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　スポーツ少年団は、「１人でも多くの青少年にスポー
ツの歓びを！」「スポーツを通じて青少年のからだとこ
ころを育てる組織を地域社会の中に！」と願い、昭和
37年に創設したものです。名古屋市においても（公
財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市体育協
会）の中に名古屋市スポーツ少年団本部が置かれ
ています。
　スポーツ少年団は、原則として登録する年の4月1
日現在3歳以上の子ども10名以上と成人の指導者
2名以上で構成された団体が所定の手続きを経て
登録申請し、日本スポーツ少年団の認定を受けるこ

とで加入できます。本市におけるスポーツ少年団
の登録（新規・更新とも）は、毎年4月から開始いた
します。スポーツ少年団の結成、登録、加入などの
ご相談については、下記にお尋ねください。
【問い合わせ先】
名古屋市スポーツ少年団本部〔（公財）名古屋市
教育スポーツ協会（名古屋市体育協会）内〕
〒457-0833　名古屋市南区東又兵ヱ町5－1－16
（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100　　
FAX（052）614-7149

　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
平成31年10月27日（日）
日本ガイシスポーツプラザ第2競技場

期　日
会　場
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2

運動適性テスト

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

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

期　日
会　場
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内容等

各種スポーツ体験教室

駅伝大会
平成３2年２月頃
大高緑地公園
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平成31年度 名古屋市スポーツ少年団事業計画

平成31年度 名古屋市スポーツ少年団の登録について

　昨年は京都市で開催された、競技団体主管で開
催される「都市間交流スポーツ大会」が、今年は大阪
市で開催されます。
１. 大会名　第16回都市間交流スポーツ大阪大会
２. 主　催　（一財）大阪スポーツみどり財団
３. 共　催　横浜市、神戸市、京都市、名古屋市の
　　　　　 各都市体育協会
４. 主　管　大阪市競技団体

５. 開催地　大阪市
６. 参加都市　大阪市、横浜市、神戸市、京都市、名古屋市
７. 期　日　平成31年6月8日（土）から7月21日（日）
８. 実施競技　ソフトテニス、バスケットボール、
　　　　　 軟式野球、バドミントン、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

１

　昭和３８年に発足した守山区体育協会は、区民の体位向上と健全な体育振興を図り、スポーツ・レクリエー
ションを通じて明るい健康な社会の建設に寄与する目的で活動しております。
　当協会では、年間を通じて学区対抗のソフトボール大会、一般区民を対象としてグラウンド・ゴルフ大会、軟
式野球大会、卓球大会、なごやかウォーク守山等種々の大会を開催して、幅広い年齢層に親しまれるよう地
域スポーツの振興を図っています。
　今後も、区民の皆様の要望に対応できるよう、一層の努力をしていきたいと考えています。
●お問合せ先
　守山区役所 区政部 地域力推進室 地域力推進係
　電話番号: 052-796-4527　ファックス番号: 052-796-4508

守山区体育協会

　緑区体育協会は、昭和３８年緑区誕生と同時に輝かしい歴史をもつ旧鳴海町体育協会を母体に改組発
足し、翌年、大高・有松両体育協会も加わり新発足いたしました。
　当体育協会では、グラウンド・ゴルフ大会や、学区対抗ＯＢソフトボール大会、歩け運動の会、学区対抗駅
伝大会等、年間を通じて各種のスポーツ大会を開催しています。
　今後とも大会を通じて、区民相互の親睦と地域スポーツの振興発展に、より一層の努力をしていきたいと考
えています。
●お問合せ先
　緑区役所 区政部 地域力推進室 地域力推進係
　電話番号: 052-625-3875　ファックス番号: 052-623-8191

緑区体育協会

日程・会場
日　程 会　場

7月１3日（土）・１4日（日）  
7月１3日（土）・１4日（日）  
6月8日（土）・9日（日）  
７月14日（日）  
７月7日（日）  
7月１3日（土）・１4日（日）  
7月6日（土）・7日（日）  
７月１3日（土）  
７月２0日（土）・２1日（日）  
７月14日（日）  
７月２0日（土）・２1日（日） 
７月13日（土）・14日（日） 

ソフトテニス
バスケットボール
軟式野球
バドミントン
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

