
きよす 平成26年6月1日発行

第3号
体
協

KIYOSU ATHLETIC ASSOCIATION

【編集委員】
梶浦　重幸 (副会長 )	 斉藤　達也 (空手道部会理事 )

福田　守高 (監事 )	 日下部寿子 (リズムエクスプレス理事 )

福岡　幸子 (監事 )	 齋藤　　勇 (ソフトテニス部会 )

【問合せ先】
清須市体育協会事務局（清須市新川体育館内）
TEL052-409-1535		FAX052-409-7765
ホームページ :http://www.kiyosu-taikyo.com

【編集後記】
　体協だよりも第 3号を発刊することとなり、編集委員も慣れて多くの案が出て、毎週のよ
うに議論を重ねてまいりました。身近にあるスポーツを通じて多くの方と知り合いになり、
新しいコミュニティーの場ができ、日々勉強することばかりで楽しく過ごせていることに感
謝しております。今後も皆様から喜んで頂ける体協だよりを作れるよう努力したいと思いま
す。　（福田）

　地域社会においてスポーツ活動を中心に組織的な活動をしている少年少女のスポーツ･ク
ラブで、日本スポーツ少年団に登録し、その認定を受けている。
　ジュニア･スポーツ･クラブともいい、略称 JSC。青少年の健全育成と地域スポーツの振
興を目的に、日本体育協会が協会創立50周年記念事業の一つとして1962年にオリンピッ
クデーを期して創設した。日本体育協会の内部機構に全国を代表する日本スポーツ少年団
を、また都道府県、市町村の体育協会にもそれぞれの地域を代表するスポーツ少年団を置き、
育成に当たっている。
　清須市には、体育協会の中にスポーツ少年団として野球、サッカー、ソフトボール、空手
の 4 種目13チームが登録しています。

スポーツ少年団　みんなの疑問（スポーツ少年団とは？）

平成２６年度　体育協会年間事業予定

ホームページ :http://www.kiyosu-taikyo.com

表彰

選手宣誓

団体表彰
部会名 団体チーム名

少年野球部会 新川若鷹少年野球クラブ
ソフトバレーボール部会 春日ソフトバレーボールクラブ
ソフトバレーボール部会 西枇レインボー

弓道部会

個人表彰

部会名 氏名
バウンドテニス部会 浅井	建爾

グラウンド・ゴルフ協会 河邑	貞子
グラウンド・ゴルフ協会 竹山	優

剣道部会 服部	大輝
剣道部会 横井	康将
空手道部会 斉藤	凪沙
柔道部会 冨田	みや美

永年功労
氏　名

伊藤	眞吾（前体育協会副会長）
小島	伝男（前体育協会監事）
堀尾	孝弘（前卓球協会理事）

感謝状
氏　名

福岡	幸子（体育協会キャラクター名称考案者）

通　　年　――――――――――――
軟式野球大会（軟式野球連盟）

４・５月　――――――――――――
表彰式・総合開会式
総　会
ソフトボール大会（ソフトボール部会）
バドミントン大会（バドミントン協会）
ソフトバレーボール大会（ソフトバレーボール部会）
グラウンド・ゴルフ大会（グラウンド・ゴルフ協会）
テニス大会（テニス協会）
市民ソフトボール大会

６・７月　――――――――――――
弓道大会（弓道部会）
バウンドテニス大会
（バウンドテニス部会）
サマーゴルフ大会（ゴルフ部）
9人制バレーボール大会
（バレーボール部会）
社交ダンスクラブ発表会（社交ダンス）

８・９月　――――――――――――
サッカーフェスティバル（サッカー連盟）
少年野球大会（少年野球部会）
剣道大会（剣道部会）
棒術・杖術演武会（棒術・杖術研究会）
ゲートボール大会（ゲートボール協会）
市民テニス大会

10・11月　――――――――――――
ソフトテニス大会（ソフトテニス部会）
社交ダンスクラブ発表会（社交ダンス）
少年サッカー大会（少年サッカー部会）
空手道競技会（空手道部会）
山岳部ハイキング市民大会

