
【編集委員】
梶浦　重幸 (副会長 ) 丹羽　孝夫 (山岳部理事 )

福田　守高 (事務局長 ) 𠮷田　春美 (テニス協会 )

齋藤　　勇 (監事 ) 𠮷田　美紀 (ソフトバレーボール部会）

オブザーバー :伊東　隆夫 (会長 )

【問合せ先】
清須市体育協会事務局（清須市役所南館内）
TEL052-400-2911  FAX052-400-2963
ホームページ :http://www.kiyosu-taikyo.com

　ワールドカラテアカデミー清須支部は、空手道部会で唯一のスポーツ少年団です。4才から
小中学生までが、スポーツ少年団指導認定員2名、および日本体育協会スポーツリーダー1名、
全日本空手道連盟公認段位取得指導者の下で、空手道を通じて礼儀、基礎体力作り、空手基本
を楽しく学んでいます。県内のスポーツ少年団の大会や県内外の大会、練習会にも参加してい
ます。詳しくは清須市体育協会ホームページまたは事務局へお問い合わせ下さい。

スポーツ少年団の紹介　〈空手道部会〉

平成29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
少年サッカー部会 西枇 FC
少年サッカー部会 清洲 JFC

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

個人表彰
部会名 氏名
卓球協会 岩永　忠幸

グラウンド・ゴルフ協会 平野　勝年
弓道部会 佐藤　文雄

永年功労
部会名 氏名

弓道部会前理事 林　淳子

通　　年　――――――――――――
軟式野球大会（軟式野球連盟）

4・5月　―――――――――――
清須市体育協会表彰式・総合開会式
総　会
バドミントン大会（バドミントン協会）
第11回ソフトボール大会（ソフトボール部会）
第12回テニス大会（テニス協会）
体協杯バウンドテニス大会（バウンドテニス部会）
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）
※春の市民ハイキング（山岳部・上高地）

6・7月　――――――――――――
清須市弓道大会（弓道部会）
体育協会主催発表会（社交ダンスクラブ）
百々ヶ峰ハイキング（ハイキングクラブ）

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）
第12回清須市長旗大会（少年野球部会）
棒術・杖術演武会（棒術・杖術研究会）

10・11月　――――――――――――
教育空手道秋季合同競技演武会（空手道部会）
グラウンド・ゴルフ秋季大会（グラウンド・ゴルフ協会）
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）
体育協会主催発表会（社交ダンスクラブ）
龍仙山研修登山（山岳部）
※市民親睦ソフトボール大会
※第12回清須市民テニス大会
※秋の市民ハイキング（ハイキングクラブ・青山高原）

12・1月　――――――――――――
サッカーフェスティバル（サッカー協会）
清須カップ少年サッカー大会（少年サッカー部会）
※第12回清須市民卓球大会

2・3月　―――――――――――――
D-1 games2018（空手道部会）
2017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2018（リズムエクスプレス）
※空手道フェスティバル
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「キヨピー」

　平成29年4月9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25部会が参加し、清須市体育協会の表彰並びに、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28年度優秀な成績を収めた4団
体と個人3名が表彰され、永年功労として1名に感謝状が贈られました。
　開会式では、体育協会伊東会長の挨拶後、清須市長はじめ来賓から祝
辞をいただき、続いて、選手を代表してバウンドテニス部会の山田隆三
選手が声高らかに力強い誓いの言葉を述べました。

平成28年度体育協会表彰・平成29年度体育協会総合開会式

清須市体協
キャラクター

練習日
入門クラス 毎週土曜日19:00 ～20:00　清須市新川中学校柔剣道場
ご興味のある方は、是非一度見学、体験に来て下さい。 （空手道スポーツ少年団　斉藤） きよす 平成29年6月1日発行
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体
協
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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。▶

