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第15回都市間交流スポーツ大会の開催
昨年は神戸市で開催された、競技団体主管で開
催される
「都市間交流スポーツ大会」が、
今年は京都
市で開催されます。
１. 大会名 第15回都市間交流スポーツ京都大会
２. 主 催 （公財）京都市体育協会
３. 共 催 横浜市、
大阪市、
神戸市、
名古屋市の
各都市体育協会
４. 主 管 京都市競技団体

５.
６.
７.
８.

開催地
参加都市
期 日
実施競技

京都市
京都市、横浜市、大阪市、神戸市、名古屋市
平成３０年７月７日
（土）から７月２２日
（日）
ソフトテニス、
バスケットボール、
軟式野球、
相撲、
弓道、
ソフトボール、
テニス、
ハンドボール、
ボウリング、
空手道、
ホッケー、
家庭婦人バレーボール

日程・会場
種 目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ソフトテニス
バスケットボール
軟式野球
相撲
弓道
ソフトボール
テニス
ハンドボール
ボウリング
空手道
ホッケー
家庭婦人バレーボール

日 程
7月１４日
（土）
・１５日
（日）
7月１４日
（土）
・１５日
（日）
７月７日
（土）
・８日
（日）
７月８日
（日）
７月８日
（日）
7月１４日
（土）
・１５日
（日）
7月１４日
（土）
・１５日
（日）
７月１４日
（土）
７月２１日
（土）
・２２日
（日）
７月８日
（日）
７月２１日
（土）
・２２日
（日）
７月７日
（土）
・８日
（日）

会 場
西院公園テニスコート
ハンナリーズアリーナ
伏見桃山城運動公園
武道センター相撲場
武道センター弓道場
伏見桃山城運動公園
小畑川中央公園テニスコート
横大路運動公園体育館
しょうざんボウル
武道センター主競技場
立命館大学OICホリーズスタジアム
市民スポーツ会館

平成30年度 名古屋市スポーツ少年団事業計画
1
2

本部委員会関係会議 本部委員会の開催（年1回）
各種事業

名古屋市スポーツ少年団交歓大会
期 日
会 場

平成30年11月4日
（日）
日本ガイシスポーツプラザ第2競技場

駅伝大会
期 日
会 場

平成３1年２月頃
大高緑地公園

運動適性テスト
期 日
会 場
対 象
内容等

年度内に随時
市内各所
登録単位団の団員
スポーツ少年団運動適性テストを単位団ごとに実施

各種スポーツ体験教室
名古屋市スポーツ少年団指導者協議会との
共催事業、連携及び活動支援

加盟地域体育協会ご紹介
昭和区体育協会
昭和区体育協会は、昭和２９年の創立以来、区民の生活に密着した地域スポーツの振興を図る目的で、
各種競技大会を主催・後援し、
初心者向けスポーツ教室も開催しています。
会員やスポーツ愛好家などの交流に役立てようと、
昭和区体育協会情報誌「スポーツ・ネットワーク」
を創刊
して、
各種競技大会の開催予定など情報を提供しています。
豊かで活力ある地域社会づくりに貢献するために、
これまで以上に地域スポーツ・生涯スポーツへの関心
を高めるために努力してまいりたいと思います。
●お問合せ先
昭和区役所 区政部 地域力推進室 地域力推進係
電話番号: 052-735-3827 ファックス番号: 052-735-3829
瑞穂区体育協会
瑞穂区体育協会は、
区民の体育振興と親睦を目的に、
昭和２９年に設立されました。
当協会の活動にご賛同いただける区内の企業並びに各学区からご支援をいただき、
スポーツ推進委員
や各種競技団体のご協力を得て運営しています。
親子スケート教室の開催や各学区、
競技団体のスポーツ大会に対して、
楯・カップの交付や大会運営費な
ど後援もしています。
瑞穂区は、全国大会が開催されるスタジアム・野球場・ラグビー場などの施設が充実しており、今後も事業
発展、
区民スポーツ振興に一層の努力をしていきます。
●お問合せ先
瑞穂区役所 区政部 地域力推進室 地域力推進係
電話番号: 052-852-9307 ファックス番号: 052-852-9306
１

