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　平成１８年度大田区体育協会の事業計画及

び予算が、３月１５日・２３日に開催された

理事会、評議員会でそれぞれ審議のうえ決定

しました。そこで、決定した予算及び事業の

概要についてご紹介します。

　１８年度の予算総額は、３億７千１５４万

円で、前年度に比べ２千３３３万７千円の増

額になりました。

　増額の主な理由は、大森スポーツセンター、

大田区体育館、大田スタジアムの３施設を、指

定管理者として管理受託することになったこ

とによる（本号4ページの「指定管理者につ

いて」の記事を参照）委託内容の拡大による

もので、体育協会自らが行う「自主事業」経

費は、前年とほぼ同額になっています。

　１８年度の主な事業内容は次のとおりで

す。なお、詳しい内容は、体育協会ホームペー

ジに掲載します。
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● 事 業 計 画 ●
自主事業

１　年少者スポーツ育成事業

　　・ドッジボール大会、卓球大会、ミニバ

スケットボール大会、バドミントン教

室、野外活動教室

　　・スポーツ少年団本部への助成

　　・スポーツ観戦

２　競技力向上対策等事業

　　・都民体育大会参加選手育成強化費及び

参加費の助成

　　・加盟団体に対する補助金の交付

３　スポーツ振興事業

　　・加盟団体指導者等に対する講習会・研

修会の実施

　　・加盟団体代表者会の開催

４　会報「ひろば」の発行

５　体育功労者等の表彰

６　周年事業準備会の発足

７　ホームページの運用

８　「OTAふれあいフェスタ」への参加

９　各種スポーツ事業の後援

受託事業

１ 春季及び秋季区民スポーツ大会の実施

２ 都民体育大会への選手・役員の派遣

３ 都民生涯スポーツ大会等への代表選手派

遣

４ 歩こう大会とレクリエーションの集いの

実施

５ 初心者スポーツ教室の開催

　　水泳、弓道、剣道、卓球、テニス、ソフ

トテニス、ソフティテニス、ミニテニス、

グラウンド・ゴルフ

６ スポーツ奨励事業の実施　

　　・オリエンテーリング

　　・自転車走行会

７ ラジオ体操指導者講習会の開催

８ 区民スポーツまつりの実施

９ 大森スポーツセンター・大田区体育館・

大田スタジアムの管理運営

● 予　算 ●
予算総額　　　３億７千１５４万円

主な収入

・基本財産運用収入　　１，１５８千円

・加盟団体分担金　　　１，３８０千円

・賛助会費　　　　　　２，５７０千円

・区補助金　　　　　４５，６１８千円

・受託収入　　　　３１１，９２４千円

・教室参加料　　　　　　　４８８千円

・雑収入　　　　　　　３，１８５千円

主な支出

・事業費　　　　　 ３６２，９５０千円

　職員人件費、年少者スポーツ育成事業

費、競技力向上対策等事業費、スポーツ振

興事業費、広報費、加盟団体振興補助金、周

年行事準備経費、区民スポーツ大会費、都

民体育大会費、スポーツ教室開催費、区民

スポーツまつり経費、大森スポーツセン

ター・大田区体育館・大田スタジアム管理

運営経費等

・管理費　　　　　　　４，３２４千円

　職員人件費、事務局事務費

・周年事業積立金　　　　　４００千円

・基本財産積立　　　　１，０００千円
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スポーツと医学
講演会開く

