「栄養」を管理する事だったと痛感し、
「長く体を使っていくためには必要なことだ」と思った。

小さい頃からの習慣が中学校・高校につながっています。正しい姿勢などの体の使い方をぜひ知ってほしい。高
齢者の介護予防に関わっているが、高齢者と同じくらいのレベルに子供たちの体力が低下している可能性もある。
指導者の皆さんは、スポーツの知識だけではなく「ケガ」の予防や整形、理学療法などトータル的に学んでほしい。
たとえば、スクワットをさせてみて、できない子供もいた。体幹を強くすることをはじめないと、練習や試合などで
「ケガ」をするリスクが高くなってしまう。
最後に、特定非営利活動法人ReMindの活動を教えてください。
医療福祉の専門家らで、構成し、医療と地域の中間点として、
「町の保健室」的な役割を課して、
「地域と医療」
を結んでいる。健康な高齢者向けの健康維持活動や管理栄養士の講座、薬剤師の講座、医師、ケアマネジャーの
講座などコミュニティサロンを間借りして開催している。各セミナーを開催することで、自分自身の体の不調を確
認してもらい、各医療機関の受診をすすめている。ぜひ、リクエストがあればご訪問も可能。こうした中で、小学校

私たちが目指す包含社会①

私たちが目指す包含社会②

⃝病院への入院前・退院後にもっと気軽に
相談できる場が欲しい
・医療と地域を繋ぐ町の保健室

⃝仕事も家庭も自分時間を大切に
・ワークライフバランス推進

医療と地域をつなぐ

リハビリテーションの可能性を広げる

⃝地域全体が家族のように子どもを育てたい
・医療と地域で支える子育て支援

⃝ライフステージに合わせた自分らしい
生き方を見つける
・キャリアデザイン相談、パーソナルコーチング

⃝いくつになっても誰かの役に立ちたい
・生涯現役社会推進

⃝女性らしさを活かした活躍の場を増やす
・女性の働き方支援

⃝たとえ障がいがあっても当たり前に人生を
楽しみたい
・バリアフリー社会推進

⃝妊娠～育児中も安心して働くことのできる
環境をつくる
・育児と仕事の両立・復職支援
・産休育休代替人材バンク

⃝3つのステップ
・知る・学ぶ ⇒ つながる ⇒ 始まる/生まれる

河合先生
（ケガのフォロー）

市内の小学校、中学校など専門家として、参加していてどうですか。

や中学校、高校などへの医療専門家の訪問は大切だと思う。
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テニス

テニス

星空卓球
サッカー広場

スポーツ鬼ごっこ

子どもから高齢者まで

いろいろなスポーツを

NPO法人浦和スポーツクラブは、1991年９月に設立。地域におけるスポーツ文化の醸成に寄与し、特定
の企業や行政に依存することなく、市民の手により運営していく非営利組織として活動しています。趣旨に
賛同される方であれば、歓迎とのこと。「スポーツをしたい方、指導したい方、見たい方、学びたい方、応

自分のスタイルで
楽しもう

援したい方、支えたい方、いろいろな関わりの方が人それぞれにできるクラブ」ですとクラブ関係者。
総合型地域スポーツクラブの運営で難しいのは「マンパワー」
「資金」
「施設・設備」とよく言われています。
「マンパワー」の場合、スタッフに関しては会員の方に声かけをし、スタッフや指導者になれる方を探してい
ます。また、会員を増やすため、毎月の会報、ホームページの充実、イベントなどの通知を欠かさずしてい
ます。「資金」については、大半が会員の会費で賄っていて会員の拡大に努力したり、さらに文部科学省やス
ポーツ庁の委託事業で頑張っています。「施設・設備」については、基本的に公共体育施設、学校体育施設開
放事業、スタジオを利用のほか、用具等については、スポーツくじtoto助成金に応募などして工夫努力し
ています。同スポーツクラブでは、サッカー、テニス、フィットネス、ヨガ、ピラティス、スポーツ鬼ごっ
こ、シニア健康教室、星空スポーツ広場などのほか、社会貢献として星空スポーツ広場を開催しています。

さいたま市内の総合型地域スポーツクラブ紹介
総合型地域スポーツクラブは、人々が身近な地域でスポーツに親しむことのできる新しいタイプのスポー
ツクラブで、子供から高齢者まで
（多世代）
、初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベルに合わ