平成30年度 名古屋市スポーツ少年団の登録について
スポーツ少年団は、
「１人でも多くの青少年にスポー

とで加入できます。本市におけるスポーツ少年団

ツの歓びを
！」
「スポーツを通じて青少年のからだとこ

の登録（新規・更新とも）は、毎年4月から6月末で

ころを育てる組織を地域社会の中に！」
と願い、
昭和

す。
スポーツ少年団の結成、登録、加入などのご相

37年に創設したものです。名古屋市においても
（公

談については、
下記にお尋ねください。

財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市体育協

【問い合わせ先】

会）
の中に名古屋市スポーツ少年団本部が置かれ

名古屋市スポーツ少年団本部〔（公財）名古屋市

ています。

教育スポーツ協会（名古屋市体育協会）内〕

スポーツ少年団は、
原則として登録する年の4月1

〒457-0833

日現在3歳以上の子ども10名以上と成人の指導者

名古屋市南区東又兵ヱ町5−1−16

（スポーツ振興会館内）

2名以上で構成された団体が所定の手続きを経て

TEL（052）614-7100

登録申請し、
日本スポーツ少年団の認定を受けるこ

FAX（052）614-7149

２

第59回市民スポーツ祭（ミニバスケットボール競技・スキー競技）
【ミニバスケットボール競技】
開催日
：平成30年1月21日
（日）
〜2月10日
（土）
開催場所：千種スポーツセンター始め市内各会場
大会結果：http://www.nagoya-taikyo.or.jp/
（名古屋市体育協会ホームページ）

今年度市民スポーツ祭の締めくくりとなるバスケッ
トボール競技、
スキー競技の大会が市内各会場な
らびに岐阜県高山市飛騨ほおのき平スキー場で開
催されました。
ミニバスケットボール競技には男子・女
子併せて6,510名、
スキー競技には、小学生からマ
スターズまで12部門に140名が参加し、熱戦が繰り
広げられました。
各開催施設の皆さま始め大会の企画や運営に
ご協力いただいた関係者の皆さまには、大変お世
話になりました。
この場をお借りしてお礼申し上げま
す。
ありがとうございました。
なお、各大会の成績優秀者（チーム）
は、
ホーム
ページにて公開しております。

【スキー競技】
開催日
：平成30年2月18（日）
開催場所：飛騨ほおのき平スキー場
大会結果：http://www.nagoya-ski.org/
（名古屋市スキー協会ホームページ）

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2018
の名古屋の街を走り抜けました。沿道では多くの市
平成30年3月9日
（金）
から11日
（日）
にかけて、今
ランナーを激励し
年で7回目となる
「マラソンフェスティバル ナゴヤ・ 民の皆さんが温かい声援を送り、
ていました。
愛知2018」が開催されました。
「女性だけのフルマ
各競技部門第1位の皆さんは次のとおりです。
ラソン大会参加者数世界一」
としてギネスブックにも
その他の記録は大会ＨＰ
認定され、
全国から注目を集める
「名古屋ウィメンズ
でご
マラソン」
と、
同時開催の「名古屋シティマラソン」や （http://womens.marathon-festival.com/）
確認ください。
「名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン」
などが開
催され、合わせて３万９千人余のランナーが、早春
部
ウィメンズ マラソン
ハーフマラソン
クオーターマラソン

子どもスポーツフェスタ・冬
選手から
「選手代表のことば」が元気良く発せられ
ました。大会は１リーグ3〜5チームのリーグ戦形式で
行い、全勝したチームには「全勝賞」が授与されま
した。
また、第３競技場の「おもしろスポーツにチャレ
ンジ！」でのニュースポーツの体験や、
昼の休憩時間
に開催された「ドッジボールターゲット」では各チーム
代表選手によるチーム対抗戦が行われ、名古屋市
のマスコットキャラクター「はち丸くん」
も登場するな
どして大いに盛り上がりました。
事業の運営や企画にあたられた関係競技団体
や関係者の皆さまに厚くお礼申し上げます。