　２月２２日、体育協会主催の研修会が新井

宿特別出張所集会室で開催されました。

　この研修会は、体育協会加盟団体の会員を

対象に行ったもので、講師には、日本体育協

会スポーツドクターで、サッカーJリーグの

横浜マリノス、柏レイソルのチームドクター

として活躍された、櫻井茂樹先生をお招きし

ました。

　研修会は、午後７時に始まり、前半の１時

間を講演、後半の３０分をテーピング講習と

いう形で行いました。

　講演は、映像を交えて「正しいトレーニン

グから生まれるスポーツ効果」や「使いすぎ

によって起きる肘や肩などへの障害とその対

処方法」など、これまで櫻井先生が実践を通

して研究された成果が発表されました。８０

名を超える参加者は、それぞれにメモを取る

などしながら、熱心に聞き入っていました。

　後半は、体育協会の職員がモデルとなり、

先生が分かりやすく、テーピングの効果とそ

の実践指導を行いました。参加者は、身を乗

り出して覗き込み、テープの巻き方を見入っ

ていました。

　研修会は、予定された午後８時３０分に終

了しましたが、参加者は「研修に参加してよ

かった」「大いに参考になった」など口々に、

帰路につきました。

第59回都民体育大会の幕開け

　春季大会に先がけて、夏季・冬季大会が行

われました。

　大会結果は、次のとおりです。

　春季大会は、それぞれの種目でベストを尽

くし、昨年（総合で男子４位・女子２位）の

戦績を上回る成果を期待します。

〇夏季大会

①水泳競技会　　（平成17年8月 7 日実施）

＜正式競技＞　　東京辰巳国際水泳場

　　　　　　　　  男子１４位　　女子６位

②ゴルフ競技会　（平成17年8月22日実施）

＜公開競技＞　　青梅ゴルフ倶楽部

男子１２位　　女子２位

〇冬季大会

　スキー競技会　（平成18年3月 5日実施）

＜正式競技＞　　長野県菅平高原

シーハイルコース

　　　　　　　　　男子、女子とも入賞外

休日診療等もお気軽に�
休日専用電話�
　蒲田･大森･田園調布地区共�

ミズノ・ゼット・S.S.K
野球・ソフト・バレー・バスケットのユニホーム

チーム特別価格販売中

スポーツのことなら

白銀スポーツ
大田区中央８－２９－７

電  話（３７５４）－８６７９
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指定管理者制度導入
－大森スポーツセンターなどに－