さらに同クラブの目標は「地域に根差した地域の課題に取り組めるクラブ」として、
「浦和東部地区元気アッ
プネットワーク」を組織して地域の活性化に貢献しています。
総合型地域スポーツクラブには、様々なスポーツ種目があり、体験できます。ぜひ、この機会に総合型地
域スポーツクラブでスポーツを楽しんでみましょう。
（文章・写真協力：NPO法人浦和スポーツクラブ

せて参加できる（多志向）
、という特徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブ

小川

貴

氏）

です。わが国における総合型地域スポーツクラブは、それぞれの地域において、スポーツ振興やスポーツを
総合型地域
スポーツクラブ紹介

通じた地域づくりなどに向けた多様な活動を展開し、地域スポーツの担い手としての役割や地域コミュニ
ティの核としての役割を果たしています。
（スポーツ庁）
人々が、身近な地域でスポ－ツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツクラブで、次の３つの特徴
を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブをいいます。
（1）子どもから高齢者まで
（多世代）
（2）様々なスポーツを愛好する人々が
（多種目）
（3）初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できる
（多志向）
さいたま市における総合型地域スポーツクラブは、それぞれの地域においてスポーツの振興やスポーツを
通じた地域づくりなどに向けた多様な活動を展開し、地域スポーツの担い手としての役割や地域コミュニ
ティの核としての役割を果たしています。
今回は、さいたま市内でそれぞれの地域で活動する総合型地域スポーツクラブ８団体を紹介するとともに、
NPO法人浦和スポーツクラブの活動の一例もご紹介します。
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シニア健康教室

サッカー広場
45

さいたま市総合型地域スポーツクラブ一覧

会員募集中

市内には８の総合型地域スポーツクラブがあり、それぞれの地域に根ざし
た活動を行っています。
地域住民のみなさんが気軽に参加できるクラブですので、ぜひ、お近くの
クラブの活動をご覧ください。

NPO法人スポーツみらいLab
【主な活動場所】見沼区を拠
点に市内全域で活動
大宮武道館・大宮体育館・岩
槻文化公園体育館・浦和西
体育館・浦和駒場体育館・与
野体育館・サイデン化学ア
リーナ（記念総合体育館）
・
三橋総合公園体育館・指扇
小学校・指扇中学校・クラブハウス（大和田駅前） 他
【主な活動種目】〇スポーツ：バドミントン（毎日開催）、バ
ドミントン講習会（月３回開催）、クロスミントン、バスケッ
トボール、ダンス、モルック、ラウンドネット、マリンスポーツ
（ヨット、ボート）
〇カルチャー（文化）
：フラワーデザイン、キャンプ、災害ボ
ランティア
【会費】会員 月払い300円 年払い3,000円
非会員（ビジター） 参加費+300円
学生・未成年者は参加費無料※別途参加費
【クラブ紹介文】
スポーツをしたくてもする場所がない。
活動する市民の手で、
「このまちに体育館をつくる」活動
をしています。競技志向の団体、多世代交流志向の団体に
分かれており子どもからシニアまでの生涯スポーツをお
約束します。

NPO法人浦和スポーツクラブ
【主な活動場所】領家スタジ
オ、浦和駒場体育館、駒場運
動公園補助競技場、市営テ
学校、本太中学校

他

【主な活動種目】サッカー、
テニス、ヨガ等各種フィットネス、卓球、シニア健康教室、
子どものスポーツ 他
【会費】月会費2,000円～6,000円程度
【クラブ紹介文】地域スポーツの普及と振興を図り、青少年
の健全育成を掲げています。引退なし、補欠なし、誰でも
スポーツに親しむことをモットーに、幼児からシニアまで
豊かなスポーツライフを楽しんでいます。スポーツを通し
て地域に笑顔と会話があふれるまちづくりを目指し、地域
の様々な団体とも連携して活動しているクラブです。
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【主な活動場所】与野西中学

cheese

NPO 法人浦和美園 SCC （愛称：うらら）

【主な活動場所】

【主な活動場所】
大門小学校・美園小学校・美
園北小学校・美園中学校・美
園南中、美園コミュニィセン
ター
【主な活動種目】○スポーツ：
ファミリーバドミントン、バ
レーボール、テニス、Jr.バスケットボール(ＰＲ写真参照)、
サッカー（Jr.・senior）、Jr.ハンドボール、ヨガ、フラダン
ス、かけっこ
○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、折り紙、ペン習字、歌の部屋
【会費】年会費1,300～2,350円※スポーツ安全保険料を
含む。※各種目活動費は別途かかります。
【クラブ紹介文】当クラブの目標は、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・ささえる・まなぶ」ことで、地域住民の健康維
持増進を図ります。このことにより、共感や連帯感を生み
出し、活気に満ち溢れた笑顔のあるまちづくりを目指す。
興味のある活動種目の体験入門にお出掛けください。

