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　清須市体育協会は、創立10周年記念事業として、4月に山㟢武司氏の記念講演会が盛大に開催されま
した。さらに11月には、第2弾としてスイーツウオークを企画しています。これは毎年春と秋に清須市の
主催で開催される「清須ウオーク」に清須市体育協会として、コースにスイーツステーションを設営します。
参加者にスイーツを提供してウオークを楽しみながら参加頂けるように考えています。

提供するスイーツは清須市内のお菓子屋さんのご協力を得て、多くの美味しいスイーツを用意しますので期待
してください。清須ウオークに参加したことのある方、初めて参加される方、あま〜いスイーツを食べて笑顔
でゴールしませんか？ゴールには体協の活動内容や各部会の紹介などを簡単にまとめた展示、相談ブースを
設けます。

体育協会10周年記念事業　〈講演会紹介・スイーツウォーク案内〉

平成28年度　体育協会年間事業予定

選手宣誓

団体表彰

部会名 団体チーム名
少年野球部会 清洲少年野球クラブ

ジュニアソフトボールクラブ 西枇エンジェルズ
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
グラウンド・ゴルフ協会 清須市グラウンド・ゴルフ協会

弓道部会 弓道部会

個人表彰

部会名 氏名
グラウンド・ゴルフ協会 岩田　光次
グラウンド・ゴルフ協会 村瀬　君子
グラウンド・ゴルフ協会 稲山　志津子

弓道部会 加藤　忠人

永年功労

部会名 氏名
グラウンド・ゴルフ協会　前理事 一柳　正照

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（創立10周年記念講演会）
総　会
清須市バドミントン大会（バドミントン協会）
第10回	ソフトボール大会（ソフトボール部会）
第11回	テニス大会（テニス協会）
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・ゴルフ春季大会（グラウンド・ゴルフ協会）
バウンドテニス大会　体協杯（バウンドテニス部会）
棒術・杖術演武会（棒術・杖術研究会）
市民親睦ソフトボール大会
春の市民ハイキング

６・７月　――――――――――――
清須弓道大会（弓道部会）
９人制バレーボール大会（バレーボール部会）
体育協会主催発表会（社交ダンスクラブ）
サマーゴルフ大会（ゴルフ部）

８・９月　――――――――――――
春日柔道大会（柔道部会）
吉法師会剣道大会（剣道部会）
少年野球清須市市長旗杯（少年野球部会）
第11回 清須市民テニス大会
秋の市民ハイキング

10・11月　――――――――――――
ソフトテニス大会（ソフトテニス部会）
１Ｄ２Ｓ団体戦（男女別）卓球大会（卓球協会）
清須カップ少年サッカー大会（少年サッカー部会）
体育協会主催発表会（社交ダンスクラブ）
ジュニア大会・秋季演武会（空手道部会）
野坂岳・研修登山（山岳部）

12・１月　――――――――――――
サッカーフェスティバル（サッカー協会）
第11回 清須市民卓球大会

２・３月　―――――――――――――
D-1	games	2017（空手道部会）
2016清須ゲートボール大会（ゲートボール協会）
リズムエクスプレス発表会2017（リズムエクスプレス）

K I Y O S U

「キヨピー」

　今年で清須市体育協会が発足して 11年目を迎えるに当
たり、10周年記念事業として4月 10日には総合開会式に
引続き、元プロ野球選手の山㟢武司氏による記念講演を行
い、講演会終了後には、参加者全員に記念品を配布しました。
　また、11 月には清須市が行う予定の「2016 秋　清須
ウオーク」に協賛し、「スイーツウオーク」と銘打って体育
協会がコース上の各所にスイーツステーションを設置して、
体育協会の会員だけではなく、参加者の皆さん全員にスイー
ツを楽しんで頂く予定でいます。
　そして新たな 10年に向けて、設立時に定めた清須市体
育協会の基本理念である「アマチュアスポーツの普及振

興と市民のスポーツへの関心を高めるために必要な事業を
行って、市民の健康増進とスポーツを通じて明るく豊かな
街づくりに寄与する」を再確認すると同時に、そのための
事業をその時々の状況に対応して実施していく所存です。
　今年は前述の「スイーツウオーク」開催に合わせて、ゴー
ル地点に「スポーツの窓口」を設け、これからスポーツを
楽しみたいという方々に、市内の体育施設や体育協会加盟
部会の紹介等を行う予定です。
　これからも、皆さんの身近に存在する体育協会でありた
いと考えています。今後とも皆様のご理解とご支援をお願
い致します。

