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市民ミニバレー大会
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シニア女子優勝 キララグリーン

９月６日（日）桶川サン・アリーナにおいて、第
９回市民ミニバレー大会を開催いたしました。参加
は１チーム４～６人で、一般男子の部４チーム、一
般女子の部４チーム、シニア女子の部８チームの合
計 チーム 名でした。
試合は部門毎にリーグ戦で勝敗を競いました。シ
ニア女子はチーム数が多く２つに分かれて行い、勝
者同士で優勝決定戦を行いました。各チームとも、
日ごろの練習の成果を十分に発揮され良い試合が出
来たと思います。ボールの動きによく慣れており、
なかでもネット際のプレーには目を見張るものがあ
りました。
各部門の優勝チームは以下の通りでした。
一 般 男 子 の 部：最強杏仁豆腐
一 般 女 子 の 部：かりっとぱんだ
シニア女子の部：キララグリーン

一般男子優勝 最強杏仁豆腐

一般女子優勝 かりっとぱんだ

パノラマ台
市民ハイキング
月 日（土）出発時、晴れていま
したので、山頂からの眺めを期待しな
がら精進湖駐車場へ向いました。精進
湖登山口から、パノラマ台山頂、烏帽
子岳を越えて本栖湖駐車場までのハイ
キングコースでしたが、登山中は木々
に囲まれて景色はあまり見えず、それ
ゆえに頂上付近になって視界が段々と
広がってきて、目の前に富士山の裾野
が広がると参加者の方々から歓声が聞
こえてきました。昼食休憩 分の間で
したが、富士山山頂の景色は留まるこ
となく変化するため心配でしたが、眼
下に見える二つの湖と広大な樹海を見
ることができて良かったです。
行きに八王子ＩＣでの事故渋滞のた
め、予定を 分遅れての行程になりま
したが、山頂の時点で予定どおりに追
いつき、西口には予定より早く到着し
ました。参加者の皆様が健脚でした。
ありがとうございました。
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９月 日（土）埼玉県スポーツ推進委員協議会第１回研修会がスポーツ総合センタ
ーにおいて行われました。大沼会長、岩﨑副会長、竹本、田坂、木村、山田、米山の
７名が参加しました。
午前は講義Ⅰ「ゼネラルオリエンテーション」
・講義Ⅱ「アスリート理解」で講師は
公益財団法人スペシャルオリンピックス日本東洋大学社会学部 志村健一氏でした。
午後からは実技体験「障がい者の指導」について、卓球と陸上に分かれ、それぞれ
実技体験をしました。
講義Ⅰ、Ⅱでスペシャルオリンピックスを初めて理解しました。パラリンピックは知
っていますが、スペシャルオリンピックスの使命は年間を通じてさまざまなオリンピッ
ク形式のスポーツのトレーニングと競技会を知的障害のある人たちに提供するものだ
ということ、スペシャルオリンピックスは体力の向上にはもちろんのこと、勇気を表
現することや、楽しみを経験するためにも、継続的な機会を提供していくこと、アス
リートはスペシャルオリンピックスのプログラムに参加することで技術や友情を、家族、
地域の人々や他のアスリートと一緒に分かち合うことが出来るということを知りました。
知的障害のある人と健常者がスポーツを通じて喜びを分かち合える場づくりは地域
を良く知っているスポーツ推進委員の役割が必要だと感じました。
実技体験ではアスリート達と楽しいひと時を過ごすことが出来、色々なことを教え
て頂いた気持ちがしました。

埼玉県スポーツ推進委員協議会
第１回研修会

２月６日（土）スポーツ総合センターにおいて埼玉県スポーツ推進委員協議会
第２回研修会が開催されました。午前中は講座Ⅰ、講座Ⅱを受講し、午後は実技
研修を行いました。講座Ⅰでは、愛媛県で開催された全国大会の報告がありまし
た。埼玉県からは 名が参加し、文部科学大臣表彰を４名、全国連合功労賞表彰
を８名、 年勤続表彰を２名、優良団体表彰を深谷市が受賞されました。講座Ⅱ
では、キネシオテーピングの講習を受講しました。５名のキネシオテーピング協
会指導員の方々から、肩、腰、膝、ふくろはぎのテーピング方法の説明を受けま
した。参加者の積極的な受講態度が素晴らしかったです。午後の実技では、新感
覚のスポーツ・レクリエーション「チャレンジ・ザ・ゲーム」を（公財）日本レ
クリエーション協会の講師２名の方から、 種目中６種目の競技方法を受講しま
した。
参加者を６グループに分けてローテーションして６種目全部
を体験しました。全員で声を出しながら力を合わせて高得点
にチャレンジしました。他市の推進委員さんとの即席チーム
でしたが、初めての人達とふれあい交流ができましたし、何
よりも成功した時の達成感を味わうことができました。ラダ
ーゲッターなど、すでに桶川市で取り入れているゲームもあ
りましたが、ニュースポーツとして紹介したいゲームばかり
でした。