浦和競馬場

校体育館

浦和駒場スタジアム

【主な活動種目】バドミント

大谷場東小学校・浦和南高

ン、バスケットボール

校

【会費】バドミントン

高砂小学校・常盤小学校

入会金1,000円

【主な活動種目】かけっこ・陸上・チアダンス・バドミントン

年会費2,500円

他

参加費（会員）300円、ビジター500円

【会費】1,000円～5,000円

【クラブ紹介文】
老若男女だれでもウエルカム。楽しいクラブ活動を目指し
ています。楽しく体を動かしてみなさんの笑顔とともに一
緒にスポーツを楽しみましょう。

【クラブ紹介文】
『cheeseでみんな笑顔に』を合言葉に参加者がワクワク
して参加出来るクラブを目指して活動しています。
随時体験受付中！
お気軽にご連絡ください。

NPO法人さいたま市地域スポーツクラブ遊

【 主 な活 動 場 所 】岩 槻 小 学

【主な活動場所】

校・慈恩寺中学校・岩槻区内

大原スポーツ広場（浦和区

の公民館等公共施設の体育

大原）、
レッズランド（桜区下

館

大久保）

【主な活動種目】バレーボー

【 主 な 活 動 種 目 】ラグビー

ル、バスケットボール、新体

（年代別）、地域体力測定、

操、
ビーチボール

サマーキャンプ 他
※毎年、市民ラグビー教室、市民ラグビー祭を開催
【会費】年会費2,000円
プラス 月会費：1,000円×12ヶ月分

※一年の一括払い

（途中月に入団の場合は、年会費2,000円＋月会費×入団
月から3月までの残月数）となっておりますのでご協力お
願い致します。
【クラブ紹介文】
「3歳から90歳まで、いつでも、誰でも、い
つまでもスポーツを楽しめる」をモットーに世代間交流を
目指したスポーツクラブです。

NPO 法人ふぁいぶるクラブ白鶴

【会費】年会費3,000円
月会費種目毎に定める1,000円

2,000円

3,000円

【クラブ紹介文】
球技種目を中心に定期活動をしています。
その他に不定期の活動になりますが、スクエアステップや
ノルディックウォーキング等地域住民の健康維持に資する
イベントを開催します。貯筋運動の指導者も大変好評を
博しています。コロナ禍で活動自粛が続きましたが定期
活動を安全に配慮してウイズコロナで再開してまいりま
す。

レッズランドスポーツクラブ
【主な活動場所】
上大久保中学校体育館・武道
館、大久保東小学校体育館、
中島小学校体育館、さいたま
市記念総合体育館
【主な活動種目】バドミント
ン教室、中島スポーツ教室（体づくり運動）、チアダンスス
クール、健康ヨーガ教室、ハツラツ空手教室、バレーボール
教室
【会費】年会費 5,000円、スポーツ安全保険 800円～
1,850円、月会費 700円～4,000円 （ﾌｧﾐﾘｰ割引、シニア
割引あり）
【クラブ紹介文】桜区内の小中学校や体育施設を活用し
て、地域の皆さまとともに、複数の屋内スポーツ教室を実
施しています。レッズランドフィールドで開催しているス
クールと同様、お子様からお年寄りの方々まで、初めて習
う方でも気軽に始めることができ、習熟してレベルアップ
できるプログラムを展開しています。

総合型地域
スポーツクラブ紹介

ニスコート、県立浦和高等

さいたま市中央スポーツクラブ
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教育委員会生涯学習スポーツ（公民館）