今年度も
「子どもスポーツフェスタ
・冬」が、
1月20日
（土）
に開催されました
（主催：市教育委員会、市教
育スポーツ協会、
市小中学校体育連盟）。
「子どもスポーツフェスタ・冬」は、地域からでも学
校からでも気軽に参加することができる、小学生の
ためのスポーツイベントで、名古屋市内のスポーツ
施設でドッジボール、
ソフトバレーボール、
３on３バス
ケットボール、
フットサルを楽しんでいただきました。
「ナゴヤ夢ドッジ」は、
日本ガイシホールと第２競技
場で開催され、114チーム1,316名の選手が参加し
て熱戦が繰り広げられました。
開会式は、
香流ファイターズイーグル 平野太一

ホイールチェア
（競技用車いす）

門

氏名
（敬称略）

記 録

総合

メスケレム・アセファ

2時間21分45秒

男子総合

酒井 一

1時間07分39秒

女子総合

ローレン・レイド

1時間14分53秒

男子総合

辰巳 慶宏

33分09秒

女子総合

垣津 奈美

40分35秒

総合

喜納 翼

25分52秒

「写真：中日新聞社」

「写真：中日新聞社」

シーンにおいて、
ボランティアの方々のサポートが光
っています。
大会の運営にご協力をいただいた関係者の皆
さんに厚くお礼申し上げます。

また、
毎年多くのボランティアの方々にご参加いた
だいております。
個人での参加はもちろん、職場の同僚や友人と
参加していただく団体参加や家族単位で参加でき
るファミリーボランティア、
車いすやベビーカー等の運
搬作業を行う
「パワフルお助け隊」などすべての

３

４

私 とス ポ ー ツ

一意専心 SPORTS人生放談シリーズ60
時としてわが身よりも大切･･･スポーツの素晴しさにとことん惚れ込み、
人生の多くをスポーツに賭けてきた愛すべき人々。
このコーナーでは
名古屋のスポーツ界を支えてきた “縁の下の力持ち”をご紹介し、
その
人間的魅力に鋭くせまります。

プレ ーを楽しみながら、
技 術を伝えながら、
いまも現 役！
いさ

よしあき

伊佐 良昭さん
（緑区常安学区スポーツ推進委員）

平成29年度愛知県体育協会スポーツ功労者表彰
3月15日
（木）
に、
ウィルあいちの「ウィルホール」にお
いて、
平成29年度の
（公財）愛知県体育協会 スポー
ツ功労者表彰式が行われました。名古屋市関係で
は、
長年にわたり地域においてスポーツの振興及び普
及に尽力され、
各区の体育協会から推薦のあった4名
の皆さんが、
スポーツの振興に功績のあった「スポーツ
功労者」
として他の部門の表彰者とともに表彰されま
した。受賞者の皆さん、
おめでとうございます。

（敬称略）

区 名

氏 名

熱

田

森川

金一

中

川

竹田

君子

港

冨田

正見

南

森

達郎

プロフィール
昭和17年、春日井市生まれ。幼少の頃から野球に親しみ、高校ではプロ野球選手を
目指して真剣に硬式野球に取り組む。
ケガのため競技生活を終えたものの、野球への
情熱は衰えることなく、社会人になって10年後、
自ら軟式野球のクラブチームを設
立。選手兼監督として65歳まで活躍した。
また現在も地域のソフトボールチームに選
手兼コーチとして在籍し、
プレーを楽しんでいる。平成28年より学区の小学生にソフ
トボールの指導を始め、平成29年末にジュニアスポーツクラブを設立、今年4月から
活動を開始。緑区常安学区スポーツ推進委員として、
またスポーツに親しんできた大
先輩として、
自身の経験を伝えるとともに子どもたちがスポーツを楽しめる環境づくり
に尽力されている。
インタビュアー／市体育協会広報委員 平田順一

