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平成30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 清洲 JFC（３年生チーム )
少年サッカー部会 清洲 JFC（６年生チーム）

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
ジュニアソフトボールクラブ 西枇エンジェルズ

個人表彰

部会名 氏名
少年サッカー部会（清洲 JFC） 川村　美咲
グラウンド・ゴルフ協会 後藤　典子

永年功労

役職 氏名
前体育協会会長 伊東　隆夫

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12回ソフトボール大会（ソフトボール部会）
第13回テニス大会（テニス協会）
グラウンド・ゴルフ春季大会（グラウンド・ゴルフ協会）
ソフトバレーボール大会（ソフトバレーボール部会）
体協杯バウンドテニス大会（バウンドテニス部会）
※春の市民ハイキング（ハイキングクラブ・赤沢美林）

6・7月　―――――――――――――
体協主催発表会（社交ダンスクラブ）
清須弓道大会（弓道部会）
クラス別シングルス戦卓球大会（卓球協会）

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13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）
※秋の市民ハイキング（山岳部・入笠山）

10・11月　――――――――――――
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）
2018清須ゲートボール大会（ゲートボール協会）
山岳部研修登山（山岳部・湖西連山神石山）
サッカーフェスティバル（サッカー協会）
教育空手道秋季合同競技演武会（空手道部会）
清須カップ少年サッカー大会（少年サッカー部会）
社交ダンスクラブ発表会（社交ダンスクラブ）
小原四季桜ハイキング（ハイキングクラブ）
※第13回清須市民テニス大会
※市民親睦ソフトボール大会

12・1月　――――――――――――
※第13回清須市民卓球大会

2・3月　―――――――――――――
D-1	games2019（空手道部会）
リズムエクスプレス発表会2019（リズムエクスプレス）
※空手道フェスティバル

　平成30年4月8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29年度優秀な成績を収めた4団
体と個人2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、体育協会後藤会長の挨拶後、清須市長はじめ来賓から祝
辞をいただき、続いて、選手を代表して弓道部会の村瀬沙織選手が、声
高らかに力強い誓の言葉を述べました。

平成29年度体育協会表彰・平成30年度体育協会総合開会式
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　我が清須市体育協会は、平成18年 4月に産声を上げてはや
12年が過ぎました。平田会長でスタートし 2代目福田会長、
3代目伊東会長とバトンが渡り、私で4代目となりました。
　スタート当初は会員数が 3,300 人程でしたが、残念ながら
現在では 2,300 人余りとなっています。 先輩方がいろいろ
アイデアを絞り魅力ある体育協会を目指して頑張って来られ、
私も設立当初より書記として参加してまいりましたが、その間
には 2市 1町交歓体育大会が廃止になったり、会員の高齢化
が進む一方で若い新規会員の入会が追いつかない等要因はいろ
いろあると思います。伊東前会長の時には、体育協会の情報発
信を強化するため、マスコットのキヨピーの誕生、体協だより

の発行、更にはホームページの立ち上げなどに取り組んできま
した。後を託された私も、新役員の皆さんと力を合わせ、あの
手この手を駆使し会員の増強に努めてまいりたいと思います。
　私個人としてはソフトボール部会と軟式野球連盟に所属して
おり、清洲町時代から数えれば40年程になります。この先も
体力の続く限りはユニフォームを着てグランドに立っていられ
るよう、健康に気を付けて頑張るつもりです。
　体育協会は、会員はもちろんのこと、多くの市民の皆さまが
スポーツを楽しみながら健康づくりができるよう活動を続けて
まいります。今後ともご理解とご協力のほどよろしくお願いい
たします。

会 長 挨 拶

【編集後記】
　平成25年 4月の創刊号から携わって本紙で11号となりました。毎号編集メンバーが限られた時間
の中で膝を突き合わせ、情報収集と記事の選択、編集に奮闘しています。紙面の関係で不足部分の報告
は体育協会だよりと同時に立ち上げたホームページで補い、少しでも多くの皆様に体育協会の活動内容
がお伝え出来ればと思います。色々ご意見・ご感想をお寄せ頂ければ幸いです。	 （梶浦）