　他地域とのバドミントン交流会で、同世代の女性
から突然「若いですね」と声をかけられました。内
心ニンマリしていたのですが、次の質問にガッカリ
します。「ところで何歳になられました?」
　話を聞いてみると、その女性は長期間バドミント
ンから離れていて、最近復帰したとのこと。久しぶ
りに参加した交流会で私がまだバドミントンを続け
ていることを知り、「頑張っていますね」の意味を
込めて最初の言葉になったようです。
　振り返って見れば、私が初めてスポーツとしてバ

ドミントンと関わりを持ったのは、大学入学時にキャンパスで新入部員と
して勧誘されてからです。卒業後は地域や企業のクラブに所属し、50年
近くになります。最近、「よく続いていますね」と人から言われることが
多くなりました。
　これまで続けられたのは、怪我もなく、練習環境にも恵まれていたこと
も一因ですが、それ以上に、若い頃はバドミントンそのものに夢中でした
し、最近は練習仲間の存在が大きいと思っています。
　私はスポーツのおかげで、楽しい時間、充実した日々を過ごしています。
私にとってスポーツは生活の一部で、切り離すことができない存在です。
　「スポーツに感謝」の一言に尽きます。

「スポーツと私」　　　　清須市体育協会会長　　伊東　隆夫

【編集後記】
　第9号から編集に参加した新人です。
　さて、私にどんな作業が待ち受けているのかなと内心多少の緊張感がありましたが、編集長の「まあ、
気楽な気持ちでやって下さいよ」との一言で心が落ち着いた事を覚えています。
　作業が進む過程で強く感じた事は、印刷工程以外の相当量の実務は全て編集委員が担っており、その
熱意は市民に体育協会の活動を伝えようという気持ちの表れと強く感じました。一方、私は写真が趣味、
各部会へ出かけ掲載する写真の撮影が部会の競技を知る事にも繋がり大変有意義な機会となりました。
　引き続きスポーツ愛好者の増加に繋がるよう、微力ながら編集委員として誌面の充実に取り組みます。
 （丹羽）

棒術・杖術研究会

少年野球部会

清須市体育協会役員・理事

サッカー協会ゲートボール協会

ハイキングクラブ

バドミントン協会

※印は一般参加の市民大会

きよす体協だより
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平成29年度　清須市体育協会総会　平成29年5月12日（金）

平成29年度　清須市体育協会加盟部会・理事

　加盟部会リレー紹介　〈バウンドテニス部会〉

平成28年度 全日本卓球選手権大会〈マスターズの部〉優勝!

　清洲市民センターにて加盟する 25部会の理事が出席し「平成 29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後、議題が審議され、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 28年度　事業報告および決算報告
2. 平成 28年度　監査報告
3. 平成 29年度　事業計画（案）および予算（案）

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 小久保　俊春 ・ 野田　輝雄
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 桜木　邦雄 ・ 岩田　光次
サッカー協会 早川　峰男
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 佐藤　文雄

　バウンドテニスは、テニスと同様のルールで、卓球とテニスの面白さをミックスしたよう
な誰にでも手軽にできる室内競技です。健康のためのレクリエーションスポーツとして、ま
た本格的な競技スポーツとして楽しめる、魅力あふれる日本発祥のスポーツです。
　是非一度、友達と一緒に見学にきてみませんか。

練習日
・ ARCO清洲
　　毎週火・金 9 :30～ 12:00
・ 春日B&G体育館 
　　毎週水 10:00～ 12:00

　清須市卓球協会 春日卓球クラブの岩永忠幸さんが、2016年10月21日(金)～23日(日)　北海道・
函館アリーナで開催された「平成28年度 全日本卓球選手権大会（マスターズの部）男子ハイセブンティ
【75～79歳】」の部に出場し優勝しました。
　岩永さんからコメントが寄せられましたのでご紹介します。

　大会1週間ほど前に肺炎になり、試合日まで連日点滴を打ちドクターストップ寸前での参加でした。
優勝出来た勝因は、色んなタイプの方と練習を重ね、多くの方と対戦したことで、さまざまな対戦相
手に対応出来る様になった事だと思います。我流で覚えた卓球ですが、努力すればここまで出来るの
だと皆さんの参考になれば嬉しいです。 （春日卓球クラブ　岩永）