地域の未来をつくる学びの拠点

七里公民館
（見沼区）

夏休み子ども公民館・親の学習事業 —

「人生100年時代」を迎え、生涯を通じて自らの人生をデザインし、学び続け、学んだことを活かし

パパと一緒にスポーツチャンバラをやってみよう

て活躍できるよう「学び」と「活動」の循環を形成することが求められています。さいたま市の生涯学習

スポーツチャンバラを通して異年齢の子どもたちとの交流を図り

関連施設で地域の学びの拠点として、子育て支援事業、生きがい健康づくり教室、さいたま市民大学

ます。親子で剣を制作するところから始め、講師からルールの説明、

など各種事業を実施している、さいたま市の公民館についてご紹介します。

剣の構え方・剣の操作方法学び、仲間同士や親子でチャンバラを楽
しむ講座です。
また、小学生の父親同士が子育てについての情報交換を行うこと

さいたま市の公民館について

で、親の成長にもつながる講座です。

さいたま市立公民館は、社会教育法第22条に基づき設置されている、社
会教育施設で地域の学びの拠点として、団体のサークル活動や公民館主催

美園公民館
（緑区）

の講座など多くの方々にご利用いただいております。施設数は、生涯学習

親子サッカー教室

総合センターが1館、公民館が59館で合計60館あります。

近隣にサッカー場がある立地を活かして、毎年開催している親子

公民館では、幅広い年齢の方々を対象とし様々な事業を実施しています

で学ぶサッカー教室です。講師は元サッカー選手で、ボール運びや

が、ここでは、
「親の学習事業」をご紹介します。親の学習事業は、子育て
中の方やこれから子育てをされる方々を対象として、自分自身や子育てに
ついて改めて考え、様々な学びを通して、親としての成長を応援する事業
です。いわゆる参加型
（ワークショップ）
の学習形態で、
「ファシリテーター」
が進行役となり、参加者が安心して参加できるように支援します。
詳しくは、さいたま市ホームページをご覧ください。

ミニゲームなどの指導に定評があります。親子で協力してプレーす
市民の学びを止めないとの思いから、
「e公

ることで絆が深まり、他の家族との交流も自然と広がります。保護

民館」
（おうちこうみんかん）を市のホーム

者からは、子どもの生き生きとした姿や成長が実感できると好評の

ページに作成し、全公民館が作成した講座

講座です。

の動画をYoutubeで配信しています。

さいたま市教育委員会では、新しい時代の公民館のあり方と中長期的な目標を明確にし、住民の方々と共有するため、
「さ
いたま市公民館ビジョン」を令和3年3月に策定しました。今年度からは、ビジョンの実現に向けて各公民館で具体的に取組
みを行っています。
地域の方々の学びの拠点として、全ての公民館が一丸となって取組んでまいります。

さいたま市公民館ビジョン

大戸公民館
（中央区）

オリンピック競技を体験
「老若男女

集まれ、初めてのスケートボード教室」

東京オリンピックの新競技で話題となったスケートボードを楽し
く体験できる教室です。スケートボードは、バランス感覚が難しく
少しハードルの高いスポーツですが、講師の指導により安全に体験
することができました。

１ 公民館の宣言
２ 公民館が目指す
方向性

「地域の未来をあなたと」
公民館は地域住民と共に、これからの
「地域の未来をつくる学びの拠点」
となります。

し、皆さん目標を達成し、笑顔あふれる講座です。

「にぎわいから学びをつかみ 地域とのつながりをはぐくむ場」
地域住民が気軽に集うことで
「にぎわい」
を生み、魅力を感じる学習テーマから、自発的に学びを「つ
かむ」場となり、地域社会で困ったことがあれば、その課題を解決するための「つながり」をはぐく

「さいたま地域づくりプロジェクト」
として３つの行動目標を掲げました。
〇 人々の学びのきっかけをつくり、魅力あふれる様々な学びの場となります。
（ひとづくり）
〇 誰もが気軽に立ち寄れる、地域住民のつながりの場となります。
（つながりづくり）
〇 地域を共につくり、暮らしを助け、地域課題を解決する拠点となります。
（地域づくり）

●さいたま市公民館ビジョン

岩槻南部公民館
（岩槻区）

東京パラリンピック種目
「ボッチャ」を楽しもう！
ボッチャのルールを学びながら、障害者の方と共にプレーするこ
とにより障害者の方との交流を行い、障害者スポーツの楽しさを体
験することを目的として、岩槻南部公民館を会場として開催しまし

教育委員会生涯学習
スポーツ（公民館）

む場となることを目指していきます。

３ 公民館ビジョン
を実現するため
の取組み

参加者は５歳の未就学児から７０歳までの幅広い年齢の方が参加

た。

さいたま市ホームページ（https://www.city.saitama.jp/）
→
子育て・教育 → 生涯学習 → 生涯学習総合センター・公民館 → さいたま市公民館ビジョン
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教育委員会生涯学習スポーツ（公民館）
内野公民館（西区）