種　目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

マリンテニスパーク・北村
丸善インテックアリーナ大阪
八尾市立山本球場
天王寺スポーツセンター
大阪城弓道場
くにじまスポーツ、柴島浄水場グランド
靭テニスセンター
堺市金岡公園体育館
桜橋ボウル
丸善インテックアリーナ大阪
立命館大学ホリーズスタジアム
港スポーツセンター 
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４

　平成31年3月8日（金）から10日（日）にかけて、今
年で8回目となる「マラソンフェスティバル　ナゴヤ・
愛知2019」が開催されました。「女性だけのフルマ
ラソン大会参加者数世界一」としてギネスブックにも
認定され、全国から注目を集める「名古屋ウィメンズ
マラソン」と、同時開催の「名古屋シティマラソン」や
「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3万8千人余のランナーが、早春の

名古屋の街を走り抜けました。沿道では多くの市民
の皆さんが温かい声援を送り、ランナーを激励して
いました。
　各競技部門第1位の皆さんは次のとおりです。
その他の記録は大会ＨＰ
（http://marathon-festival.com/）でご確認くだ
さい。

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

ホイールチェア
（競技用車いす）

総合
男子総合
女子総合
男子総合
女子総合

総合

JOHANNES Helalia
St Lawrence Ben
小田　恵梨
深谷　健斗
近藤　菜々

土田　和歌子

２時間２２分２５秒
１時間０３分３０秒
１時間２１分０８秒
３２分１４秒
４０分３９秒

２３分４２秒

記 録氏名（敬称略）部 　 　 門

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2019　マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2019　　

　また、毎年多くのボランティアの方 に々ご参加いた
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

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
さまに厚くお礼申し上げます。

３

　今年度中部電力市民スポーツ祭の締めくくりとな
る、ミニ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6,540名、スキー競技に
は、小学生からマスターズまで12部門に151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。この場を借り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。

【ミニバスケットボール競技】
開催日：平成31年1月20日（日）～2月9日（土）
開催場所：東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）

【スキー競技】
開催日：平成31年2月17日（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）

　今年度も「子どもスポーツフェスタ・冬」が、1月19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、稲永スポーツセンターで開
催され、64チーム714名の選手が参加して熱戦が
繰り広げられました。開会式では、燃えよ！明徳ファイ
ターズ　冨田准之介選手から「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～
4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、「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」も登場など、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。

第60回中部電力市民スポーツ祭（ミニバスケットボール競技・スキー競技）

子どもスポーツフェスタ・冬　
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【スキー競技】
開催日：平成31年2月17日（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）

　今年度も「子どもスポーツフェスタ・冬」が、1月19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、稲永スポーツセンターで開
催され、64チーム714名の選手が参加して熱戦が
繰り広げられました。開会式では、燃えよ！明徳ファイ
ターズ　冨田准之介選手から「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～
4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、「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」も登場など、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。

第60回中部電力市民スポーツ祭（ミニバスケットボール競技・スキー競技）

子どもスポーツフェスタ・冬　

４

　平成31年3月8日（金）から10日（日）にかけて、今
年で8回目となる「マラソンフェスティバル　ナゴヤ・
愛知2019」が開催されました。「女性だけのフルマ
ラソン大会参加者数世界一」としてギネスブックにも
認定され、全国から注目を集める「名古屋ウィメンズ
マラソン」と、同時開催の「名古屋シティマラソン」や
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　各競技部門第1位の皆さんは次のとおりです。
その他の記録は大会ＨＰ
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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
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　大会の運営にご協力をいただいた関係者の皆
さまに厚くお礼申し上げます。
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（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、稲永スポーツセンターで開
催され、64チーム714名の選手が参加して熱戦が
繰り広げられました。開会式では、燃えよ！明徳ファイ
ターズ　冨田准之介選手から「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～
4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、「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」も登場など、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。