　平成１５年６月、地方自治法の一部が改正

され、スポーツ施設や文化施設の管理に「指

定管理者制度」が導入されることになりまし

た。

　従来、これらの施設は、地方自治体が直接

運営するか、２分の１以上を出資する公益団

体が管理するかのどちらかに限られていまし

たが、この度の法改正で、民間事業者も管理

に参入できることになりました。

　大田区体育協会は、従来から、スポーツセ

ンター、大田体育館、大田スタジアムの管理

を受託し、実績もあることから、「指定管理

者制度」の下で、引き続き「指定管理者」と

して管理ができるよう、区に指定申請を行い

ました。

　その結果、大田区体育協会は、平成１８年

４月から３年間、これら施設を管理する「指

定管理者」として指定を受けることが出来ま

した。

　これからも、従来に増して、区民のみなさ

んが安心してスポーツを楽しみ、競技するこ

とができるよう、施設の維持管理に万全を期

し、利用者サービスの向上、施設の有効活用

を目指して頑張りたいと思います。

スローピッチソフトボール
大会が開催される

　昨年の９月１９日（日）、大田スタジアム

と大井運動公園を会場として、「第１回記念

日野原重明カップ争奪ソフトボール大会（ス

ローピッチソフトボール）」が開催されまし

た。この大会は、「第５９回全国レクリエー

ション大会ＩＮとうきょう」の特別協賛行事

として行なわれたものです。

　試合に先立ち行われた始球式は、ピッ

チャーが元西武ライオンズの高橋直樹投手、

キャッチャーには、元大洋ホエールズの土井

淳捕手、バッターは大田区体育協会の西野善

雄会長の豪華メンバーです。

　試合は、大田区を始め大阪市、富士宮市、

横浜市など８区市から１６チームが参加し、

６０歳以上の部、６８歳以上の部に分かれて

熱戦を繰りひろげました。

　大田区からは６０歳以上の部に「メイ

ジャ・マクレ大田」、６８歳以上の部には「メ

イジャ・マクレ大田」と「ビッグバード」の

２チームが参加しました。

　試合の合間には、地元蒲田女子高校や日本

芸術専門学校大森校の皆さんなどの協力で、

チアリーディングやダンス等が披露され、大

会が盛り上がりました。

　６０歳以上の部の優勝は、富士宮市の「メ

イジャマクレ新明」チーム、６８歳以上の部

では、横浜市の「横浜マリーンズ古希Ｃ」チー

ムが優勝し、それぞれに日野原杯・大田区長

杯が贈られました。

平成17年度各種表彰

　永年にわたり広く地域の体育・スポーツ振

興に寄与している功績に対して、次の方及び

団体が表彰を受けました。

おめでとうございます。

文部科学大臣表彰

（平成１７年１０月７日）

生涯スポーツ優良団体 バスケットボール連盟

東京都教育委員会表彰
（平成１７年１０月１１日）

体育功労者 鈴　木　　　清
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救命救急講習会

　平成１８年２月１２日、大森消防署・東京

救急協会の協力のもと、大森スポーツセン

ターで救急救命講習会を開催しました。　

　この講習会は、体育協会加盟団体の会員を

対象に、普及部会が毎年開催しているもので、

スポーツにつきものの怪我などに対する応急

手当の技術を習得していただくものです。

　怪我人や急病人が発生した時に、その場に

居合わせた人が速やかに正しい手当てを行え

ば、救命効果が向上し、その後の治療経過に

も好い影響を与えることは医学的にも明らか

になっています。しかし、いざ緊急事態に出

遭っても知識や技術を身に付けていなければ

適切に対処することができません。そこで、

この講習会は、加盟団体が行う各大会等のな

かで、不測の事態が発生した場合に、近くに

居合わせた会員が適切に対処できるよう行っ

ているものです。

　区では、３月から区内の各施設に１７０台

を超えるAED（自動式体外除細動器）を設置

することになりました。このため、今年の講

習会は特にこの点に力を注いだ内容で行いま

した。

　約３時間の講習会でしたが参加者は時間の

経つのも忘れ、熱心に指導を受けていました。

　今回の講習会への参加者は、３１名でした

が、この講習会により多くの方々に参加して

いただけるよう、これからも働きかけを行っ

ていきたいと考えています。

AED＝心臓の働きが一時的に弱くなり、「心

室細動」という不整脈が発生したと

きに、電気ショックを与え、正常な働

きに戻すための機器。操作順序など

を音声で知らせるため、比較的簡単

に取り扱える。

平成17年度少年少女卓球大会

　毎年１１月２３日の勤労感謝の日に行われ

ている少年少女卓球大会は、今年から会場を

区立池上小学校から区立新宿小学校に変更し

開催しました。

　この大会は、小学校４年生から６年生まで

を対象とした大会で、小学校１８校の生徒男

子４５名、女子１３名が参加しました。試合

は、男子が学年ごとに、女子は、４・５年生

と６年生に分かれて行いました。会場は、子

どもの熱気と親たちの声援で大いに盛り上が

りました。結果は次のとおりです。　

男子優勝者

　４年生の部　 工藤 　豪（清明学園初等部）

　５年生の部　 岡部 拓哉（入新井第五小）

　６年生の部　 南　 　力（徳持小）

女子優勝者

　４・５年生の部　小田川 桃子（関東学院）

　６年生の部　　　小川 ありさ（仲六郷小）

寝具・毛布・座布団・名入タオル
　貸ふとんも承ります　　　　　

　　　　　

合名会社　寿　屋
ＪＲ大森駅東口

 〒143 - 0016 東京都大田区大森北1 - 30 - 6
　　　　　　　TEL  03(3761)0213代
　　　　　　　FAX  03(3761)0510　
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創立60周年を迎えて