会長 伊東　隆夫 会計 三輪　敏雄
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

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

平成28年度下期　市民大会結果
第11回 清須市民卓球大会（平成29年1月29日　ARCO清洲）

部 優勝 準優勝 3位
中学生男子 森部 斗季也（新川中） 近藤 健人（東海中） 平岡 俊介（清洲中） 小野 徳斗（新川中）
中学生女子 堀部 緋奈（西枇中） 樋口 友乃（新川中） 細川 愛心（新川中） 高山 聖奈（新川中 )
一般男子 長沼 悠平（個人） 岩戸 佑樹（清洲中） 大平 之胤（個人） 加藤 教明（ZERO）
一般女子 打田 千明（清洲フレンド） 日比 時子（春日クラブ） 多湖 ひな乃（新川高校）谷 明美（西枇卓友クラブ）
シニア男子 横井 春男（個人） 水谷 峰雄（清須クラブ） 永島 一生（個人） -
シニア女子 岩本 和代（清洲フレンド） 小澤 多佳子（清洲フレンド）鈴木 多美恵（清洲フレンド） 加藤 和代（ZERO）
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役員紹介

教育空手道秋季合同演武会
平成28年11月20日　清洲東小学校

部 優　勝
古流型アーナンクーの部 藤本 惇秀

古流型鎮東の部 小林 拓海
古武道型天竜の棍の部 西澤 克弥
古武道型周氏の棍の部 小林 拓海

二人ミット打ち型初級の部 藤本 惇秀
二人ミット打ち型中級の部 下平 遼

組術型手技一教の部 藤本 惇秀・藤本 武秀・宮ノ前 大琥
組術型足技一教の部 伊藤 志馬・下平 樹・下平 遼
バランス競技の部 川田 蓮

敢闘賞 栗本 遥平・北川 季弥

ソフトテニス大会
平成28年10月15日　西枇杷島テニスコート

　参加者全員が二組に分かれて、男女ミッ
クスダブルスの紅白戦を行いました。秋晴
れの空の下、全員が3試合を行って、気持
ちのいい汗をかきました。今年も、メンバー
からおにぎりやお汁粉の差し入れがあり、
和気あいあいの楽しい一日となりました。

社交ダンスクラブ発表会
第1回 平成28年6月25日、第2回 12月11日　ARCO清洲

　今年度は部員数も増え 30名となり大変
喜んでいます。部員数が多くなりましたの
で、今年度の発表会はアルコ清洲に会場を
移して開催し、日頃の練習の成果を存分に
発揮しました。発表会の後は、引き続きダ
ンスタイムを、最後にはカラオケを楽しみ、
会員同士の更なる交流を深めました。ハイキングクラブ研修登山

平成28年10月12日　御在所岳（三重県菰野町）

　御在所岳登り口の湯の山温泉から、登山組 4名と、ロープウエイ
組 15名に分かれて山頂を目指しました。登山組が登っている途中
に、ロープウエイ組から、風が強くなってきたので下山するとの連
絡が入りました。登山組も、頂上で20分ほど散策して、急いでロー
プウエイで下ることにしました。風の強い残念な気象条件でしたが、
全員無事に、愉しく行ってくることができました。

山岳部研修登山
平成28年11月27、28日　野坂岳（福井県敦賀市　標高914m）

　登山技術の向上と会員相互の交流を促進し健全な精神を研鑽する
事を目的とし、地図を読み解く知識の習得と最新機器GPS操作の実
習を兼ねて、野坂岳研修登山を行いました。強風、気温 2～ 3℃、
さらに前日の大雨でコンディションは良くなかったのですが、地図
やGPSでルートを確認しながら声を掛け合い、無事下山しました。
GPS操作を全員が体験し、安全登山に役立つと確信できました。