第60回中部電力市民スポーツ祭（ミニバスケットボール競技・スキー競技）

子どもスポーツフェスタ・冬　



　（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市

体育協会）は、名古屋市における体育・スポー

ツ団体を統括し、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

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

心身の健全な発達に寄与できるよう当協会で

は『賛助会員の募集』をしております。

　皆さまの暖かいご支援とご協力をお願いい

たします。

◇会費　年額　１口　 20,000円 （法人）

　　　　　　　１口　 10,000円 （個人）

何口でもご加入いただけます。

◇ 賛助会員になられた方には特典として
①年3回（9月・12月・3月）発行する当協会
　広報誌「なごやのスポーツ」の発送
②でらスポ名古屋加盟チームの試合観戦
　チケットの進呈
などがあります。
◇ 照会・連絡先　
　（公財）名古屋市教育スポーツ協会
　（名古屋市体育協会事務局）
　名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16
　（スポーツ振興会館内）
　TEL（052）614-7100　FAX（052）614-7149
　※ご連絡いただければ、折り返し『ご案内』
　　及び『振込用紙』等を送付いたします。

3月12日（火）に、ウィルあいちの「ウィルホール」にお
いて、平成30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。受賞者の皆さま、おめでとうございます。

区　名 氏　名

守 山

緑

名 東

天 白

藤原　良二

坂 東 　 清

加藤　泰弘

川原田　啓子

平成30年度愛知県体育協会スポーツ功労者表彰
（敬称略）

６

表紙写真：マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2019
表紙題字：後藤　淳
この印刷物は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

なごやのスポーツ（第120号）
平成31年3月30日発行
発行　公益財団法人　名古屋市教育スポーツ協会
　　　　　　　　  　　 （名 古 屋 市 体 育 協 会）
編集責任者　広報委員長　斉藤元三
〒457-0833　名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16

（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100　FAX（052）614-7149

５

私とスポーツ

一意専心  SPORTS人生放談シリーズ　
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。
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山田 敬一さん（天白区体育協会会長）
やまだ　けいいち

プロフィール
昭和22年、半田市生まれ。三角ベースをきっかけに中学・高校、さらに40代前半ま
で野球・ソフトボールをプレーする。平成2年の天白区平針北学区創設時から平成
16年まで名古屋市体育指導員（現スポーツ推進委員）として、名古屋市推奨の生
涯スポーツの普及に取り組む。
平成22年度より名古屋市区政協力委員、平成24年度より平針北学区区政協力委
員会委員長を務め、平成28年度より天白区体育協会会長に就任。また、天白区レク
リエーションインディアカ連絡協議会副会長、天白区ゴルフ連盟理事を務め、実際
に自身でもプレーを楽しんでいる。

――山田さんは学区の体育指導員に自ら立候補されたそう
ですね。
町内対抗のソフトボールの大会に出場した時に、かつて一緒
に野球をプレーした仲間が大会運営に携わっていました。興
味がわき、どういう立場で携わっているのかを聞くと、体育指
導員をやっている、と。それなら私もお手伝いしたいと思いま
した。もともと企画したりすることが好きでしたからね。ちょうど
天白区に平針北学区ができたばかりの頃で、体育指導員に立
候補したんですよ。
――レクリエーションインディアカとの出会いはそこから？
体育指導員は、名古屋市が推奨している生涯スポーツを学び、
地域へ普及活動をする役割を担っています。レクリエーション
インディアカやソフトバレー、グラウンドゴルフなどを研修会
で教えていただき、地元に戻り人を集めて一緒にプレーしてき
ました。レクリエーションインディアカはその頃から始めて、も
う何十年です。いまも週に一度はプレーしています。
――長く続けている魅力とは何でしょう？
中学・高校、社会人になっても野球やソフトボールにずっと親
しんできました。チームスポーツが好きなんですね。いろんな
性格の人間が集まって楽しむというスタイルがね。レクリエー
ションインディアカもそう。体力づくりや親睦を目的にやってく
る方がいれば、大会に出て勝ちたいと競技性を求める方もい
ます。そこの折り合いをつけるのは難しい面もありますが、考
えようによっては、一緒にプレーするのは面白いと思いますね。
課題としては、このところ区内の競技人口が減ってきているこ
とです。レクリエーションインディアカだけではなく、野球やソ
フトボールも。いろいろ企画はしているのですが……。
――たとえばどんな試みを実施していますか？
平成28年度から、天白区スポーツ推進委員連絡協議会・天白
区役所・天白区体育協会との共催により、「親子スポーツフェス
タ」をスポーツセンターで開催しています。新しいスポーツを1
種目か2種目を用意し、実際に体験していただいています。加
えて、レクリエーションインディアカやレクリエーションバレー