大田区卓球連盟会長　氏田　守

　大田区卓球連盟は、今年で創立６０年を迎

えることができました。これを記念して、さ

る２月２５日、大田区長を始めとする多くの

ご来賓のご臨席をいただき、大田区産業プラ

ザにおいて、６０周年記念式典を開催いたし

ました。これも一重に関係各位の皆様のご支

援・ご協力の賜物と厚く御礼を申し上げる次

第です。

　卓球連盟は、昭和２０年１１月、大田区卓

球連盟の前身である蒲田卓球連盟として設立

されました。

　初代会長には、大門大助氏、理事長には相沢

直孝氏が就任し、会の活動が始まりました。　

　戦後の混乱期ゆえ、用具にも事欠く厳しい

時代でしたが、それでも、第一回卓球大会を

矢口小学校講堂で開催できましたことは、誠

に記念すべき出来事であったといえます。

　現在、卓球連盟には、男子９８チーム、女

子９５チーム、１，１９６名の会員が所属し、

全国大会や都民体育大会などで、多くの選手

が活躍しています。

　平成７年には、不断の活動が認められ、文

部大臣から社会体育優良団体として名誉ある

表彰を受けました。

　老若男女を問わず、競技スポーツ・生涯ス

新年懇親会

　１月２５日、平成１８年大田区体育協会の

新年懇親会が区民ホールアプリコで開催され

ました。　

　当日は、  厳しい寒さに見舞われましたが、

各界からの来賓を始め、加盟団体代表の方々

３００名が集い、定刻の６時３０分、体育協会

の尾崎　副会長の司会で会が始まりました。

　渡�和彦専務理事の開会のことばに続き、

主催者を代表して、西野善雄会長から今年度

に賭ける競技への心強い意気込みの挨拶があ

りました。来賓代表の水井達興区議会議長、

野口和矩教育委員長のお二人から祝辞をいた

だき、鏡割りの後、高木雄司副会長の乾杯の

音頭で宴が始まりました。

　会場内には、盛りだくさんのお酒・お料理

が用意され、和やかに杯が交わされ、食が進

みました。　　

　恒例の楽しいクイズに興じながら、楽しい

２時間がアッという間に過ぎ、会を惜しみな

がらの散会になりました。

　この会を担当された推進部会の皆さん大変

お疲れ様でした。

ポーツとして多くの区民に親しまれ、愛され

ている卓球を、皆様と共に楽しみ、広めて行

きたいと思っています。皆様のご協力をお願

い申し上げます。
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多摩川で伝統の流鏑馬

大田区馬術連盟　理事長　北嶋　守

　平成１７年１２月３日（土）午後１時から

大田区立多摩川小学校の５０周年記念事業と

して多摩川ガス橋下流の河川敷で流鏑馬を行

いました。

　当連盟は、昭和４４年４月に発足して３６

年が経過し、周年行事のため、何か大田区の

お役に立つことを考えておりました。

　折りしも私は平成２年流鏑馬の正統武田流

鎌倉派に入門し、射手として精進して参りま

したので、今般、武田流鎌倉派及び日本古式

弓馬術協会の許可を得て、武田流流鏑馬の一

部を公開することになり、皆様のご協力によ

り実行できる運びとなりました。

　本年の初めに、教育基本法改正案の原案も

明らかになり、教育の目標として「伝統文化

を尊重し郷土と国を愛する態度を養う」と明

記され、よい時期によいことが行えることを

喜びといたしました。

　３年前から計画を立て、１１月の半ばごろ

からは、当日の天気を気にして、神棚に手を

合わせる毎日が続きました。

　馬場の支度を始めた午前５時頃には、みぞれ

交じりの雨が降っていましたが、昼前からは風

もなく絶好の流鏑馬日和になりました。　　

　見物客も３０００人近くに膨れ上がり、的を

射るたびに大きな歓声が上がりました。　　　

　多くの方々に感動を与えた今回の催しを、

毎年行うことが出来ればと思っています。

　後日、大勢の方よりお礼と励ましの言葉を

いただき、この上ない喜びと充実感を味わい

ました。

　この、多摩川流鏑馬の写真展を、平成１８

年７月１５日(土)、１６日(日)に区民プラザ

の地下展示室で行いますので、多くの方のご

来場をお待ちしています。

　そのころまでには今年の多摩川での流鏑馬

の日程が決まると思われますので、ご期待く

ださい。

少年少女バドミントン教室と大会

　１１月６日大田区体育館で、第３回少年少

女バトミントン教室と教室参加者による大会

が開催されました。