埼玉県スポーツ推進委員協議会
第２回研修会
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９月 日（日）桶川サン・アリーナにおいて、シ
ルバーレクリエーション大会を開催いたしました。
名の参加者のもとグラウンド・ゴルフ、ディス
ゲッター、スポーツ吹矢の３種目を行いました。
グラウンド・ゴルフ
女子の部
男子の部
１位 加藤 美好
１位 福島 外義
２位 堤 多賀子
２位 長谷川富也
３位 佐藤 德子
３位 加藤 昌正
ディスゲッター
女子の部
男子の部
１位 保泉 裕子
１位 向
孝
２位 丸山 孝子
２位 杉内 光昭
３位 大塚いつ子
３位 佐藤 貞二
スポーツ吹矢
女子の部
男子の部
１位 堤 多賀子
１位 杉内 光昭
２位 野﨑 幸子
２位 保泉 高一
３位 岡野 久子
３位 横森
繁

シルバー
レクリエーション大会

月 日（土）桶川東小学校において、ファミリ
ーニュースポーツフェスティバルが開催されました。
小学生親子参加者 名（保護者９名小学生 名）の
８組でした。
種目はディスクゴルフ、グラウンド・ゴルフが校
庭で行われ、ラダーゲッター、スポーツ吹矢、室内
ペタンク、ディスゲッターは体育館で行われました。
始めに種目ごとのルール説明がありその後に練習
をして、競技を始めました。練習をしてもなかなか
上手くいかず、悔しがりながらやる子や、子供には
負ける訳にはいかないと頑張るお父さんお母さんの
真剣な姿が見られ、子供達も親に刺激されて一生懸
命にやる姿が印象に残りました。
家族でどこか観光地に行くことも楽しいですが、
親子で同じ競技にチャレンジすることも良い思い出
になったことでしょう。参加頂いた親子の皆さんあ
りがとうございました。

ファミリーニュースポー
ツフェスティバル
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ＡＩＳＯＦＹ

ガウディ

元桶中サッカー部

19

43

後

記

－4－

年度行事予定

編

集

４月 日（日）スポーツ推進委員研修会
５月９日（月）～前期ミニバレー教室６回
５月 日（火）～前期シルバー教室５回
５月 日（日）シニアバスハイク龍王峡
６月 日（木）～後期ミニバレー教室６回
６月 日（日）湯の丸市民ハイキング
８月 日（火）～後期シルバー教室５回
９月４日（日）ミニバレー大会
９月 日（日）シルバーレク大会
月２日（日）尾瀬ヶ原市民ハイキング
月 日（日）フットサル大会
月 日（日）スポーツフェスティバル
月 日（日）ファミリーニュースポーツ
フェスティバル
２月 日（日）おけがわ駅伝競走大会
予定しておりますので、皆さんの
参加をお待ちしております。詳しく
は広報をご覧ください。
11 11 10 10

２月 日予定していたおけがわ駅伝競走大会は、
小学生選手 名参加申し込みがありました。残念な
ことに天候不良のため中止になりましたが、来年も
開催しますので是非多くの皆さんの参加を心よりお
待ちしております。
編集委員・・岩田真一・田坂めぐみ・長島房子・
山下智弘・天沼好弘・小池尚道・木
村恭子・清水大輔

400

南部支部北地区連絡協議
会（北地区）女性研修会
月 日（土）南部支部北地区連絡協議会（北地
区）女性研修会が桶川サン・アリーナ（サブアリー
ナ）において、３市 名の参加で行われました。
今年度は上尾市が担当で、実技研修として①準備
体操②頭の体操③レクゲームの実技研修が行われま
した。
「頭の体操」手と足を使いな
がらの頭の体操、手だけ、足だ
け、両方など、沢山のバリエー
ションがあり楽しかったです。
すぐには出来るものではありま
せんが、練習をすれば出来るよ
うになるようです。
「レクゲーム」手作りレクゲ
ームでリレー式など夢中になり、
なかなか思うようになりません
が、とても楽しかったです。
その後情報交換が行われ、各
市女性スポーツ推進委員の現在
の活動内容・悩み・問題点など
各班に分かれて話し合いをしま
した。
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おけがわふれんどりー
フットサル大会
月３日（土）スポーツ日和となったこの日、舎
人スポーツ・パーク フットサルコート２面で第２
回大会が開催されました。
当日棄権チームがあり、急きょ即席チームを立ち
上げて６チームの参加で行われました。
予選は３チームのリーグ戦形式で、決勝進出順位
を争いました。開始早々のゴールあり、ベンチから
のユニークな声援あり、ローカルルールの適用あり
と、どこか和んでしまう場面もありました。
決勝トーナメントでは、７分ハーフとはいえ結構
ハードな戦いが続きました。特に決勝戦はスピード
感ある攻防戦となり見応えがありました。
参加者たちは気持ちの良い青空のもと、爽やかな
汗を流していました。これからは女子の参加も期待
してチームを作り、挑戦してみてはいかがでしょう
か。
大会結果は以下のとおりです。
優勝
ＡＩＳＯＦＹ（あいそふぃー）
準優勝 ガウディ
３位
元桶中サッカー部
10