地域のみなさんに様々なスポーツを
積極的に紹介し、
スポーツへの興味を高めていきたい。

などの既存の団体さんの紹介もし、来場されたお父さんお母
さんが、何かスポーツを始めるきっかけになってくれれば、と
活動しています。
今年は3回目になりますが、少しずつ若い方が入って来ていま
す。でも、期待している人数は何十名ですから。続けていくこと
が大切だと考えています。
――新しいスポーツとしてどんな競技を？
ひとつはスポーツ鬼ごっこ。子どもの遊びの中からスポーツに
結びつけようとね。もうひとつは、スポーツ吹矢です。独特の呼
吸法があるようで、私自身も楽しみにしているんですよ。愛知
県スポーツ鬼ごっこ連盟や愛知県スポーツ吹矢協会をはじめ、
スポーツ推進委員等のみなさんにご協力もいただきながら、
今度のスポーツフェスタで紹介する予定ですが、それほど大き
な場所は必要ないようですから、まずは学区で参加者を募っ
て試してみようかな、とも思っています。
（親子スポーツフェスタは2/24開催済み。［取材日：2/5］）
――最後に、これからの夢や目標をお聞かせください。
スポーツフェスタで人気があった競技は、地域への定着も見
据えながら、継続して取り組める機会を提供できればいいな
あ、と考えています。既存のスポーツも含めて、何が盛り上がっ
ていくかわかりませんから。トライ＆エラーを繰り返しながら、
4回、5回とスポーツフェスタをより身近なものに育てていきた
いですね。
個人の目標としては、孫と一緒にゴルフをラウンドしたい。今は
まだ小学校１年生なんですが、幸いゴルフにはハンデキャッ
プという制度がありますから、これから歳を取っても十分対抗
できるんじゃないかな、とね
（笑）。
――天白区体育協会会長とし
ても、個人としてもまだまだ元
気で活躍していただかないと
いけませんね。本日はありがと
うございました。

インタビュアー／市体育協会広報委員長　斉藤元三

　（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市

体育協会）は、名古屋市における体育・スポー

ツ団体を統括し、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

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

心身の健全な発達に寄与できるよう当協会で

は『賛助会員の募集』をしております。

　皆さまの暖かいご支援とご協力をお願いい

たします。

◇会費　年額　１口　 20,000円 （法人）

　　　　　　　１口　 10,000円 （個人）

何口でもご加入いただけます。

◇ 賛助会員になられた方には特典として
①年3回（9月・12月・3月）発行する当協会
　広報誌「なごやのスポーツ」の発送
②でらスポ名古屋加盟チームの試合観戦
　チケットの進呈
などがあります。
◇ 照会・連絡先　
　（公財）名古屋市教育スポーツ協会
　（名古屋市体育協会事務局）
　名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16
　（スポーツ振興会館内）
　TEL（052）614-7100　FAX（052）614-7149
　※ご連絡いただければ、折り返し『ご案内』
　　及び『振込用紙』等を送付いたします。

3月12日（火）に、ウィルあいちの「ウィルホール」にお
いて、平成30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。受賞者の皆さま、おめでとうございます。
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一意専心  SPORTS人生放談シリーズ　
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。
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山田 敬一さん（天白区体育協会会長）
やまだ　けいいち

プロフィール
昭和22年、半田市生まれ。三角ベースをきっかけに中学・高校、さらに40代前半ま
で野球・ソフトボールをプレーする。平成2年の天白区平針北学区創設時から平成
16年まで名古屋市体育指導員（現スポーツ推進委員）として、名古屋市推奨の生
涯スポーツの普及に取り組む。
平成22年度より名古屋市区政協力委員、平成24年度より平針北学区区政協力委
員会委員長を務め、平成28年度より天白区体育協会会長に就任。また、天白区レク
リエーションインディアカ連絡協議会副会長、天白区ゴルフ連盟理事を務め、実際
に自身でもプレーを楽しんでいる。