　午前は、指導員によるバドミントンのルー

ルや技術の基本を学び、午後は、子どもたち

を５つのクラスに分けて大会を行いました。

　試合の合間には、全日本クラスの選手によ

る模範試合や、一流選手のスマッシュの速さ

を子どもたちに体験させるなど、普段では経

験が出来ない教室になりました。

　今回の催しを行うに当たっては、大森学園

高校のバドミントン部員の皆さん方に、審判

や技術指導など、積極的な協力を頂きまし

た。大変ありがとうございました。

プログラム・記念誌・名簿等にご利用下さい

　●印刷　●ワープロ　●コピー　●翻訳

　●トレース　●写真・ビデオ作成

（株）光　和　商　事
東京都大田区下丸子４－７－１７
ＴＥＬ（０３）３７５７－３６６５
ＦＡＸ（０３）３７５７－３６６７

〒146-0092
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第22回区民スポーツまつり結果

　１０月１０日の体育の日（一部10月2・8・

16日開催）に、大田区区民スポーツまつりが

行われました。今年も降雨のため残念なが

ら、多摩川緑地会場での行事が全面的に中止

になりました。また、そのほかの屋外行事も

大部分が中止となりましたが、昨年と同様、

身近な区民施設・民間施設を活用したまつり

〈　板割りにチャレンジするこども　〉

には、８千８百余の人が参加し、楽しい１日

を過ごしました。

　大田区体育館では開会式の後、昨年にひき

続き少年少女ドッジボール大会（参加２６

チーム、３４８名）が行われ終日熱戦が展開

されました。

　成績は次のとおりです。

　・優　勝　女塚ゴッチャンＦ 'Ｓ　　

　・準優勝　池二ファイターズ　

　・三　位　道塚ドリームウイングス　

　・四　位　入四ファイナル
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世界選手権へ出場

　ウエイトリフティング協会理事長の鈴木清

さん（７１歳）は、昨年８月に行なわれた第

２３回全日本マスターズウエイトリフティン

グ競技選手権大会に出場し、７０歳～７４歳

の部の５６㎏級で８５㎏を挙げ、見事に優勝

しました。

　この優勝により、今年の８月２７日から９

月５日までフランスのボルドーで開催される

世界選手権大会に、日本代表として出場する

ことになりました。誠におめでとうございま

す。世界選手権大会でのご健闘を心よりお祈

りいたします。

歩こう大会とレクリエーションの集い

　１１月３日の文化の日に、第７５回「歩こ

う大会とレクリエーションの集い」が開催さ

れました。早朝のひんやりした空気も秋のや

わらかい陽射しをうけて徐々に和らぎウォー

キング日和となりました。

　多摩川緑地会場とガス橋緑地会場に集合し

たそれぞれの参加者は、準備体操の後、ウオー

キングインストラクターから正しい歩き方の

講習を受け、４キロメートルと７キロメート

ルのコースに分かれスタートしました。

　途中、工事中の箇所もありましたが、河川

敷の緑を背景にして各自のペースでコースを

歩き、全員が笑顔で無事にゴールインし「完

歩証」を手にしました。

　会場では、歩き終わった参加者が、民踊や

フォークダンス、グランドゴルフなどを楽し

み、午後１時に散会しました。

訃　　報

　平成１７年９月３０日、当体育協会名誉会

長で、大田区居合斬道連盟会長の古岡　勝氏

（８５歳）が逝去されました。氏は、昭和４６

年５月副会長に就任され、昭和５７年４月か

ら平成６年３月までの１２年間、当協会の会

長として、活躍されました。また、平成６年

４月からは名誉会長として、勤められていま

した。　

　この間、体育協会の財団法人化に向けて指

導力を発揮され、財団法人大田区体育協会誕

生の立役者となりました。平成３年１０月に

は、多くの功績が認められ、文部大臣表彰を

受けられました。

　また、平成１７年９月２８日には、当協会

幹事で剣道連盟副理事長の山田好春氏（６１

歳）がご逝去されました。氏は、子どもたち

を対象とした初心者剣道教室の指導員として

活躍するなど、剣道の普及発展に努められま

した。

　ご冥福をお祈りいたします。
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第５９回区民スポーツ大会日程（春季）