大宮南公民館
（大宮区）

介護予防事業プラチナ倶楽部／

夏休み子ども公民館／

うんどうサロン

ボルダリング教室

セラバンドを使った介護予防効果の高い体操を行い、高齢者の健

東京オリンピックの新競技で話題となったボルダリングを身近で

康や生きがい作り、参加者同士の交流を図る講座です。

体験できる教室です。ボルダリングの基礎を学びながら、スポーツ

今年度、毎月２回全18回のコースとして開催しています。

の楽しさを体験してもらうことを目的に大宮南公民館に隣接するコ

定期的に参加することで運動の習慣が付くため、毎回多くの応募が

クーンアスレチックスを会場として開催しました。毎回多くの応募

ある人気の高い講座です。

があり抽選となる人気の高い講座です。

栄和公民館（桜区）

文蔵公民館
（南区）

夏休み子ども公民館／

親の学習事業／

卓球教室

かけっこ教室

東京オリンピックでメダルを獲得した人気の卓球を体験する教室

地域の小学校で秋に開催される運動会に備えて、徒競走で早く走

です。卓球の基礎を学びながら子どもにスポーツの楽しさと
「オリ

るためのコツや練習方法を陸上競技指導者から親子で楽しみながら

ンピックでメダルを獲得してみたい。」「ずっと続けていきたい。
」
と

学ぶ教室です。子どもだけでなく、
保護者の方も色々と発見があり、

いう大きな目標を持ってもらいたいと開催しています。栄和公民

講座終了後に親子で熱心に復習する姿も見られました。

館で活動している地域の卓球サークルの方々の指導が人気の講座で
す。

大砂土公民館（北区）

令和４年度（公財）さいたま市スポーツ協会 主催・共催の

障害者生涯学習推進事業
卓球バレーを楽しもう

主な生涯スポーツイベント予定

大砂土公民館では、団体スポーツを楽しんでいただき、参加者同
士の交流を深めることを目的として、
卓球バレーを実施しています。
卓球バレーは1チーム６人ずつ、計１２人で卓球台を囲んでいすに
座り、障害がある方、高齢の方々などが楽しく体験できるスポーツ
です。ラケットの代わりに長方形の板で、ボールを転がして打ち合
い白熱したラリーが繰り広げられます。

サマースクール/
ボッチャ体験教室

さいたま市民体育大会
（各競技団体）

・令和4年4月〜令和5年3月

スポーツ教室
（各競技団体）

・令和4年6月〜令和5年2月

親子で楽しむスポーツチャレンジ

・令和4年10月、
11月

子どもの能力測定・大人の体力測定

・令和4年12月、
令和5年2月、3月

さいたまスポーツセミナー

・令和4年6月

シニア向け健康フェア

「東京2020パラリンピック競技大会」の正式種目として話題と

※詳細は、
さいたま市報および（公財）
さいたま市スポーツ協会のHPでご確認ください。

なった「ボッチャ」の体験教室です。子どもや高齢者、障害のある方
などが一緒に楽しめるスポーツで、令和3年度はサマースクールと
して、子どもを対象に実施しました。競技への理解を深め、楽しみ
ながら体験できる講座です。
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問い合わせ

（公財）さいたま市スポーツ協会

教育委員会生涯学習
スポーツ（公民館）

常盤公民館（浦和区）

・令和4年4月〜令和5年3月

TEL 048-851-6250 FAX 048-851-6253
HP https://www.saitamacity-sports.or.jp/
MAIL info@saitamacity-sports.or.jp
住所 〒338-0835 さいたま市桜区道場4-3-1 サイデン化学アリーナ（記念総合体育館）内
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※令和３年４月１日から令和４年3月１日まで

公益財団法人さいたま市スポーツ協会

賛助会員の募集について（お願い）

皆様方よりご賛同いただきました賛助会費はスポーツ振興を目的に使用します。
加盟団体やスポーツ少年団が主催する大会や合宿等でＡＥＤ貸し出し事業を行っており、協会保有の台数が６台への増台を実現
しました。今後は、スポーツ活動中の災害や事故への主催者責任に備えた損害賠償責任保険や新型ウイルスなどの感染症対策
のための費用など、スポーツ協会運営全般等に使用させていただく予定です。