※印は一般参加の市民大会

インディアカ部会

ソフトボール部会 グラウンド・ゴルフ協会 リズムエクスプレス

テニス協会

市民の皆さん、もっと気軽にスポーツをやろうよ！

清須市体育協会会長

後藤　悦男

2017 清須ゲートボール大会　
平成30年3月4日　下河原ちびっこ広場

　天気は快晴、絶好のゲートボール日和となり、会員みんな元気に
プレーすることができました。体調不良等により欠席者がいたため、
地域別ではなく選抜対抗として開催しました。結果は、3チームと
も引き分けとなり、楽しく大会を終えることができました。

第12回清須カップ　少年サッカー大会
平成29年11月26日～平成30年2月25日　清洲東、新川　各小学校

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

第2回 清須招待シニアサッカーフェスティバル
平成30年3月3日　豊田合成サッカーグラウンド

優　勝 準優勝
西枇シニア 清洲シニア

リズムエクスプレス　スキルアップ交流会
平成30年3月21日　ARCO清洲

　ARCO清洲サブホールで、バレエ・ジャ
ズ・ヒップホップ・タップダンスの発表交
流会を開催しました。3歳から成人まで、
「今ががんばるとき！」を合い言葉に、楽
しく交流しました。

きよす体協だより
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平成30年度　清須市体育協会総会　平成30年5月11日（金）

平成30年度　清須市体育協会加盟部会・理事

第11回春季全日本小学生女子ソフトボール大会に出場　〈ジュニアソフトボールクラブ〉

第52回日本ベテランオープン〈静岡ベテラン〉卓球大会　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 30年度清須
市体育協会総会」が開催されました。
　体育協会後藤会長の挨拶後、議題が審議され、原案通り承認されました。議
事終了後、永田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29年度　事業報告、決算報告、監査報告
２．平成30年度　事業計画（案）、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 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 打田　憲司
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 浅井　建爾

弓道部会 佐藤　文雄

　ジュニアソフトボールの西枇エンジェルズは、全国から44チームが集まって3月24日から
広島県尾道市で開催された第11回春季全日本小学生女子ソフトボール大会に愛知県代表として
出場しました。昨年12月に16チームが参加した愛知県大会で優勝して県代表となりました。
　大会では2回戦からの出場となり、初戦の岡山県代表チームには11−0で勝利しました。目
標であった全国大会での初勝利を達成することができました。翌日の3回戦では、奈良県代表チー
ムに4−7で実力を発揮できず敗退してしまいました。対戦した奈良県のチームは準優勝でした。
　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。
　清須市体育協会の応援とご支援、誠にありがとうございました。

　清須市体育協会春日卓球クラブの岩永忠幸さんが2月9日から静岡市で開催された「第
52回日本ベテランオープン卓球大会」の75～79歳の部に出場し、シングルスの部で見
事に優勝されました。また、ダブルスの部でも3位になりました。

＜岩永さんのコメント＞

　2年ほど前にマスターズで負けた原田さん（その時原田さんが優勝）に勝てたことが
凄く嬉しかったです。

会長 後藤　悦男 会計 三輪　俊雄
副会長 梶浦　重幸 事務局長 福田　守高
副会長 齋藤　　勇 監事 高橋　照雄
書記 福岡　幸子 監事 長谷川延枝

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　智康
野球審判部 関　　恒夫
少年野球部会 小㟢　　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 坂井　勇夫
柔道部会 北川　嘉憲

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29年度下期　市民大会結果　　
清須市民親睦ソフトボール大会（平成29年11月5日　リバーランド）

