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【編集後記】
　毎号、編集長のリーダーシップに支えられ、記事の割り振りや原稿書き、校正など冷や汗か

きつつ頑張っています。

　原稿の言葉一つずつを考えながら打ち合わせを重ね、やっと発行にたどりつく状態ですが、

メンバーとの絆も出来、やり甲斐も感じています。

　会員の皆様が地域スポーツを愛し、健康で生きがいのある生活を送れますよう、体協だより

の一層の充実を図っていきたいと思っております。ご意見などお寄せ下さい。（日下部）

ホームページ :http://www.kiyosu-taikyo.com

　以前、テレビで見たカード会社のＣＭが気になっています。そのＣＭは50歳代の父と娘の会話で始まります。
　父「りなの将来の夢はなんなの？」　娘「パパみたいな建築家になること」　父「ええっ・・」と言いながら、満足気に満面
に笑みを浮かべ、「なぜ？」と問いかけます。娘「だって、カッコいいじゃん」　でも、その後の娘の予想外な問いかけに、父
は戸惑います。娘「ところで、パパの将来の夢は何？」　父「ええっ・・・。だってパパはもう・・・」自分はもう夢を達成し

たという思いと、この歳になっていまさら夢でもないだろうという思いが入り混じった複雑な表情になり、
一瞬考え込みます。そして、父が再び笑顔で「夢か・・」「よーし」と言葉を発しながら、夜空に向かって
背伸びをしたあと、「いっそ、もっと輝こう」というナレーションと共に、ＣＭが終了します。
　もし、私に同様の問いかけがなされたら、私もＣＭの父と同様、答えに窮すると思います。そして、強
いて答えるとしたら「愛犬と共に、平穏無事な日々を暮らす」（妻でないところが微妙ですが）程度です。
でも夢と呼ぶには、幾分寂しい気がします。私自身もこのＣＭの父と同様、これからも充実した日々を過
ごすために、もう一度夢を探してみたいと思っています。
　皆さんは如何ですか？夢をお持ちでしょうか？

　インディアカ部会の「しぇば〜す」が6月 13日 ( 土 ) 東京体育館で行われた第11回全日
本インディアカトーナメントシニア男女混合の部に出場しました。
　全国各地の予選会を突破した総勢 80チームの内、我々がエントリーしたシニア男女混合
の部は 15チームが参加。惜しくも優勝は逃したものの、第２位の成績を収めることができ
ました。
　心地良い緊張感の中、全国の舞台でプレーでき大変感動しました。また、試合後は各地の
出場チームと交流を深めることもでき、大変有意義な経験となりました。今後もこれを励みに、
チーム一丸となり、今度こそ優勝できるよう精進していきたいと思います。

第11回全日本インディアカトーナメントに出場　〈インディアカ部会〉

もっと輝くために　　　　　清須市体育協会会長　　伊東　隆夫加盟部会リレー紹介　〈社交ダンス〉

　老若男女21名のメンバーが、月8回 (水曜日　自主練習、金曜日　
教師レッスン )、和やかな雰囲気の中で楽しい汗を流しています。
　毎年2回、体育協会主催の発表会を開催しており、今年度は8月に
開催され、皆さん緊張しながらも大変楽しんでいました。
　将来は市民ダンスパーティも開催したいと思っています。その時は、
市民の皆さん、是非ご参加下さい。

優　勝 準優勝 ３　位

松　原 西市場2・3丁目 一　場 西市場1丁目

平成27年度上期　市民大会結果

種目 優勝 準優勝 3位

男子

1位トーナメント 玉置・石塚 杉山・加藤 宇佐美・渡辺

2位トーナメント 加藤・岡戸 岡田・小川 —

3位トーナメント 岡本・石原 伊藤・神戸 —

女子 棚崎・大橋 吉田・荒井 野村・中島

●山岳部ハイキング市民大会　平成27年7月23日　長野県霧ヶ峰・車山高原
　生憎の小雨でしたが、幸いハイキング開始直後から霧に変り、まさしく幻想的な霧
の「霧ヶ峰・車山高原」となりました。最高齢81才、平均年齢71才、ニッコウキス
ゲなど高山植物を愛でながら和気あいあいのハイキング登山ができました。これから
も登山、ハイキングを通し「健康づくり」と「市民交流」の活動を推進します。