会

費
個 人（競技団体・個人 等）
（年額） ５，
０００円（一口以上）

お振込先口座
振込先金融機関
さいたま営業部支店

口座名義
普通 ３８６０６１５

埼玉縣信用金庫 浦和支店

普通 ２３０２０６６

武蔵野銀行

普通 １２５２６５２

本店営業部支店

こ う え き ざ い だ ん ほ う じ ん さ い た ま し す ぽ ー つ き ょ う か い

かいちょう

公益財団法人さいたま市スポーツ協会 会長

きた

せ い じ

北 清治

※名義につきましては各口座共通となります。
※誠に申し訳ございませんが振込み手数料はご負担ください。
※賛助会員にご賛同いただいた方のお名前を本協会広報誌「スポーツラ
イフさいたま」に掲載させていただきますので予めご了承ください。

寄付金控除について
平成２３年税制改正により個人会員の方の場合、従来までの「所得控除」に加え、新たに「税額控除」も適用されるようにな
りました。賛助会費をご納入いただきました会員におかれましては、確定申告の際に「所得控除」または「税額控除」のどち
らかを選択して所得税の控除を受けてください。 ※詳しくは国税局にお問い合わせください

税額控除、所得控除の計算式

①税額控除 か ②所得控除 のどちらか有利な方を選択して下さい。

●個人に対する税制優遇
①税額控除
【寄付金控除（税額控除）額の計算】
（寄付金合計額※1 － 2,000円）× 40％ ＝ 税額控除額※2
※1 寄付金額（賛助会費含む）が総所得金額の40％に相当する額が限度となります。
※2 控除額は、所得税額の25％が限度となります。

②所得控除
【寄付金控除（所得控除）額の計算】
寄付金合計額 － 2,000円 ＝ 所得控除額※3
※3 総所得金額等の40％に相当する額が限度となります。

有限会社博善社
有限会社大蔵商事
生和テクノス株式会社
株式会社ランドガレージ
株式会社東洋給食
株式会社埼玉測機社
株式会社エムジェイ

（敬称略・順不同）
株式会社協和技研
株式会社与野スポーツ
内宮ハウス有限会社
株式会社丸中給食センター
株式会社ラケットショップキャビン
株式会社エバテック
関東図書株式会社

シン建工業株式会社
株式会社アステック
桶本興業株式会社
株式会社ノースコーポレーション
有限会社プライドロック
株式会社岡村電機
株式会社山川建設

個人会員

法 人（株式会社・有限会社）
（年額）
１０，
０００円（一口以上）

埼玉りそな銀行

法人会員

●法人に対する税制優遇
法人税について、法人が支出する寄付金は、その法人の資本金等の
額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算出されます。
このとき、公益法人に対する寄付については、一般寄付金の損金算
入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

【A】公益法人への寄付金の特別損金算入限度額
（所得金額の6.25％ + 資本金等の額の0.375％）× 1/2
【B】一般寄付金の損金算入限度額（Aの限度額を超えた分を含む）
（所得金額の6.5％ + 資本金等の額の0.25％）
× 1/4

さいたま市陸上競技協会
さいたま市水泳連盟
山下 誠二
さいたま市水泳連盟大宮支部長
山下 誠二
さいたま市水泳連盟大宮支部
新井 秀彦
さいたま市水泳連盟 大宮支部
さいたま市水泳連盟 浦和支部
さいたま市水泳連盟 与野支部
さいたま市水泳連盟 岩槻支部
さいたま市サッカー協会
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
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
佐藤 豊
さいたま市スキー連盟
小林 耕治
さいたま市スキー連盟（イーグルスキークラブ）
山口 利幸
さいたま市テニス協会
関 久治
さいたま市テニス協会
江連 光洋
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
原武 好文
さいたま市バスケットボール協会
永井 孝一
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
岩崎 充晃
さいたま市スケート連盟
浅沼 英吉
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
野中 忠
さいたま市スケート連盟
井原 昌宏
さいたま市ハンドボール連盟
さいたま市ソフトテニス連盟
吉川 洋一
さいたま市ソフトテニス連盟
押岡 農子
浦和あづまクラブ さいたま市ソフトテニス連盟
浦和テニスクラブ さいたま市ソフトテニス連盟
さいたま市卓球協会
関谷 謙
さいたま市卓球協会
赤岩 敦夫