優　勝 準優勝 3位
土田 松原 西田中・弁天 上砂入

秋の市民ハイキング（ハイキングクラブ）（平成29年11月5日　青山高原四季のさと（三重県津市白山町））
　バスを借りて青山高原「四季のさと」に行きました。比較的起伏が少なく歩きやすいコースです。
3連休最後の日でしたが心配した渋滞も無く、天候にも恵まれ、最高のハイキング日和でした。参
加者の体調や希望によって 6キロと 3キロのグループに分かれ、公園の花や野草を愛でたり、小
川のせせらぎを耳にしながら身体を動かし、心身ともに癒される楽しいハイキングができました。

清須市民フェスティバル 空手道体験会（平成30年3月11日　春日B&G体育館）
　春日B&G体育館で「清須市民フェスティバル空手道体験会」を開催しました。空手道部会会員
以外の一般市民の皆様に少しでも空手道を知っていただくことを目的として、空手道部会各団体
の演武や、各団体のブ−スで練習やミット打ちなどの体験を行いました。

第12回 清須市民卓球大会（平成30年1月28日　ARCO清洲）
部 優　勝 準優勝 3位

中学生男子 中川	航	（春日中） 平岡	俊介	（清洲中） 川次	翔真	（春日中） 山口	誠太	（新川中）
中学生女子 河野	有紗	（西枇中） 加藤	亜侑	（清洲中） 尾田	実己	（西枇中） 鳥越	香帆	（西枇中）
一般男子 加藤	教明	（ZERO） 柿平	格	（個人） 鈴木	智大	（西枇卓友クラブ） 横山	誠也	（RB-R）
一般女子 藤井	亜美	（新川高校） 日比	時子	（春日クラブ） 野村	明美	（西枇卓友クラブ） 高谷	恵子（清洲フレンド）
シニア男子 丹羽	稔	（新川友愛クラブ） 加藤　勝治	（個人） 永島　一生	（個人） 水谷	峰雄	（清須クラブ）
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） 望月	久美子	（新川友愛クラブ）
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教育空手道秋季合同演武会
平成29年11月19日	ARCO清洲

部 優　勝
空手型アーナンクーの部 大野　蓮斗
空手型ワンシューの部 藤本　惇秀
空手型十三の部 小林　拓海

古武道型ヌンチャク初段の部 大野　蓮斗
古武道型ヌンチャク参段の部 藤本　武秀
古武道型双流ヌンチャクの部 下平　　遼
二人ミット型初級の部 栗本　遥平
二人ミット型中級の部 西澤　克弥
組術短刀白刃どり初級の部 川村　　蓮・西川　陽向
組術短刀白刃どり中級の部 下平　　遼・伊藤　志馬
バランス競技の部 大野　蓮斗・西澤　克弥

ソフトテニス大会
平成29年11月11日　西枇杷島テニスコート

　参加者全員が二組に分かれ、男女ミック
スの紅白戦を行いました。おにぎりやお汁
粉の差し入れもあって和気あいあいのムー
ドですが、日ごろの練習とは違ってそれなり
の緊張感と勝利の喜びを味わい、全員が3
試合を行いました。予定していた日と予備日
がいずれも季節外れの台風により実施でき
ず、この日も心配しましたが明け方には雨が
上がり、まさに「三度目の正直」となりました。

社交ダンスクラブ発表会　（平成 29 年度下期）
平成29年11月25日　かんぽの宿岐阜羽島

　今回の発表会は会場を市外に移して行い
ました。いつもとは違う雰囲気の中、午前中
は発表会、ダンスタイム、デモンストレーショ
ンを行って、日頃の練習の成果を存分に発
揮し、大いに盛り上がりました。午後からは
会員同士の交流を深める活動で、有意義な
一日を過ごしました。