種　　　目 期　　　 日 会　　　場 申込締切日

１ テ ニ ス（ｼﾝｸﾞﾙｽ） 3月11日 ～ 5月 7日 ガス橋・本羽田・平和の森庭球場 　―

２ サ ッ カ ー 4月 2日 ～ 7月30日 多摩川緑地サッカー場他 　―

３ ソフトテニス
  （Ⅰ部） 4月 2日 多摩川六郷橋緑地庭球場 　―

　　　　　　  （Ⅱ部） 6月 4日 多摩川田園調布緑地広場庭球場 5月19日

４ ソフトボール 4月 2日 ～ 6月11日 ガス橋緑地野球場　６～８号面 　―

５ 軟 式 野 球 4月 2日 ～ 7月16日 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ・多摩川緑地野球場 　―

６ ハイキング 4月 2日 横浜市「舞岡公園」 　―

７ バドミントン 4月 2日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 　―

８ 陸 上 競 技 4月 9日 大井埠頭中央海浜公園陸上競技場 　―

９ ゴルフ 4月13日 カナリヤガーデンカントリークラブ 4月1日

10 卓    球
4月15日 小・中・高校生 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 　―

4月16日 一般 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 　―

11 合気道演武 4月16日 南馬込文化ｾﾝﾀｰ 体育室 4月8日

12 弓    道 4月16日 大田区体育館　弓道場 当日会場受付（9：30～10：30）

13 ボウリング 4月16日 蒲田イモンﾎﾞｳﾙ 当日会場受付（9：00～9：30）

14 ライフル射撃
4月16日 （大口径） 埼玉県長瀞総合射撃場 4月6日

4月29日 （小口径） 千葉県営射撃場 当日会場受付（8：30～9：30）

15
バレーボール　一般（9人制） 4月23日 ～ 5月 9日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 4月8日

バレーボール中学生（6人制） 6月 3日 ・ 6月17日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 5月22日

16 民    踊 4月23日 大田区民ｾﾝﾀｰ 音楽ﾎｰﾙ 　―

17 インディアカ 4月29日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 　―

18 ミニテニス 5月 3日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 4月18日

19 レク・フォークダンス 5月 5日 池上会館 当日会場受付（9：30～10：00）

20 エアロビクス 5月 7日 池上会館 5月6日

21 ゲートボール 5月 7日 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ 4月20日

22 相    撲 5月 7日 大田区体育館 相撲場 当日会場受付（11：00～13：00）

23 バスケットボール 5月10日 ～ 7月23日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 4月15日

24 アマチュアレスリング 5月21日 洗足区民ｾﾝﾀｰ 体育室 当日会場受付（9：00～9：30）

25 ハンドボール 5月21日 ・ 5月27日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 5月12日

26 柔    道 5月28日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 5月12日

27 釣    魚（白きす） 5月28日 三浦半島 金田湾 5月15日

28 馬    術 6月 3日 ・ 6月 4日
山梨県南都留郡鳴沢村紅葉台

5月10日
紅葉台木曽馬牧場

29 アーチェリー 6月 4日 平和の森洋弓場 当日会場受付（9：00～9：30）

30 居 合 斬 道 6月 4日 大田区民ﾌﾟﾗｻﾞ 体育室 5月15日

31 ウエイトリフテイング 6月11日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 健康体育室 当日会場受付（9：00～11：00）

32 クレー射撃 6月17日 神奈川県大井射撃場 当日会場受付（8：30～9：00）

33 空  手  道 6月18日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 5月12日

34 剣    道 6月25日 大田区体育館 5月12日

35 ダンススポーツ 8月27日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 7月21日

36 水    泳 9月 3日 平和島公園水泳場 7月21日

スポーツ奨励事業

37 自転車走行会 6月 4日 神奈川県立東高根森林公園 当日（多摩川ｶﾞｽ橋下広場）集合場所　午前９時

－ は申込期限終了
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