2016清須ゲートボール大会
平成29年2月18日　下河原ちびっこ広場

　今年度の大会は参加者が少なかったため、
地区大会は行わず、参加者全員を松組、竹
組、梅組に分けてチーム対抗戦を行いまし
た。各チームが4試合を行い、梅組が優勝
しました。準優勝は松組、3位は竹組でした。

平成28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
清洲地区 グリーンキャプ 西田中フェニックス 朝日エンゼルス

西枇杷島地区 フレンズ 白人会 スクラッチ

第11回清須カップ少年サッカー大会
平成28年11月20日、29年1月29日　古城、清洲東、新川　各小学校

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

サッカーフェスティバル
平成29年1月29日　豊田合成競技場

優勝 準優勝
西枇 FC FC尾張旭グラウンド・ゴルフ秋季大会

平成28年10月18日　リバーランド

部 優　勝 準優勝 3　位
男子 Aブロック 一柳 正照（新川）青木 太（清洲）日置 恒幸（新川）
男子Bブロック 黒田 久嗣（新川）柴田 清（新川）木村 浩正（新川）
女子Aブロック 村瀬 君子（新川）長坂 明子（新川）平野 加代子（新川）
女子 Bブロック 豊田 弘子（新川）武藤 素子（西枇）植木 光子（清洲）

第11回清須市長旗杯少年野球大会
平成28年9月17日、10月30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 名古屋 TLCクラブ 弥富桜野球部
スポーツ少年団 江南クウィッカーズ

1ダブルス2シングル卓球大会
平成28年10月30日　ARCO清洲

部 優　勝 準優勝 3　位
男子 間部・佐橋 田村・角田 小野・小田
女子A 岩本・日比 高谷・野村 小澤・望月
女子B 林（洋）・永原 湯浅・藤井 福沢・林（優）

空手道交流会 D-1 games 2017
平成29年2月5日　ARCO清洲
（ダブルス形競技）

部 優　勝 準優勝 3　位

幼年の部 ちびン
ジャーズ ‐ ‐ ‐

低学年の部 K2 まるお君 愛之介 西松や
高学年の部 ベビーチーズ 岐中チーム A 志空塾 巣南 フェンシング部

中学生の部 岐中チーム

どえりゃー
カリコリ
かりんとう
だぎゃあ

すもう部 ‐

兄弟姉妹の部 川尻チーム 卒業生 ツイン
ガールズ K2

（ダブルス組手競技）

部 優　勝 準優勝 3　位

幼年の部 ちびン
ジャーズ ‐ ‐ ‐

小学1・2年の部 長亀
（ロングタートル）

鬼と河童の
子供達 RH+ゴールド ‐

小学3・4年の部 お坊っちゃま君の
ポッケのこけし オカ太郎 足細剛力と

お地蔵様 三輪ーズ3号

小学5・6年
男子の部

全少チャンプ×2 
堺市負けたけど

カトゥーン
二等兵

プリプリお尻に
挟まるラスカル ‐

小学 5・6年
女子の部

鬼臭拳
サポケニア人

無…ただただ
私達…無なの ツインガールズ ‐

中学生男子の部
小さな恋を
している

ミスタ -ポポ

つるんつるんの
ダンシング
ベイビー

ザ・オッサンズ ‐

中学生女子の部 駅伝部 岐中チ -ム ‐ ‐

リズムエクスプレス発表会2017
平成29年3月26日　春日公民館

　3月 26 日（日）、春日公民館大ホール
で「リズムエクスプレス発表会 2017」を
開催しました。発表会は、バレエ、タップ
ダンス、ヒップホップ、そしてジャズダン
スの4部構成とし、参加者は、日ごろの練
習成果を発揮して、それぞれのダンスを思
いっきり披露しました。

バウンドテニスの特徴
・ 体育館で人工芝コートを敷いて行います。
・ テニスコートの6分の1の面積でプレーが出来ます。
・ ラケットは硬式テニスのラケットをひと回り小さくした形状です。
・ ボールはソフトテニスのボールより小さく、やや硬めです。

伊東会長 加藤市長

きよす体協だより
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