――山田さんは学区の体育指導員に自ら立候補されたそう
ですね。
町内対抗のソフトボールの大会に出場した時に、かつて一緒
に野球をプレーした仲間が大会運営に携わっていました。興
味がわき、どういう立場で携わっているのかを聞くと、体育指
導員をやっている、と。それなら私もお手伝いしたいと思いま
した。もともと企画したりすることが好きでしたからね。ちょうど
天白区に平針北学区ができたばかりの頃で、体育指導員に立
候補したんですよ。
――レクリエーションインディアカとの出会いはそこから？
体育指導員は、名古屋市が推奨している生涯スポーツを学び、
地域へ普及活動をする役割を担っています。レクリエーション
インディアカやソフトバレー、グラウンドゴルフなどを研修会
で教えていただき、地元に戻り人を集めて一緒にプレーしてき
ました。レクリエーションインディアカはその頃から始めて、も
う何十年です。いまも週に一度はプレーしています。
――長く続けている魅力とは何でしょう？
中学・高校、社会人になっても野球やソフトボールにずっと親
しんできました。チームスポーツが好きなんですね。いろんな
性格の人間が集まって楽しむというスタイルがね。レクリエー
ションインディアカもそう。体力づくりや親睦を目的にやってく
る方がいれば、大会に出て勝ちたいと競技性を求める方もい
ます。そこの折り合いをつけるのは難しい面もありますが、考
えようによっては、一緒にプレーするのは面白いと思いますね。
課題としては、このところ区内の競技人口が減ってきているこ
とです。レクリエーションインディアカだけではなく、野球やソ
フトボールも。いろいろ企画はしているのですが……。
――たとえばどんな試みを実施していますか？
平成28年度から、天白区スポーツ推進委員連絡協議会・天白
区役所・天白区体育協会との共催により、「親子スポーツフェス
タ」をスポーツセンターで開催しています。新しいスポーツを1
種目か2種目を用意し、実際に体験していただいています。加
えて、レクリエーションインディアカやレクリエーションバレー

地域のみなさんに様々なスポーツを
積極的に紹介し、
スポーツへの興味を高めていきたい。

などの既存の団体さんの紹介もし、来場されたお父さんお母
さんが、何かスポーツを始めるきっかけになってくれれば、と
活動しています。
今年は3回目になりますが、少しずつ若い方が入って来ていま
す。でも、期待している人数は何十名ですから。続けていくこと
が大切だと考えています。
――新しいスポーツとしてどんな競技を？
ひとつはスポーツ鬼ごっこ。子どもの遊びの中からスポーツに
結びつけようとね。もうひとつは、スポーツ吹矢です。独特の呼
吸法があるようで、私自身も楽しみにしているんですよ。愛知
県スポーツ鬼ごっこ連盟や愛知県スポーツ吹矢協会をはじめ、
スポーツ推進委員等のみなさんにご協力もいただきながら、
今度のスポーツフェスタで紹介する予定ですが、それほど大き
な場所は必要ないようですから、まずは学区で参加者を募っ
て試してみようかな、とも思っています。
（親子スポーツフェスタは2/24開催済み。［取材日：2/5］）
――最後に、これからの夢や目標をお聞かせください。
スポーツフェスタで人気があった競技は、地域への定着も見
据えながら、継続して取り組める機会を提供できればいいな
あ、と考えています。既存のスポーツも含めて、何が盛り上がっ
ていくかわかりませんから。トライ＆エラーを繰り返しながら、
4回、5回とスポーツフェスタをより身近なものに育てていきた
いですね。
個人の目標としては、孫と一緒にゴルフをラウンドしたい。今は
まだ小学校１年生なんですが、幸いゴルフにはハンデキャッ
プという制度がありますから、これから歳を取っても十分対抗
できるんじゃないかな、とね
（笑）。
――天白区体育協会会長とし
ても、個人としてもまだまだ元
気で活躍していただかないと
いけませんね。本日はありがと
うございました。