●第10回清須市民テニス大会　平成27年9月27日　新川テニスコート

●市民ソフトボール大会
　平成27年5月17日　新川緑地グラウンド、リバーランド

　バドミントン協会では、年２回（５月・２月頃）北名古屋市のバドミントン
協会と交流会を行っています。
　今年も５月10日（日）に ARCO清洲にて男女ランク別のダブルス大会を
開催しました。
　勝負にこだわらず、親睦を深めることを目的に、練習形式の試合を行って
います。

地域交流紹介　　　　　〈バドミントン協会〉
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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！
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。

春日柔道大会
平成27年8月9日　春日B&G体育館

優勝 B‐5チーム (水野	亜美、屋敷	美咲、ウェント	舞花 )
準優勝 A‐ 2チーム (犬飼	千智、丸山	陽生、宮崎	憧真 )
敢闘賞 屋敷	美咲、丸山	心結、畑本	大貴、角谷	健斗

春の公開ハイキング
平成27年5月31日　三重県青山高原

　会員家族やハイキング愛好者を含め、52名という大勢の参加があり、
和気あいあいで楽しいハイキング大会となりました。天候にも恵まれ、
手軽なＡコースを2班、少しきついＢコース1班の、3班に分かれて
歩きました。皆さん大変元気で、次回の開催を約束させられるほどに
盛り上がりました。

平成27年度上期　体育協会主催大会結果

　バウンドテニス部会の浅井建爾 ( あさい	けんじ ) さんが 6月 20日、21日に東京体育館
で開催された、第 33回全日本バウンドテニス選手権大会に平成 25年に続き 2度目の愛知
県代表として、出場されました。
　競技は、シングルスとダブルスの2種目、年齢別の3部門で、各都道府県の地区大会で優
勝および準優勝した総勢1,043名が出場しました。
　浅井さんはシニアの部シングルスに出場し、前回を上回る3回戦で惜しくも敗退しました。

第33回全日本バウンドテニス選手権大会に出場　〈バウンドテニス部会〉

バドミントン大会
平成27年年3月29日　西枇杷島小学校

種目 優　勝 準優勝 ３　位

男子1部 小島	広大
堀	裕貴

竹内	誠一郎
伊藤	健二

竹内	栄作
長束	康佑

近藤	祐生
寺田	奏

男子 2部 石本	良介
田村	浩一郎

鈴木	和男
水谷	安伸

渡辺	誠
鷲崎	純一

福田	竜也
中瀬	広大

女子1部 田中	春香
山田	晴加

安井	有希
近藤	育子

内藤	清美
長谷川	延枝

伊藤	ナチ子
奥野	照代

女子2部 伊東	洋子
藤島	真弓

小野	好香
岩本	理沙

大橋	としえ
北川	純子

丹羽	琴音
有賀	杏奈

女子3部 土屋	舞華
久田	帆乃香

長谷川	夢日
後藤	理華

河合	歩美
近藤	梨紗

渡辺	美恵子
小澤	ひろみ

グラウンド・ゴルフ春季大会
平成27年5月18日　リバーランド

種目 優　勝 準優勝 ３　位
男子Aブロック 小川	道長（清洲）細井	鋠男（清洲）浅井	正二（清洲）
男子Bブロック 塩野	季男（新川）山田	友一（新川）鈴木	錠二（清洲）
女子Aブロック 赤塚	君枝（新川）佐藤	八重子（春日）桜木	美寿子（清洲）
女子 Bブロック 近藤	田恵子（西枇）近藤	由紀子（西枇）岩田	初子（新川）