――ご自身で野球のクラブを立ち上げたそうですね。
その経緯
は？
プロに行く！ という大きな夢を持って高校3年間を一生懸命に
がんばりました。夢破れて社会人になり、今度は仕事に打ち込
みました。10年ほどして、
「また野球をやりたい」
という想いが
ふつふつ沸きたってきました。やはり小中高と野球に熱中して
きましたから、身体に染みついていたんでしょうね。同級生や
同じような想いを持っている仲間と話していて「クラブをつく
ろう！」
と盛り上り、立ち上げました。連盟に申し込んでいろんな
大会に出ましたよ。
――忘れられない思い出はありますか？
私たちのチームが加盟していた連盟は、12チームくらいあっ
たのかな。最初は軟式に慣れなくて成績も上がりませんでした
が、慣れてくると優勝できるようになりました。4連覇を含み、7
回くらい優勝したんじゃないかな。
ちなみに私は監督でピッチ
ャーで4番でした。一方で、仕事関係の同業者の野球大会があ
り、社内でチームをつくり優勝したこともあります。その時の年
齢が63歳。両方で優勝できたことは一番の思い出ですね。
――63歳で現役だったのですか！長くプレーを続けられる秘
訣はありますか？
秘訣なんてありませんよ。
ただただ野球が好き、それだけです。
親にもらった丈夫な身体を鍛えながら、楽しみながらプレーを
してきました。試合で知り合った相手チームの選手から
「何を
食べているの？」
「普段は何をやっているの？」
とよく聞かれまし
たね。いまも地元のソフトボールのクラブチームに選手兼コー
チとして所属しています。
プレーを楽しむことはもちろん、
自分
が培ってきた技術を伝えることができるのも続けていられる
理由でしょうね。結果が伴えば受け入れてもらえる。
あとは勝っ
ては呑み、負けては呑む仲間がいることかな
（笑）
。
――いまは小学生の子どもたちにも教えているとか……。
小学校の部活とは別の“キッズ”、女の子たちです。
ただ私の学
区も少子化が進み、練習に5人くらいしか来ないことがあるん
ですね。部活の方もメンバーが少ないらしく、大会には部活と

の混合で出場しています。やはり試合をすると勝っても負けて
も、
自分はできたという認識を持つと喜ぶんですよ。
でも、終わ
ると、
また部活とキッズに別れて練習をすることになってしま
う。惜しいなあ、
といつも思いますね。せっかくチームで想いが
ひとつになったのに、
と。そうなれば大きな声を出してみんな
で練習もできるだろうに……。
――いまはどこも子どもが少なく、人数を集めることに苦労さ
れていますね。
学区を回って子どもを見かけると声をかけたり、親御さんや子
どもたちの横のつながりで募集したりしているんですが、なか
なかね。学区の委員長や区政委員と相談して、何かイベント
やって……といってもお金も問題もありますし。みなさん本当
に苦労しています。
――では、今後の夢や目標をお聞かせください。
他の地区も取り組んでいますが、私たちの学区でもジュニアス
ポーツクラブを設立し、今年の4月から活動を開始する予定で
す。
まず今年はソフトボールができる状況をつくっていこうと
計画中です。来年はドッジボール。段階を踏んで種目を増やし、
子どもたちがスポーツに親しめる環境を整えていこうと話し
合っているところです。子どもの数が突然増えることはありま
せんが、すぐ身近にスポーツを楽しめる“場”があることが大切
だと思いますね。5年10
年と続けなければいけな
いと考えています。
――まだまだ元気で活躍
していただかないといけ
ませんね。期待しています。
本日はありがとうございま
した。

（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋

◇ 賛助会員になられた方には、年3回（9月・

市体育協会）は、名古屋市における体育・スポ

12月・3月）発行する当協会広報誌「なごやの

ーツ団体を統括し、アマチュアスポーツの普

スポーツ」を送付させていただきます。

及振興と市民のスポーツへの関心を高めるた

◇ 照会・連絡先

めの様々な事業を行っています。
こうした事業を一層充実発展させ、市民の

（名古屋市体育協会事務局）

心身の健全な発達に寄与できるよう当協会で

名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16

は
『賛助会員の募集』をしております。

（スポーツ振興会館内）

皆様の暖かいご支援とご協力をお願いいた

TEL（052）614-7100

します。

FAX（052）614-7149

◇会費 年額 １口

20,000円（法人）

※ご連絡いただければ、折り返し『ご案内』

１口

10,000円（個人）

及び『振込用紙』等を送付いたします。

何口でもご加入いただけます。
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（公財）名古屋市教育スポーツ協会
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