龍仙山研修登山（山岳部）
平成29年11月18～19日　龍仙山　（三重県度会郡南伊勢町）

　龍仙山は三重県南伊勢地方にある比較的
低い山ですが、有名な山に比べ登山道の標
識がやや不十分であったため、登山地図、
コンパス、GPSなどで進路を確認しつつ進
むこととなりました。その点においては登山
技術の向上と安全な登山の仕方について再
確認する良い機会となりました。また、今
回新たな試みとしてスマートフォンのGPS
機能を利用した進路確認を実行し、普段の
GPS機器の性能と大きな差がないことが分
かりました。	

平成29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
春日地区	軟式野球大会 チョッパーズ ポパイズ

清洲地区	みずの富夫争奪リーグ戦 朝日エンゼルス ホールズ
清洲地区	軟式野球大会 グリーンキャップ ホールズ
西枇杷島地区	ナイター大会 フレンズ ハニーホームズ
西枇杷島地区	リーグ戦 誠友クラブ ハニーホームズ

１ダブルス２シングルス卓球大会
平成29年10月29日　ARCO清洲

部 優　勝 準優勝 3　位
男子 Aクラス 斉藤・小野 矢野・間部 角田・近藤
男子Bクラス 林　・伊藤 北出・吉田 水谷・長瀬
女子Aクラス 谷　・岩本 野村・打田 高谷・小澤
女子Bクラス 鈴木（多）・林 山内・湯浅 福沢・永井

グラウンド・ゴルフ秋季大会
平成29年10月31日　リバーランド

部 優　勝 準優勝 3　位
男子 Aブロック 木下　博之（新川） 黒田　久嗣（新川） 梅村　和仁（西枇）
男子 Bブロック 竹山　　優（新川） 吉沢　英明（清洲） 水野　隆平（清洲）
女子 Aブロック 長坂　明子（新川） 久野　伊久枝（清洲）不破　れい子（春日）
女子 Bブロック 竹田　幸子（清洲） 佐藤　育子（西枇） 岩田　初子（新川）

第12回 清須市長旗杯少年野球大会
平成29年12月3～4日　新川緑地グラウンド

優　勝 準優勝 3位
甚目寺ジュニア
ベースボール
クラブ

愛西
ベースボール
クラブ

春日少年野球
クラブ

あまジュニア
ベースボール
クラブ

空手道交流会 D-1 games 2018
平成30年2月4日　ARCO清洲

（ダブルス形競技）
部 優　勝 準優勝 3　位

幼年の部 そう	アンド	ま− たいが＆まな りのんはじ
めました -

低学年の部 次男次女 志空塾Ａ 超猿 ゆずらん

高学年の部
空手を愛し空
手に愛された
男女 !!

まこなる ＫＫブラザ−ズ 小悪魔

中学生の部 はなぞの・
ばら組 ＫＹファイターズ 小林 -

兄弟姉妹の部 毛利建築 雑草魂 巣南設備 快晴

（ダブルス組手競技）

部 優　勝 準優勝 3　位
幼年の部 ゾロとルフィ そう	アンド	ま− くもからて -

小学1・2年の部 チョコ
ボールかぶ

池にハマった
ピ−タ−ア−ツ

生まれたて
の小鹿と
マッポの
息子

リトルリ−

小学3・4年の部 ７. ３こけし 鶏がら100％ ツインビー アルティメット	

小学5・6年
男子の部

おじぞう様
のお供えを
喰らう獣

実は内緒やけ
ど彼女いてた
みたい
by かんた

志空塾Ａ 志空塾B	

小学 5・6年
女子の部 妖怪女子

ワンレン、
ボディコン、
ユズ・クレア

まこなる -

中学生男子の部
フサフサ世界
チャンプと

モサモサパ−シ−

温水洋一
そっくりさん
と男梅

鬼臭ケンサポ
自爆兵 -

中学生女子の部 ＢＵＳＳ 花・華 - -
グッドネ−ミング賞 空手を愛し空手に愛された男女 !!	

後藤会長 永田市長
体育協会役員・理事

きよす体協だより
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