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【編集後記】
　今年は新川体育館が取り壊される事になりました。昭和 45年竣工以来 40年余にわたり、
各種スポーツ、成人式、講演会、避難場所等多目的に利用された体育館が無くなる事は大変淋
しく残念でなりません。
　さて、体育協会だよりも第4号を発刊することが出来ました。これもひとえに皆様の協力の
おかげだと感謝しております。各人が課題を決め、それを一つにまとめて作り上げるこの過程
こそが大切であると思います。
　今後も体育協会だよりを沢山の人に読んでもらえる様に努めていきたいと思います。（福岡）

　清須市体育協会のスポーツ少年団の活動をご紹介します。
　現在、少年野球・少年サッカー・空手・ジュニアソフトボールの 4団体が加盟。少年サッカー
部会では旧清洲町・旧新川町・旧西枇杷島町の3チームが活動をしています。
　活動は土・日・祝で清須市内の小学校グラウンドを利用して育成会と指導者で年少から小
学生の選手を育成しています。それぞれ日本サッカー協会に登録し、東尾張地区内の大会
にも参加することにより、他の市町の選手とも交流をしています。サッカーを通じて挨拶や
団体行動を学んでおり、指導者はサッカーを生涯スポーツとして継続できる選手の育成を心
掛けています。
　興味のある方はいつでも見学に来てください。　　　　　（清須市体育協会監事　福田）

　昭和 46 年（1971年）1月に完成した「新川体育会館」は、1階に
大会議室、小会議室、実習室、和室。2階には観覧席付の屋内競技場
があり、皆さんに親しまれてきました。
　昭和 63年（1988 年）に新川体育協会が設立されて以降、合併誕生
した清須市の清須市体育協会事務局の所在場所として、また、文化活動、
成人式、避難場所としても利用されてきました。
　本庁舎増築とそれに伴う駐車場拡張等のため平成 26 年（2014 年）
8月31日をもって利用停止となり取り壊される事となりました。長い間
ありがとうございました。

新川体育会館 日本の出来事

新川町明治百年記念事業として建設

名称：新川体育会館

着工：昭和 44 年（1969年 )12月6日

完工：昭和 45年 (1970 年 )11月30日

　　　昭和 46 年 (1971年 )1月完成披露

閉館：平成26 年 (2014 年 )8月31日

◆1970 年の出来事
・よど号ハイジャック事件
・日本万国博覧会（大阪万博）開催
・ビートルズ解散
◆1971年の出来事
・名古屋市で世界卓球選手権開催（ピンポン外交）
・カップ麺の先駆けとなる「カップヌードル」を発売
・「新婚さんいらっしゃい !」放映開始

スポーツ少年団の紹介　〈少年サッカー〉

ありがとう！新川体育館　〈旧称：新川体育会館〉

ホームページ :http://www.kiyosu-taikyo.com

建設中の新川体育会館 新川体育会館完工式 完成記念お楽しみ演芸会

右から二人目が伊東会長

　8月末、友人に誘われて初めて本格的な登山として、燕岳に挑戦してきまし
た。若い頃からスポーツを続けており、体力的には幾分自信を持っていました
が登山道から入山して早々にそんな自信はいとも簡単に崩れ去り、いつ登頂を
断念してもおかしくない状況でした。
　それでも同行のメンバーの励ましも有り、なんとか登頂し、槍ヶ岳を含む北
アルプスの大パノラマを展望でき、大自然のスケールの大きさに感動しました。
ただ、それ以上に感銘を受けたのは、私より高齢の方がほんとうに多く登山を
され登山道の休憩所や山荘で楽しげに語らう姿に、「人生まだまだ。いろんな
ことに挑戦できいろんな楽しみが待っている」そんな気持ちにさせられる勇気
を貰ったことです。人生の黄昏はまだ先のようです。
　体育協会には26のスポーツ団体が加盟しており、年齢や体力に応じて参加
できる競技が多々あります。一度あなたも挑戦してみては如何ですか。
　新たな自分を発見できるかもしれませんよ。