◆会長挨拶　「新たな10年に向けて」

　平成28年４月10日（日）　清須市春日公民館において、清須市体
育協会に加盟する27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27年度優秀な成績を収めた5
団体と個人4名、又、永年功労として1名が表彰されました。
　開会式では体育協会伊東会長の挨拶ののち、清須市長はじめ来賓の
祝辞があり、続いて、選手を代表してソフトバレーボール部会の江崎
慎一選手と片山福恵選手が選手宣誓をはつらつと行いました。

平成27年度体育協会表彰・平成28年度体育協会総合開会式
【編集後記】
　そもそも体育協会は何のために活動しているのか、何を目指して活動すべきなのか・・・。第7号
の編集会議は、それらを議論する機会となりました。
　体育協会の基本理念、目的は「市民のスポーツへの関心を高める事業を行って、市民の健康づくり
と明るく豊かな街づくりに寄与する」ことです。
　清須市体育協会は11年目に、そして体協だより「きよす体協」は4年目に入ります。
「きよす体協」の役割について、あらためて考えさせられました。　　　　　　　　　　　（齋藤）

清須市体協キャラクター

ホームページ :http://www.kiyosu-taikyo.com
QR コードからも
アクセスできます。▶

清須市体育協会会長

伊東　隆夫

○「2016 秋　清須ウオーク」に是非ご参加ください！！
　詳細は清須市広報10月号及び、10月初旬の中日新聞尾張版をご覧ください。

きよす体協だより
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平成28年度　清須市体育協会総会　平成28年5月13日（金） 平成27年度下期　市民大会結果

平成28年度　清須市体育協会加盟部会・理事

　加盟部会リレー紹介　〈グラウンド・ゴルフ協会〉

　全国大会に出場　〈ジュニアソフトボールクラブ・少年野球部会〉

　清洲市民センターにて加盟する27部会理事が出席し「平成28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、平成27年度の事業報告と決算報告、さらに
平成28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さまより
激励の言葉をいただきました。
（議題）
１．平成27年度　事業報告および決算報告
２．平成27年度　監査報告
３．平成28年度　事業計画（案）および予算（案）

第10回 清須市民卓球大会（平成28年1月31日　ARCO清洲）
部 優勝 準優勝 3位

中学生男子 竹内	凌馬 (春日中 ) 大野	裕貴 (清洲中 ) 髙須	晴大 (西枇中 ) 吉山	大護 (新川中 )
中学生女子 藤井	亜美 (清洲中 ) 山下	沙麗 (清洲中 ) 佐藤	杏美 (西枇中 ) 西垣	遥 (西枇中 )
一般男子 横山	誠也 (RB-R) 鈴木	智大 (五条高校 ) 澤村	泰樹 (美和高校 ) 伊藤	雄斗 (個人 )
一般女子 六鹿	菜月 (個人 ) 打田	千明 (清洲フレンド ) 服部	賀南子 (個人 ) 谷	明美 (西枇卓友クラブ )
ベテラン男子 笠井	明 (清須クラブ ) 永島	一生 (西枇卓球クラブ ) 川原崎	邦夫 (西枇卓球クラブ )
ベテラン女子 岩本	和代 (清洲フレンド ) 小澤	多佳子 (清洲フレンド ) 秋田	芳枝 (清洲フレンド ) 鈴木	多美惠 (清洲フレンド )

部会名 理事氏名
軟式野球連盟 宇野　武志
ソフトボール部会 野田　輝雄・小久保　俊春
ゲートボール協会 石川　勝美
テニス協会 岡本　　務

ソフトテニス部会 齋藤　　勇
グラウンド・ゴルフ協会 櫻木　邦雄・岩田　光次

サッカー協会 早川　峰男
バレーボール部会 青山　亜希子
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

　グラウンド・ゴルフは、「いつでも」「どこでも」「誰でも」スポーツを楽しむ事が出来
る生涯スポーツです。
　服装はスポーツの出来るものであれば良く、用具はクラブ、ボール、マーカーのみで、
それ以外は費用が掛からない手軽なスポーツです。老若男女和気あいあいで楽しめるコー
チ無しの個人競技です。
　平成２年に新川地区より普及して、会員数は体育協会加盟部会ではトップを維持して
います。グラウンド・ゴルフ協会では、春季・秋季大会をリバーランドで行っており
300人以上でも半日ほどで終わり、全員に参加賞が付きます。練習は各地区ごとに小学
校校庭および公園等で行っていますので、是非一緒に楽しみませんか？