吉法師会剣道大会
平成27年9月8日　ARCO清洲

種目 優　勝 準優勝 ３　位
中学生以上の部 葛谷	魁 横山	拓実 久原	京子
小学生の部 都竹	陽太郎 中原	悠斗 貝田	啓介
基本の部 青木	恵菜 ー ー

清須市弓道大会
平成27年6月14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 板谷	覚子 中神	佐知子 白井	千鶴子
総合優勝 板谷	覚子 ー ー

バウンドテニス大会
平成27年6月10日　春日B&G体育館

優　勝 準優勝 ３　位
石黒	ゆきこ
後藤	登志恵

加藤	昌久
福岡	幸子

河村	雅子
田口	妙子

9人制バレーボール大会
平成27年6月28日　桃栄小学校

優　勝 準優勝
新川フレンズ TEAM	piyo

社交ダンスクラブ発表会
平成27年8月7日　水の交流ステーション
＜ジルバ大会＞

優　勝 準優勝
吉岡	治正、中川	初代　ペア 溝口	きみ、大野	栄子　ペア

サマーゴルフ大会
平成27年7月12日　岐阜県ひるかわゴルフ場

優　勝 準優勝 3　位
黒木	治夫 門ノ沢	忠男 内山	勝美

ソフトバレーボール大会
平成27年5月10日　西枇杷島小学校

種目 優　勝
トリムの部 西枇Aチーム

レディースの部 春日チーム

第10回テニス大会
平成27年4月26日　新川テニスコート

種目 優　勝 準優勝 ３　位

男子 杉山	靖
石塚	好嗣

野村	孝史
岡崎	眞次

玉置	与至方
近藤	道夫

大竹	泰禎
渡辺	浩二

女子 渡辺	奈緒美
棚崎	昌美

吉田	春美
岡田	千晶

山本	智恵子
佐合	洋美 ー

第9回ソフトボール大会
平成27年4月12日、19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 豊町同好会 西堀江同好会 朝日エンゼルス

第10回清須市市長旗杯少年野球大会
平成27年9月19日、21日　新川緑地グラウンド他

優　勝 準優勝 ３　位
プリンスジュニア	港 ウエストベアーズ 高御堂クラブ 川原サンボーイズ

K I Y O S U
清須市
体協キャラクター
「キヨピー」

部会名 クラブ名 対象 活動 場所 紹介

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。初心者からベテラ
ンまで老若男女が目的に合わせ卓球を楽しんでいます。親睦行事
も有り皆が楽しめるクラブです。体験・見学大歓迎！

新川友愛
卓球クラブ

一般男女
（経験者歓迎）

水曜日
10：00〜 12：00

ARCO清洲
１Fサブアリーナ

平均年齢70才、和気合いあいで卓球を楽しんでいます。週１回
２時間程ですが気持ちの良い汗が出て体のリフレッシュができま
す。体験・見学OK

清須卓球クラブ 中学生以上男女 土曜日19：00〜 21：00
ARCO清洲
１Fサブアリーナ

新しく出来たクラブです。初心者からベテランまで老若男女が卓
球を楽しんでいます。ただ今会員募集中です。一緒に楽しみませ
んか！体験・見学だけでも大歓迎です。

ダンス リズム・
エクスプレス ３才以上の男女

土曜日
13：00〜 19：00

ARCO清洲
１Fサブアリーナ「夢を実現させよう !!」。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クラスまで楽しく練習しています。
初心者大歓迎 !!月〜金曜日