　清洲弓友会の北崎良治さんは 3月に行われた愛知県予選
第 2位の成績で愛知県代表に選ばれ、6月 6日（金）～ 8
日（日）和歌山県田辺市で行われた第61回全日本勤労者弓
道選手権大会に出場しました。
　結果は第 2次予選で惜しくも敗退し決勝トーナメント進
出はなりませんでしたが、全国20位という立派な成績を収
められました。

全日本勤労者弓道選手権大会に出場　〈弓道部会〉

まだ夢がある　　　　　　　清須市体育協会会長　　伊東　隆夫

清洲弓友会　北崎良治さん
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バドミントン大会
平成26年4月13日　西枇杷島小学校

種目 優　勝 準優勝 ３　位

男子1部
長束	康佑 長瀬	寿一 我謝	英世 竹内	誠一郎
竹内	栄作 吉浦	真志 小川	新太 森部	耀平

男子2部
遠藤	博史 鈴木	和男 杉田	浩康 渡邉	雅寛
遠藤	翼 丸山	洸司 増岡	真一 高間	大樹

女子1部
関谷	芽含 遠藤	理恵 近藤	育子 奥野	照代
田島	小純 丹羽	琴音 安井	有希 新宮	由美子

女子2部
佐藤	登美江 大橋	としえ 旧井	奈美子 小野	好香
上野	靖恵 北川	純子 熊本	敬子 吉田	光流

女子3部
飯田	直美 成清	尚美 山田	紘子 斉藤	憲子
松川	尚子 前田	恵子 日比野	八重子 高山	悦子

グラウンド・ゴルフ春季大会
平成26年5月15日　リバーランド

種目 優　勝 準優勝 ３　位
男子Aブロック 中野	光雄（清洲）一柳	正照（新川）福田	顕次（清洲）
男子Bブロック 竹山	優（新川）三浦	康彦（新川）浅井	正二（清洲）
女子Aブロック 赤林	英子（新川）長谷川	幸枝（清洲）武藤	素子（西枇）
女子Bブロック 三浦	美代子（新川）小池	トシ子（西枇）佐藤	育子（西枇）