12・１月　――――――――――――
柔道大会（柔道部会）
リズム・エクスプレススキルアップ発表会
（リズム・エクスプレス）
市民卓球大会

２・３月　―――――――――――――
空手道交流会（空手道部会）
卓球大会（卓球協会）
山岳部交流親睦ハイキング（山岳部）

K I Y O S U

「キヨピー」

K I Y O S U

「キヨピー」

◆会長挨拶
　新年度を迎えるにあたり、今年もまた新たな気持ちで体育協会の活性化に取り組んでい
きます。
　特に現在ある各クラブの運営支援と、日々の生活に物足りなさを感じ、スポーツを生活
の中に組入れることをお考えの方々の受け皿に、体育協会がなれる様努力していきたいと
考えています。
　今後もご理解、ご支援をお願い致します。

　清須市春日公民館において、清須市体育協会に加盟する28部会が参加し、清須市体育協会
の総合開会式が盛大に開催されました。
　開会式に先立ち表彰式が行われ、平成25年度に優秀な成績を収めた4団体・個人7名、永
年功労者3名が表彰されました。
　開会式では体育協会	伊東会長が挨拶ののち、清須市長をはじめ来賓の祝辞が有り、引き続き、
選手を代表して卓球協会の小野選手、谷選手による選手宣誓が元気よく行われました。
　最後に、アトラクションとしてワールドカラテアカデミー清須支部斉藤道場の皆さんによる
形演舞とリズム・エクスプレスの皆さんによる躍動的ですばらしいダンスが披露されました。

平成２６年度　清須市体育協会総合開会式　平成26年4月6日（日）

挨拶をする　伊東会長

きよす体協だより
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清須吉法師会剣道大会
平成25年9月3日　ARCO清洲

部 優　勝 準優勝 ３　位
中学生以上の部 山本	昌宏 葛谷	魁 横山	拓実
小学生の部 横山	智己 服部	東陽 久原	京子
基本の部 貝田	千太郎 中原	悠斗 貝田	啓介