●第9回 春季全日本小学生女子ソフトボール大会
　昨年12月に、愛知県大会予選が開催され、西枇エンジェルズは16チーム中準優勝をし
て、全国大会に出場しました。全国より42チームが集まり、平成28年3月25日から熊
本県菊池市で、第9回春季全日本小学生女子ソフトボール大会が開催されました。
　開会式では、熊本県ご当地のゆるキャラ「くまモン」が乱入して、選手宣誓を盛り上げ
ました。西枇エンジェルズの初戦は、富山県代表のチームとの対戦で、残念ながら3対6
で敗れました。目標でありました全国大会での初勝利を達成することができませんでした
が、選手、保護者ともに、憧れの全国大会で大きな感動を味わうことが出来ました。この
大舞台での経験を今後の活動に生かしていきたいと考えています。	

●第9回 キャッチボールクラシック全国大会　小学生の部（日本プロ野球選手会主催）
　2015年12月6日（日）岡山県倉敷マスカットスタジアムにて行われました。ルールは、
9人1チームが5人と4人に分かれ、7メートル離れて向き合い、2分の間にキャッチボー
ルが何回できたかを競います。
　昨年夏に愛知・岐阜・三重の予選で、105回を記録し優勝しましたので、12月に倉
敷にて開催された全国大会に出場しました。午前中に予選が行われ、全国記録の115回
を記録し、午後からの決勝戦へと進み、決勝では113回で準優勝となりました。結果が
発表された瞬間、全員が悔しさのあまり泣き崩れました。ちなみに優勝回数は116回で
した。
　表彰式では、現役のプロ野球選手から全員がメダルを授与して頂き、泣き顔が一瞬に
して満面の笑顔になり、コーチ陣・保護者は安堵しました。

会長 伊東　隆夫 会計 三輪　俊雄
副会長 後藤　悦男 事務局長 福田　守高
副会長 梶浦　重幸 監事 齋藤　　勇
書記 福岡　幸子 監事 高橋　照雄

部会名 理事氏名
剣	道	部	会 中田　浩史
山	岳	部 丹羽　孝夫
ゴ	ル	フ	部 佐藤　信一

社交ダンスクラブ 加藤　　稔
野	球	審	判	部 関　　恒夫
少年野球部会 小﨑　　豊・高橋　照雄
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 石本　茂人

棒術・杖術研究会 根本　邦生
ハイキングクラブ 山田　辰年

K I Y O S U

役員紹介

空手道交流会 D-1 games 2016
平成28年2月14日　ARCO清洲
（ダブルス形競技）

部 優　勝 準優勝 ３　位
幼年の部 ブシニャン チーム暁の星 アンディかぶとピーターアーツ
低学年の部 K	2 愛之介 正剛ファイターズ
高学年の部 R-2 アヤと夏の女王 マーマー
中学生の部 チョコミント 拳悠館No.2 ゆうたい	りだつー
兄弟姉妹の部 誰だと思ってんだ	斉藤さんだぞ M&K 錬成館	twins

（ダブルス組手競技）

部 優　勝 準優勝 ３　位
幼年の部 アンディかぶとピーターアーツ K.O ちびんジャーズ

小学1・2年の部 ラブラブ愛ランド 志暁館	ダブルゆう わての嫁	鬼でんねん
小学3・4年の部 ポニョと地獄のかかと KYペッパーちゃん 鉄仮面剛力
小学5・6年の部 向井理と暴走パーシー 一濤塾 圭凱の一撃
中学生の部 動く石像とキメラが現れた！ ゴリゴリに行くで！相方ゴリ 一濤塾 A