吉法師会剣道大会
平成26年9月9日　ARCO清洲

種目 優　勝 準優勝 ３　位
中学生以上の部 葛谷	魁 山本	昌宏 宇佐美	寛
小学生の部 横山	智己 久原	京子 貝田	ののか
基本の部 前田	智耶 ー ー

清須市弓道大会
平成26年6月8日　ＡＲＣＯ清洲

種目 優　勝 準優勝 ３　位
男子の部 加藤	忠人 佐藤	文雄 太田	智成
女子の部 白井	千鶴子 伊藤	真希子 中神	佐知子
総合優勝 加藤	忠人 ー ー

バウンドテニス大会
平成26年6月10日　新川体育館

種目 優　勝 準優勝 ３　位

男女混合
ダブルス

後藤	登志恵 浅井	ひろ子 石黒	ゆき子
鈴木	美奈子 加藤	鶴代 鍛治	まさ子

9人制バレーボール大会
平成26年6月22日　新川小学校

優　勝 準優勝 3　位 4　位
新川フレンズ TEAM	piyo 西枇バレーボールクラブ 清洲クラブ

サマーゴルフ大会
平成26年7月13日　ひるかわゴルフ場

優　勝 準優勝 3　位
門ノ沢	忠男 黒木	治夫 永谷	勇

ソフトバレーボール大会
平成26年5月11日　新川小学校

種目 優　勝
トリムの部 西枇Ａ

レディースの部 西枇

第9回テニス大会
平成26年5月11日　新川テニスコート

種目 優　勝 準優勝 ３　位
男子 玉置・山田 上ノ園・上ノ園 吉岡・野村
女子 荒井・吉田 渡辺・棚崎 竹内・加藤

第8回ソフトボール大会
平成26年4月13日、20日
新川緑地グラウンド、リバーランド

優　勝 準優勝 ３　位
地領クラブ 朝日エンゼルス 豊町同好会 ウエスタン

市民ソフトボール大会
平成26年5月11日　新川緑地グラウンド、リバーランド

優　勝 準優勝 ３　位
松　原 一　場 土　田 寺　野

第9回市民テニス大会
平成26年9月21日　新川テニスコート、浄化センターテニスコート

種目 優　勝 準優勝 ３　位

1位トーナメント
男子

大竹	泰禎 野村	孝史 石塚	好嗣
渡辺	浩二 長谷川	浩一 石塚	冬龍

女子
岡田	千晶 渡辺	奈緒美 荒井	さとみ
宮本	めぐみ 棚崎	昌美 吉田	春美

2位トーナメント
男子

加藤	康大 波良	芳裕 ー
長良	和敏 林	茂樹 ー

女子
足立	照美 吉澤	香代子 ー
山口	清美 今村	のりえ ー

3位トーナメント
男子

竹本	栄一 和田	義幸 ー
吉岡	英雄 竹田	大貴 ー

女子
佐野	登志美 水野	麻実 ー
桑原	美智子 加藤	智子 ー

社交ダンスクラブ発表会
平成26年7月18日　水の交流ステーション

　平成 26年度第 1回発表会を実施しました。新部
員 3名の方も皆さんとともに参加して日頃の練習成
果を発揮し、更なる交流を深めました。

平成26年度上期　市民大会結果 加盟部会リレー紹介　〈ソフトテニス〉

体育協会ホームページの紹介

あなたもスポーツを始めませんか？　部員および登録チーム募集！

平成26年度上期　体育協会主催大会結果

　ソフトテニスって・・・？そう、以前は軟式テニスと呼びました。競技ルー
ルは基本的には硬式テニスと同じですが、一番の違いはゴムボールを使用
することでしょう。ゴムボールですから、手首や肘に伝わる衝撃が少なく
安心して気楽にプレーできます。そして、若者から高齢者まで年齢や技量
に応じて、何年も何十年も、いつまでも付き合っていけるスポーツです。
　現在、清須市体育協会には西枇杷島ファミリーテニスクラブと新川婦人
ソフトテニスクラブが登録し、楽しく健康増進に取り組んでいます。とこ
ろで皆さんご存知ですか？ソフトテニスは日本発祥の球技なんですよ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ソフトテニス部会　齋藤）

❶ホームページの見方
（１）検索サイトから探す方法
・検索欄に「清須市体育協会」と打ち検索をクリックする

・検索された中から「清須市体育協会」を選びクリックする

（２）直接ＵＲＬを打ち込む方法
・http://www.kiyosu-taikyo.com/
　このアドレスを打ち込みEnter をクリックする

（３）携帯、スマートホンからの検索方法
・横のＱＲコードをバーコードリーダーより
　読み取り検索する

❷ホームページの内容
（１）協会紹介
・体育協会理念　　・会長挨拶　　・役員紹介
（２）表彰
・団体表彰　・個人表彰　・永年功労　・感謝状
（３）年間事業
・部会大会　・市民大会等のスケジュール
（４）加盟部会
・各種スポーツ競技団体の紹介と活動報告
（５）理事会報告
・理事会議題の記録
（６）きよす体協だより
・今までの体協だよりのバックナンバーを掲載

お気軽に各会場までお出掛け下さい。　問合せは清須市体育協会事務局（052-409-1535）まで。

種目 クラブ名 対象 活動 場所 紹介

軟式野球 西枇杷島地区 清須市在住在勤 3月下旬～12月中旬日曜日昼 西枇杷島野球場
現在 12チームが参加し、総当りで年間 11試合を実
施。リーグ戦の他にもナイターで行うトーナメント大
会もあり。登録チーム募集中。