インタビュアー／市体育協会広報委員長　斉藤元三



　（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市

体育協会）は、名古屋市における体育・スポー

ツ団体を統括し、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

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

心身の健全な発達に寄与できるよう当協会で

は『賛助会員の募集』をしております。

　皆さまの暖かいご支援とご協力をお願いい

たします。

◇会費　年額　１口　 20,000円 （法人）

　　　　　　　１口　 10,000円 （個人）

何口でもご加入いただけます。

◇ 賛助会員になられた方には特典として
①年3回（9月・12月・3月）発行する当協会
　広報誌「なごやのスポーツ」の発送
②でらスポ名古屋加盟チームの試合観戦
　チケットの進呈
などがあります。
◇ 照会・連絡先　
　（公財）名古屋市教育スポーツ協会
　（名古屋市体育協会事務局）
　名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16
　（スポーツ振興会館内）
　TEL（052）614-7100　FAX（052）614-7149
　※ご連絡いただければ、折り返し『ご案内』
　　及び『振込用紙』等を送付いたします。

3月12日（火）に、ウィルあいちの「ウィルホール」にお
いて、平成30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。受賞者の皆さま、おめでとうございます。
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私とスポーツ

一意専心  SPORTS人生放談シリーズ　
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。
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山田 敬一さん（天白区体育協会会長）
やまだ　けいいち
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で教えていただき、地元に戻り人を集めて一緒にプレーしてき
ました。レクリエーションインディアカはその頃から始めて、も
う何十年です。いまも週に一度はプレーしています。
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性格の人間が集まって楽しむというスタイルがね。レクリエー
ションインディアカもそう。体力づくりや親睦を目的にやってく
る方がいれば、大会に出て勝ちたいと競技性を求める方もい
ます。そこの折り合いをつけるのは難しい面もありますが、考
えようによっては、一緒にプレーするのは面白いと思いますね。
課題としては、このところ区内の競技人口が減ってきているこ
とです。レクリエーションインディアカだけではなく、野球やソ
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種目か2種目を用意し、実際に体験していただいています。加
えて、レクリエーションインディアカやレクリエーションバレー
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積極的に紹介し、
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今度のスポーツフェスタで紹介する予定ですが、それほど大き
な場所は必要ないようですから、まずは学区で参加者を募っ
て試してみようかな、とも思っています。
（親子スポーツフェスタは2/24開催済み。［取材日：2/5］）
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据えながら、継続して取り組める機会を提供できればいいな
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種目か2種目を用意し、実際に体験していただいています。加
えて、レクリエーションインディアカやレクリエーションバレー

地域のみなさんに様々なスポーツを
積極的に紹介し、
スポーツへの興味を高めていきたい。

などの既存の団体さんの紹介もし、来場されたお父さんお母
さんが、何かスポーツを始めるきっかけになってくれれば、と
活動しています。
今年は3回目になりますが、少しずつ若い方が入って来ていま
す。でも、期待している人数は何十名ですから。続けていくこと
が大切だと考えています。
――新しいスポーツとしてどんな競技を？
ひとつはスポーツ鬼ごっこ。子どもの遊びの中からスポーツに
結びつけようとね。もうひとつは、スポーツ吹矢です。独特の呼
吸法があるようで、私自身も楽しみにしているんですよ。愛知
県スポーツ鬼ごっこ連盟や愛知県スポーツ吹矢協会をはじめ、
スポーツ推進委員等のみなさんにご協力もいただきながら、
今度のスポーツフェスタで紹介する予定ですが、それほど大き
な場所は必要ないようですから、まずは学区で参加者を募っ
て試してみようかな、とも思っています。
（親子スポーツフェスタは2/24開催済み。［取材日：2/5］）
――最後に、これからの夢や目標をお聞かせください。
スポーツフェスタで人気があった競技は、地域への定着も見
据えながら、継続して取り組める機会を提供できればいいな
あ、と考えています。既存のスポーツも含めて、何が盛り上がっ
ていくかわかりませんから。トライ＆エラーを繰り返しながら、
4回、5回とスポーツフェスタをより身近なものに育てていきた
いですね。
個人の目標としては、孫と一緒にゴルフをラウンドしたい。今は
まだ小学校１年生なんですが、幸いゴルフにはハンデキャッ
プという制度がありますから、これから歳を取っても十分対抗
できるんじゃないかな、とね
（笑）。
――天白区体育協会会長とし
ても、個人としてもまだまだ元
気で活躍していただかないと
いけませんね。本日はありがと
うございました。

インタビュアー／市体育協会広報委員長　斉藤元三
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