株式会社佐伯紙工所
リソテックジャパン株式会社
株式会社小久保園
理想科学工業株式会社
サイデン化学株式会社
株式会社大宮スイミングスクール

（敬称略・順不同）
さいたま市卓球協会
田中 孝一
さいたま市卓球協会
藤橋 日出夫
さいたま市野球連盟連合会
齋藤 進
さいたま市野球連盟連合会
槫沼 賢次
さいたま市相撲連盟
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
宮下 光芳
さいたま市相撲連盟
吉村 雅男
さいたま市相撲連盟
萩原 章弘
さいたま市相撲連盟
桑原 信治
さいたま市相撲連盟
井上 忠孝
さいたま市相撲連盟
桶本 毅
さいたま市相撲連盟
森嶋 修
さいたま市相撲連盟
飯塚 孝志
さいたま市相撲連盟
積田 優
さいたま市相撲連盟
竹ノ谷 純宏
さいたま市相撲連盟
漆原 誠
さいたま市フェンシング連盟
さいたま市柔道連盟
新井 俊明
さいたま市柔道連盟
寺澤 安夫
さいたま市ソフトボール協会
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
山内 渉
さいたま市ソフトボール協会
赤川 清一
さいたま市バドミントン協会
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
坂元 浩美
さいたま市バドミントン協会
松本 ちどり
さいたま市バドミントン部会
増田 敦子
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
さいたま市山岳連盟
さいたま市空手道連盟
さいたま市射撃連盟
程塚 勉
さいたま市なぎなた連盟
帆足 和之

さいたま市太極拳連盟
村上 明夫
さいたま市ゴルフ協会
さいたま市パワーリフティング協会
今井 剛
さいたま市パワーリフティング協会
小山 亜由美
さいたま市トランポリン協会
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
松井 秀史
さいたま市中学校体育連盟
髙山 俊介
さいたま市中学校体育連盟
瀬田 俊志
さいたま市中学校体育連盟
渡辺 典子
さいたま市中学校体育連盟
浅野 克裕
さいたま市合気道連盟
さいたま市エアロビック連盟
三枝 京子
さいたま市サッカー部会
髙窪 浩
さいたま市サッカー部会
大澤 元彦
さいたま市サッカー部会
中森 秀明
さいたま市サッカー部会
菊田 章
さいたま市サッカー部会
今本 敏之
さいたま市バスケットボール部会
兵藤 明子
さいたま市バスケットボール部会
青木 貴
さいたま市バスケットボール部会
永島 伸一
さいたま市バスケットボール部会
岩男 光子
さいたま市バスケットボール部会
岡橋 綾子
さいたま市ソフトボール部会
斎藤 政勝
さいたま市ソフトボール部会
加賀見 優
さいたま市空手道部会
神田 修
修心館スポーツ少年団 さいたま市空手道部会
さいたま市バレーボール部会
星野 享弘
さいたま市卓球部会
杉山 和雄
浦和ＪＡＣスポーツ少年団
上迫田 健二
スポーツチャンバラ少年団
美園ドリームス
森田 哲也
林 昌子
さいたま市スポーツ少年団 副本部長
長谷川 司
（公財）さいたま市スポーツ協会 元事務局長
飯田 一恵
さいたま市スポーツ少年団 本部員
小倉 均
（公財）さいたま市スポーツ協会 会長
北 清治
（公財）さいたま市スポーツ協会 専務理事
村山 和弘
（公財）さいたま市スポーツ協会 理事
細淵 雅邦
（公財）さいたま市スポーツ協会 理事
廣本 慶一

賛助会員について

52 Sports Life SAITAMA

53

さいたま市大宮区桜木町1-10-8
TEL（048）641-6111

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

TEL 048-666-1251 ㈹

験
見学・体 !
中
随時受付
詳しくはＨＰを

ホームページ

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大久保字拾石田１２８０ １

本

東京都中央区日本橋本町３ ４ ７

社

2023 年にスポーツ協会創立 20 周年・スポーツ少年団創立 21 周年を迎えます。

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

お問合せ

TEL 048（853）4998

共同事業体

http://www.dunlopsportsclub.jp/yonotaiikukan/
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本店／さいたま市見沼区東大宮 4-21-1

接着剤・粘着剤・塗料用樹脂・コーティング剤

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、
人々に夢や希望、勇気と感動を与える
人づくりを目指しています。

公益財団法人

さいたま市スポーツ協会

H P：https://www.saitamacity-sports.or.jp
T E L：048-851-6250 ／ FAX：048-851-6253
Mail ：info@saitamacity-sports.or.jp

▲公式ホームページ
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