テニス 新西枇テニス
クラブ 年齢不問男女 土・日・祝　9:00～ 18:00

（13:00 ～ 18:00 の場合有）
明電舎テニスコート
浄水センターコート

現在 20才代から 60才代までテニスを楽しんでいま
す。体験入部、見学もOK

卓球 西枇卓友
クラブ

中学生以上男女
（経験者歓迎！）

土曜日　18:00 ～ 21:00
水曜日　19:00 ～ 21:00 にしびさわやかプラザ

卓球マシンによる多球練習から大会参加まで、老若男
女が卓球を楽しんでいます。親睦行事有り。体験・見
学大歓迎！

バウンド
テニス

春日バウンド
テニスクラブ 年齢不問男女 水曜日　10:00 ～ 12:00 春日 B＆G海洋

センター体育館 体験、見学大歓迎！

新川バウンド
テニスクラブ 一般男女 火・金曜日

10:00 ～ 12:00 ARCO清洲 誰でも手軽に出来、健康つくりに最適。見学いつでも
OK！テニス、卓球経験者大歓迎！

社交ダンス 清須社交ダンスクラブ 初心者歓迎 水・金曜日
18:30 ～ 21:00 水の森交流センター

老若男女が年齢を忘れて皆と仲良くダンスを楽しんで
います。また小旅行も行い交流を深めています。是非
一度見学に来てください。

弓道 清洲弓友会 年齢、経験不問 火・木曜日　夜土曜日　　　午後 ARCO清洲
弓道の普及と振興を図り、心身の鍛錬と健康増進を図
るとともに部員相互の親睦を深めることを目的に活
動。見学OK！

剣道 清須吉法師会 小学1年生～
一般男女

火・土曜日
19:00 ～ 21:00

ARCO清洲
各小学校体育館

未経験者大歓迎。「清須吉法師会」でホームページが
あります。

少年
サッカー

清洲 JFC 年少～小学 6
年生男女

土・日・祝
(曜日時間は学年による ) 清洲東小学校グラウンド

毎回楽しく、時には厳しくサッカーを通して仲間の大
切さを学び、技術を身に付け、サッカーを好きになれ
るチームです。見学大歓迎！

西枇 FC 西枇杷島町在住
の小学生男女

土・日・祝
(曜日時間は学年による ) 古城小学校グラウンド 一緒にサッカーやろうよ！体験・見学大歓迎！

ダンス リズム・
エクスプレス 3歳～一般 土曜日　13:00 ～ 19:00

月～金　曜日による	
ARCO清洲
リズム・エクスプレススタジオ

「夢は実現できる」をモットーにダンス（バレエ、ジャ
ズ、ヒップホップ、タップ）の基礎から大会出場まで
頑張っています！随時見学OK！

空手

春日空手道
クラブ 年中～一般男女 木曜日　19:00 ～ 21:00 春日 B＆G海洋

センター体育館 体験、見学大歓迎！

ワールド空手アカデミー
清須支部 年中～一般男女 火・木曜日　19:30 ～ 21:00

土曜日　　　19:00 ～ 21:00 新川中学校柔剣道場
礼儀・集中力・忍耐力、空手で心身ともに強くなります。
毎週土曜日、見学・体験OK！

教育空手道 年長～一般男女 水・土曜日19:00 ～ 21:00 ARCO清洲 空手に気功や身近な道具を使った護身術を合わせ、性
別年齢を問わず統合的にサポート。随時見学者歓迎！

新川空手道
クラブ 年中～一般男女 土曜日　18:00 ～ 20:00 水の森交流センター 体験、見学大歓迎！

柔道 春日柔道
クラブ

年長～中学生
男女

火・金曜日　　　19:00 ～ 21:00
第 2・4土曜日　19:00 ～ 21:00

春日 B＆ G海洋
センター体育館

子供たちが明るく！楽しく！元気良く柔道をしていま
す。見学随時受付、無料体験あり。サマースクールや
クリスマス会等行事もあり。

山岳 清須山楽会 年齢不問男女 年数回 年度により異なる
ハイキング・登山をこよなく愛するグループです。下
山後は温泉に入浴、心身をリフレッシュ！健康増進！
さあ、集おう。

清須市体育協会

第9回市長旗杯少年野球大会
平成26年9月20日、23日　
新川緑地グラウンド、春日グラウンド

優　勝 準優勝 ３　位
西枇ベース
ボールクラブ

ときわ
イーグルス

春日少年野球
クラブ

豊山スポーツ
少年団

市民テニス大会　男子参加者 市民テニス大会　女子参加者
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