春日柔道大会
平成25年12月6日
春日Ｂ＆Ｇ海洋センター

部 優　勝
1.2 年生の部 ウェント	達也
3.4 年生の部 角谷	健斗
5.6 年生の部 細井	望央

ゲートボール大会
平成25年12月7日
清洲花の木広場

優勝 伊勢町チーム
準優勝 西市場チーム
3位 下河原Ａチーム
4位 土器野チーム
5位 下河原Ｂチーム

空手道部会競技会
平成25年11月24日　ARCO清洲

部 優　勝 準優勝
古流型ワンシューの部 田中	優月 村田	勇人
古流型自由型の部 中川	天満 野田	暁仁

古武道型ヌンチャク三段の部 中川	実優 田中	優月
古武道型釵術の部 岡田	南摘 中川	天満

二人ミット型自由型の部 中川	天満 野田	暁仁

組術自由演武の部 中川	天満
野田	暁仁

第8回　清須市市長杯少年野球大会
平成25年9月21日～23日　新川軟式野球場、春日グランド

優　勝 準優勝 ３　位
千秋少年
野球クラブ

新川若鷹
少年野球クラブ

大治南野球
スポーツ少年団

ウエスト
ベアーズ

１ダブルス２シングル卓球大会
平成26年3月16日　ARCO清洲

部 優　勝 準優勝 ３　位

男子Aクラス
小野（豊和工業） 間部（豊和工業） 村松（豊和工業）
角田（春日クラブ） 林（春日クラブ） 児玉（豊和工業）

男子Ｂクラス
永原（西枇卓友） 田中（西枇卓友） 鈴木（西枇卓友）
長江（西枇卓友） 林（清洲クラブ）森岡（春日クラブ）

女子 Aクラス
坂上（新川友愛） 岩本（清洲フレンド） 打田（清洲フレンド）
望月（新川友愛） 園田（清洲フレンド）林 (洋 )（春日クラブ）

女子 Bクラス
浜橋（春日クラブ） 徳重（清洲フレンド） 林（ゆ）（清洲フレンド）
鈴木（雅）（清洲フレンド） 佐藤（西枇卓友） 丹羽（清洲フレンド）

サッカー協会サッカーフェスティバル
平成25年10月6日　新川中学校

優　勝 準優勝
ドイツチーム ブラジルチーム

ソフトテニス大会
平成25年10月19日　西枇杷島テニスコート
男女ミックス紅白団体戦

優　勝
ヤングチーム：近藤、原田、齋藤、鵜飼（清）、菅井、白井、坂井、
　　　　　　　小太刀、渡辺（多）、加藤、山田、渡辺（真）

社交ダンスクラブ発表会
平成25年11月15日　新川体育館

　社交ダンスクラブの発表会を開催し、和やかな楽しい時間を過ごし
ました。 伊藤道場紅白納会大会

平成25年12月23日　ARCO清洲

　愛知県柔道道場連盟主催の「姿三四郎杯」参加にあたり、事前の紅
白試合を実施しました。

ハイキング大会
平成26年	3月29日　豊橋市座談山

　年齢、経験、体力等により5班に別れ、途中、葦毛湿原で湿原植物
を観賞しながら座談山を目指しハイキングを楽しみました。座談山で
は、眼下に三河湾、遠方には浜名湖を一望する大パノラマを満喫する
ことができました。

リズム・エクスプレス　スキルアップ発表会
平成25年12月14日　ARCO清洲

　リズム・エクスプレスのスキルアップ発表会を開催し、4歳から大
人までの80名が、バレエ、ジャズダンス、ヒップホップ、タップダ
ンスを発表して楽しく交流しました。

平成２６年度　清須市体育協会総会　平成26年5月9日（金） 平成２５年度下期　市民大会結果

平成２６年度　清須市体育協会加盟部会・理事

　加盟部会リレー紹介　〈リズム・エクスプレス編〉

これからの時期  注意一番「熱中症」

平成２５年度　全国大会出場

平成２５年度下期　体育協会主催大会結果

　清須市新川体育館大会議室にて加盟する28部会の理事が出席し「平成26年
度清須市体育協会総会」が開催されました。
　体育協会　伊東会長の挨拶の後、25年度の事業報告と決算報告、さらに26
年度事業計画（案）、予算（案）について審議され原
案通り承認されました。
　議事終了後、加藤市長をはじめ来賓の皆様より激
励の言葉をいただきました。
（議題）
１．平成25年度　事業報告および決算報告
２．平成25年度　監査報告
３．平成26年度　事業計画（案）および予算（案）

●山岳部ハイキング市民大会（平成25年10月20日：長野県上松町赤沢自然休養林）
　バスで長野県赤沢自然休養林に行きハイキングを楽しみました。
　ハイキング以外でも、伊勢神宮、御神木伐採跡地にも立ち寄り、皆さんに
喜んで頂けました。

●第 8 回 市民卓球大会（平成26年1月26日：ARCO清洲）
　清須市在住、在勤の中学生からベテランまで200名以上の選手が
種目毎に日頃の練習成果を発揮しました。

種目 優勝 準優勝 3位
中学生男子 辻村	太一 (春日 ) 瀬尾	有矢 (清洲 ) 比良	優公 (新川 ) 澤村	泰樹 (清洲 )
中学生女子 山田	菜月 (西枇 ) 浅井	美乃里 (清洲 ) 吉村	文香 (西枇 ) 鳥越	千里 (西枇 )
一般男子 横山	誠也 (一般 ) 伊藤	雄斗 (一般 ) 林	雄一 (一般 ) 小野	正二 (豊和工業 )
一般女子 加藤	和代 (一般 ) 野村	明美 (西枇卓友 ) 宇都宮	美幸 (西枇卓友 ) 日比	時子 (春日クラブ )
ベテラン男子 加藤	勝治 (西枇シニア ) 永島	一生 (西枇シニア ) 川原崎	邦生 (西枇シニア )
ベテラン女子 小澤	多佳子(清洲フレンド) 西垣	久子 (清洲クラブ ) 岩本	和代 (清洲フレンド ) 鈴木	多美恵(清洲フレンド）