教育空手道秋季合同演武会
平成27年11月22日　ARCO清洲

部 優　勝
古流型アーナンクーの部 西澤	克弥
古流型鎮東競の部 小林	拓海

古武道型ヌンチャク初段の部 清水	愛斗
古武道型ヌンチャク参段の部 小林	拓海
二人ミット型初伝の部 藤本	惇秀
二人ミット型中伝の部 下平	遼

組術短刀白刃どり初伝の部 藤本	惇秀・藤本	武秀
組術短刀白刃どり中伝の部 坂東	巧・山本	証史・小林	拓海

バランス競技の部 小林	拓海

第５回 ゲートボール大会
平成28年3月5日　清洲公園内伊勢町グラウンド

優　勝 準優勝 ３　位
下河原チーム 土器野チーム 清洲チーム

サッカー協会サッカーフェスティバル
平成28年1月24日　稲沢市豊田合成サッカーグラウンド

優　勝 準優勝 ３　位
尾張旭シニア 西枇シニア 北名古屋 清須シニア

ソフトテニス大会
平成27年10月17日　西枇杷島テニスコート

　曇りの天気予報でしたが、青空の広がる暑い日になりました。参加
者全員が二組に分かれ、男女ミックスの紅白団体戦を行いました。抽
選で組を分けたのですが、試合は大接戦となり、僅差でAチームの勝
利となりました。今年もメンバーから、ぜんざい、おにぎり、飲物な
どの差し入れがあり、楽しい一日を過ごしました。

社交ダンスクラブ発表会
平成27年11月20日　
水の交流ステーション

　今回はルンバ大会を実施し、伊東	
義則・富田	光子ペアが優勝しまし
た。

棒術・杖術演武会
平成27年9月20日　ARCO清洲

　今回の演武会の全体テーマとして掲げたのは「相手と対峙する力」
です。具体的には「間境（まざかい）」を意識することです。杖や刀、
長巻、短刀など、間合いの違う様々な武具を使った組術をすることに
より、「あと一歩踏み出したらお互い必殺」というラインを意識して組
術ができ、より緊張感を持った演武ができました。また、杖、丸めた
週刊誌、カッターシャツなどの身近な道具を使って身を守るための実
践的な技の研究成果を発表しました。

山岳部研修登山
平成27年11月27〜28日　福井・滋賀県境三十三間山	標高842m

　登山を開始した朝8時は薄曇り状態で良好でしたが、頂上近くまで
登りつめた頃は強風と雪で大変厳しい状況となりました。今回の登山
の目的の一つは、遭難事故防止に役立てるための山岳地図を読み解く
知識の習得と最新機器「GPS」操作方法の講習でした。雪中登山とな
る事は事前に予想していましたので、山岳地図とGPSを確認しつつ無
事下山する事ができ、十分な成果を得ることができました。 リズムエクスプレス 2016 会員交流会

平成28年3月27日　春日公民館

　3月27日（日）春日公民館で「リズムエクスプレス2016会員交流会」
を開催しました。ダンスパフォーマンスによる会員交流会で、出席者、
観客約500名が参加しました。バレエ、ジャズダンス、ヒップホップ、
タップのさまざまなダンスを披露し、会員が地域の皆さんと一緒になっ
て楽しみました。

平成27年度下期　体育協会主催大会結果
軟式野球大会
（通年で実施）

地　区 優　勝 準優勝 ３　位
春日地区 トヨタ大学校 チョッパーズ ポパイズ
新川地区 ホールズ ピーコック 宮崎BBキッズ
清洲地区 西田中フェニックス ギャザード グリーンキャップ

西枇杷島地区 フレンズ トータス 誠友クラブ、スクラッチ

第10回 清須カップ少年サッカー大会
平成27年11月15日〜28年2月27日　古城、清洲東、新川　各小学校

学　年 優　勝 準優勝 ３　位
６年生 新川 JFC 清洲 JFC 西枇 FC
５年生 西枇 FC 清洲 JFC 新川 JFC
４年生 清洲 JFC 新川 JFC 西枇 FC
３年生 新川 JFC 清洲 JFC 西枇 FC
２年生 清洲 JFC 新川 JFC 西枇 FC
１年生 新川 JFC 西枇 FC 清洲 JFC

１ダブルス２シングル卓球大会
平成28年3月20日　ARCO清洲

部 優　勝 準優勝 ３　位
男子Aクラス 岩永・村松組 小野・大野組 矢野・梶浦組
男子Bクラス 高須・丹羽組 林・森川組 池戸・神田組
女子Aクラス 日比・小澤組 望月・岩本組 高谷・谷組
女子Bクラス 藤井・林組 永井・鈴木組 水谷・徳重組

伊東会長

加藤市長

きよす体協だより
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