曜日により異なる
リズム・エクス
プレススタジオ

バウンド
テニス

新川バウンド
テニス 65才までの男女 火曜日、金曜日10：00〜 12：00

ARCO清洲
１Fサブアリーナ 誰でもいつでも見学に来てください。楽しい生涯スポーツです。

春日バウンド
テニス 年齢制限なし 水曜日

10：00〜 12：00 春日 B&G体育館 現在50代以上の仲間が健康づくりの為に活動しています。誰でも楽しめる生涯スポーツです。いつでも大歓迎！

少年野球

新川若鷹
少年野球クラブ 年長〜小学６年生 土・日・祝日9：00〜 15：00

新川緑地グラウ
ンド桃栄・星の
宮小学校

野球の事が分らなくても「野球をやりたい」という気持ちがあれ
ば十分です。分らない事はコーチ、仲間達と一緒に覚えていけば
いいのです。まずは練習を見に来てください。いつでも大歓迎！

春日
少年野球クラブ 小学生　男女 土・日・祝日

8：30〜 17：00

春日グラウンド
春日小学校
春日中学校
トヨタグラウンド

春日小学生のみなさん、お友達と楽しく野球をやりましょう。ま
た保護者の方も一緒に練習に参加出来ます。ちびっ子、体験見学
大歓迎です。

ハイキング
クラブ ハイキングクラブ 一般男女 月１回　不定期 その都度協議

自然を愛し、野山を歩くことが好きな人。年２回（春・秋 )のバスハイ
キング、年１回の登山（夏、有志による 3,000m程度）、月例ハイキン
グ(1日　２〜3時間程度),を行っております。是非一度参加して下さい。

ソフト
テニス

西枇杷島ファミリー
テニスクラブ 一般男女 土曜日、日曜日

12：00〜 16：00
西枇杷島テニス
コート（上新公
園テニスコート）

ソフトテニスは何歳になっても無理なく続けられ、健康維持、増
進に最適なスポーツです。しばらくテニスを休んでいた人、他の
スポーツをしていた人、歓迎します。楽しいですよ。

山岳部 山楽会 特になし
第１・３水曜日
19：30〜 21：00
及び毎月1回登山開催

新川・ふれあい
防災センター
登山は会員協議
で決めます

初心者から経験者まで大歓迎！私達と一緒に山歩きを楽しみませ
んか。近郊の日帰り低山からアルプス 2〜 3泊の縦走迄、四季
を通じ「無理せず山を楽しむ」をモットーに山行を開催していま
す。

剣道 清須吉法師会 小学生〜一般男女
（経験問わず）

火曜日、土曜日
19：00〜 21：00

ARCO清洲
１Fサブアリーナ
各小学校体育館

剣道を通じて強い心と身体を育てよう。小学生から大人まで元気
いっぱい活動しています。未経験者も大歓迎！見学・体験は随時
受付中。「清須吉法師会」ホームページもご覧ください。

インディアカ しぇば〜す
20代〜 50代の女性
（バレーボール、バス
ケットボール経験者
歓迎）

金曜日、隔週月曜日
19：00〜 21：00

清洲東小学校
体育館

20代〜 50代の女性メンバー募集中。スポーツ経験のある方（特
にバレー、バスケ）練習に参加してみませんか？県内外（関東、
東海、北陸）の大会、交流会に出場します。個人、友人、ご夫婦
での参加をお待ちしてます。

硬式
テニス

新川テニス
クラブ

清須市在住在勤。
またその家族
（中学生以上）

土・日・祝日
10：00〜 18：00 新川緑地公園

老若男女、初心者、上級者を問わず、テニスが好きで、みんなで
体を動かし楽しむことをモットーにしています。（但し未経験者
の方への指導は行っていません。）ビジター制度、体験入部あり。