部会名 理事氏名
軟式野球連盟 石田	博由

ソフトボール部会 亀田	勝徳
小久保	俊春

ゲートボール協会 石川	勝美
テニス協会 小川	弘之

ソフトテニス部会 鵜飼	一

グラウンド・ゴルフ協会 一柳	正照
櫻木	邦雄

サッカー連盟 早川	峰雄
バレーボール部会 大槻	成美
卓球協会 矢野	雅生

バドミントン協会 北村	寛之
インディアカ部会 境	正範

ソフトバレーボール部会 伊藤	嘉起
バウンドテニス部会 後藤	登志恵

弓道部会 林	淳子

　バレエ、ジャズダンス、ヒップホップ、タップダンスと様々なジャンルにチャ
レンジ。チーム結成25年、いつも楽しく美しく躍動感あふれるダンスを心掛け
ています。清洲城ふるさとまつり・やると祭等イベントや大会出場、発表会出演
と大きな目標に向かって練習し、ダンスを通して友情の輪も広がっています。
　土曜日午後1時から6時、ARCO清洲体育棟１Ｆサブアリーナへ見に来て下さい!!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（リズム・エクスプレス　日下部）

　　◎真夏と梅雨どきに要注意！
・真夏に気温が高いとき
　８月の日中、最高気温が高くなった日に熱中症患者が増加し
ています。また熱帯夜が続くと、夜間も体温が高く維持されて
しまうため熱中症が起こりやすくなることがわかっています。

・梅雨の晴れ間や、梅雨明けの急に暑くなったとき
　６月後半～７月の晴れ間や、梅雨明けの蒸し暑くなった時期
にも熱中症は多く見られます。この時期は身体がまだ暑さに慣
れていないため上手に汗をかくことができず、体温をうまく調
節できないからです。

　　◎こんな日・こんな場所では要注意！
・気温が高い　・湿度が高い　・風が弱い　・日差しが強い
・照り返しが強い　・熱いものがそばにある　・急に暑くなった

会長 伊東　隆夫 会計 三輪　俊雄
副会長 後藤　悦男 事務局長 山下　浩一
副会長 梶浦　重幸 監事 福岡　幸子
書記 宇野　武志 監事 福田　守高

　春日卓球クラブの岩永忠幸選手が愛知
県代表として、平成25年 10月 25日
～27日鹿児島県・鹿児島アリーナで開
催された『全日本卓球選手権大会』に出
場しました。

　ワールドカラテアカデミ−清須支部斉藤
道場の斉藤凪沙選手が愛知県代表として、
平成26年 3月 26日～ 28日静岡県・エ
コパアリーナで開催された『全国高等学校
空手道選抜大会』に出場しました。

卓球協会 空手道部会

少年サッカー　第８回清須カップ大会
平成26年2月8日　新川、古城、清洲東　各小学校

学年 優　勝
1年生 西枇 Y
2年生 清洲ＪＦＣ
3年生 西枇Ａ

学年 優　勝
4年生 新川ＪＦＣ
5年生 西枇
6年生 西枇

第4回　西枇杷島誠武館剣道大会
平成25年11月10日　ARCO清洲

部 優　勝
1.2 年の部 中嶋	カオル
3.4 年の部 村田	咲楽
5.6 年の部 中嶋	みやび

部 優　勝
中学女子の部 遠藤	文音
中学男子の部 仁木	將太

部会名 理事氏名
少林寺拳法 高木	身幸
剣道部会 中田	浩史
山岳部 山田	辰年
ゴルフ部 佐藤	信一
歩け歩け 石垣	洋二
社交ダンス 加藤	稔
野球審判部 関	恒夫

少年野球部
西地	一政
木崎	豊

少年サッカー部会
加藤	博文
石附	和巳

ジュニアソフトボールクラブ 鈴木	義孝
リズム・エクスプレス 日下部	寿子

空手道部会 斉藤	達也
柔道部会 山本	美隆

棒術・杖術研究会 根本	邦生

Point １
Point ２ Point ３

Point ４ Point ５

暑さを避ける
（外出時には、日傘、
帽子を着用）

水分を取る
（のどが渇くまえに、
こまめに水分補給）

温度を管理する
（エアコン・扇風機
を使用し室内温度
を管理）

無理せず休む
（暑い時は無理を
せず、休息する）

暑さに備えた
体づくり
（規則正しい食生活
をして健康な体を
つくる）

K I Y O S U

「キヨピー」

役員紹介
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