新西枇テニス
クラブ 小学生以上男女 土・日・祝日13：00〜 18：00

明電舎テニスコート
浄化センターテニスコート

ベテランから若者まで楽しくテニスをしませんか、男女を問わず
楽しめます。ゲーム、練習を通しレベルアップを目指しましょう。

グラウンド
ゴルフ

西枇リバー 年齢制限なし 午前中１〜２時間 上新運動場他

誰もが、いつでも、どこでも楽しむことができる生涯スポーツで
す。勝負は二の次、健康を目的としたゲームです。個人戦ですの
で初心者でも大歓迎します。

新川グラウンド・
ゴルフクラブ 年齢制限なし 午前中１〜２時間 新川小学校、

各地区の公園
清洲グラウンド・
ゴルフクラブ 年齢制限なし 午前中１〜２時間 清洲小学校、

各地区の公園
春日グラウンド・
ゴルフクラブ 年齢制限なし 午前中１〜２時間 春日グラウンド

弓道 清洲弓友会 中学生以上
（経験者歓迎）

火曜日、木曜日
19：00〜 20：00
土曜日
16：00〜 19：00

ARCO清洲弓道場
週 3回の練習時間を設け、年間 4回の定例射会に加え、昨年度
より、月例射会を毎月行っています。弓道の修練と会員相互の親
睦を目的に日々練習に励んでいます。

社交
ダンス

清須社交ダンス
クラブ

年齢制限なし
（初心者歓迎）

水曜日（自主練習）
18：30〜 21：00
金曜日（教師レッスン）
18：30〜 21：00

清須市水の交流
ステーション

老若男女、月8回楽しい汗をかきながらダンスを楽しんでいます。
市民の皆さん、少しでもダンスに興味のある方、是非とも仲間に
入ってください。

空手道

ワールドカラテ
アカデミー清須
支部　斉藤道場

年中児〜
入門クラス㈯19：00〜 19：40
初級クラス㈯19：00〜 21：00
中級クラス㈫19：30〜 21：00
強化クラス㈭19：30〜 21：00

新川中学校	
柔剣道場

年齢や男女性別問わずみんなで仲良く！元気良く！練習に励んで
います。見学や体験練習も可能ですので一度見に来てください！

教育空手道 ５歳から上限なし 水曜日・土曜日19：00〜 21：00
ARCO清洲
１Fサブアリーナ

空手を通じ、子どもには体を動かす喜びを、高齢者には健康維持
のため、若い人には伝統の継承と創作を、女性には身近な道具を
使った護身術を教え、様々なニーズに応える活動をしています。

春日空手道
クラブ 年中〜大人まで 木曜日19：00〜 21：00 春日 B&G体育館

愛知県空手道連盟の公認道場です。会員は、男女同じくらいの人数で練習
しています。体力に合わせて練習して頂けますので、お子様と一緒にまた
は、大人だけの入会も歓迎です。空手を始めたい方は一度ご連絡下さい。

新川空手道
クラブ 年中〜大人まで 土曜日18：00〜 20：00

水の交流
ステーション

全日本空手道連盟の所属団体です。小さなお子様から大人、女性
の方も年齢や、体力、レベルに合わせて、空手の基本、形、組手
を練習出来ます。空手に興味のある方、一度ご連絡下さい。

柔道 春日柔道クラブ 年長〜中学生　
男女

火曜日、金曜日
19：00〜 21：00
第 2・4土曜日
18：00〜 21：00

春日
B&G海洋センター
武道場

子供たちが明るく！楽しく！元気よく柔道をしています。見学大
歓迎！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。

少年
サッカー

新川少年
サッカークラブ

小学1年〜 6年生
男女

日曜日
9：00〜 12：00
土曜日＊高学年のみ
19：00〜 21：00

新川小学校
グラウンド

みんなで楽しむサッカーチームを目指しています。体験見学大歓
迎です。気軽にお問い合わせください。

清洲ジュニア
フットボール
クラブ

年少〜小学6年生
土・日・祝日　
時間はその都度、
変更あり

清洲東小学校
新清洲公園

年齢に合わせ、小学校卒業までにサッカーを通して人間形成とな
る基礎を身に付け、卒業させます。試合、練習をしっかりさせ、
自ら行動を起こせるように指導します。

きよす体協だより

2 3

integre
タイプライターテキスト
訂正新川友愛卓球クラブ」の活動曜日訂正　（誤）水曜日 ⇒ （正）木曜日

integre
タイプライターテキスト




