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　１月２７日（日）産業プラザに於いて、創

立６０周年記念式典並びに祝賀会が記念事業

実行委員会の主催で開催されました。

　記念式典では、渡 委員長の開会のことば

に続き、西野会長の式辞、来賓の松原忠義区

長、永井敬臣区議会議長、市川正東京都体育

協会副会長、渡邉盛雄教育委員会委員長の皆

様からご祝辞をいただき、創立６０周年を記

念して表彰が行われました。

　引き続き開催された祝賀会兼新年懇親会は、

各界からの来賓や加盟団体の代表など３４３

人の参会者で会場が埋まるなか、定刻６時に

オープニングの阿波踊りで幕が開きました。

　渡 委員長の開会のことばに続き、西野会

長から主催者を代表して挨拶がありました。

　続いて、来賓を代表して松原忠義区長、永

井敬臣区議会議長、市川正東京都体育協会副

会長、 山美智子教育委員会委員長職務代理

者の皆様からご祝辞をいただき、鏡割りの

後、尾 副会長の乾杯の音頭で華やかな宴が
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始まりました。　　　　

　盛りだくさんの料理と樽酒に囲まれ、また

竹丸清憲氏による草笛の演奏、三浦みゆき氏

によるアコーディオンの演奏も加わり、和や

かに会が盛り上がるなか、予定された２時間

が瞬く間に過ぎ、惜しみながらの散会となり

ました。実行委員・育成部会の皆さん大変お

疲れ様でした。

　式典における記念表彰者は次のとおり

（敬称略）

▽体育協会特別功労賞（団体）　　　（順不同）

（社）東京都馬主会、京急開発（株）平和島競

艇運営協議会、（有）稲岡商事、（株）光和商

事、東京ガス（株）南部支店、（有）ウメザワ商

事、大田建設協会、（社）大森医師会、（社）田

園調布医師会、（社）蒲田医師会、大田区柔道

接骨師会、東京商工会議所大田支部、大田区

商店街連合会、大田区学校医会、関東警備保

障（株）

▽体育協会特別功労賞（個人）　 （あいうえお順）

　青木　照美　　秋吉　　子　　石田　佳弘

　植田　泰嗣　　江口　初枝　　海老澤信吉

　岡　千鶴子　　小野　清子　　小原　直美

　河西　昭夫　　蟹澤　弘子　　神林　　茂

　鴨下　昭子　　河津　章夫　　近藤　忠夫

　佐藤　　誠　　佐山空閑子　　鈴木　章浩

　鈴木　晶雅　　鈴木　節子　　 山美智子

　田中　一吉　　田村　　亘　　豊洲香士子

　永井　敬臣　　長島　幸江　　中西　一善

　名取　憲彦　　新倉　浩子　　西岡　寛治

　羽倉　しげ　　張替　 雄　　東　　知代

　平澤千代子　　星野　　仁　　松原　　隆

　松原　忠義　　水井　達興　　湯山　　勇

　横堀　露子　　横山　富子　　横山　房義

　渡 　秋江　　渡 　盛雄　　渡部満智子

▽永年勤続特別功労者　　　　　（あいうえお順）

　藍郷　亮二　　青山　吉延　　飯島　由江

　石坂　幸一　　板倉　孝夫　　伊東　洋進

　稲岡　弘子　　今牧　嘉子　　植田　泰嗣

　大胡　輝男　　大槻　　生　　大平　　進

　奥東　　隆　　尾 　　 　　加藤　昌晴

　金光喜恵子　　狩野　公明　　吉川　　進

　木下　義明　　日下部　弘　　久保　秀夫

　後藤　和治　　小西　　誠　　白銀　正明

　鈴木　　清　　鈴木　廣司　　鈴木　義之

　関澤彰二郎　　大東洋一郎　　高木　雄司

　鷹西登美子　　高橋　清春　　高橋　弘樹

　時任　宥幸　　鳥越　義久　　中村　貞夫

　奈良　繁夫　　西野　善雄　　西山　　實

　丹羽　康雄　　橋見　久夫　　古田　健一

　堀江壽々枝　　摩壽意眞郎　　松田　　薫

　松本　　茂　　松本やよひ　　宮島　紀典

　向山　　仁　　武藤　健男　　横山　富子

　吉田　幹夫　　渡 　一太　　渡 　和彦

平成２０年度
事業計画・収支予算

　平成２０年度大田区体育協会の事業計画及

び収支予算が、３月１４日に開催された評議

員会、理事会でそれぞれ審議のうえ決定しま

した。そこで、決定した事業計画及び収支予

算の概要についてご紹介します。

 　平成２０年度の予算総額は、２億７千６

１４万円で、前年度に比べ９千１９万円の減

額になりました。減額の主な理由としては、

大田区体育館の閉館によるものです。主な事

業内容は次のとおりです。詳しくは、体育協
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会のホームページに掲載します。

● 事 業 計 画 ●
自主事業

１　年少者スポーツ育成事業

　（１）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

大会、野外活動教室

　（２）スポーツ少年団本部への助成

　（３）スポーツ観戦

２　競技力向上対策等事業

　（１）都民体育大会参加選手育成強化費及

び参加費の助成

　（２）加盟団体に対する補助金の交付

　（３）都民生涯スポーツ大会等参加費補助

３　スポーツ振興事業

　（１）加盟団体指導者等に対する講習会・

研修会の実施

　（２）加盟団体代表者会の開催

　（３）少年スポーツ指導者養成講習会の実

施

　（４）体育実技指導員の派遣

　（５）トレーニングルームスポーツ教室の

実施（大森スポーツセンター）

　（６）アリーナを一般公開し卓球教室を開

催（大森スポーツセンター）

４　会報「ひろば」の発行

５　体育功労者等の表彰

６　ホームページの運用

７　「OTAふれあいフェスタ」への参加

８　各種スポーツ事業の後援

受託事業

１ 春・夏季及び秋・冬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 歩こう大会の実施

４ 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

５ ジュニア育成地域推進事業（都体協）

　　バドミントン大会、卓球大会、ミニバス

ケットボール大会、ソフトボール強化研

修会、ソフトテニス強化練習会（小学

生）、ソフトテニス選抜競技大会（中学

生）、ボート教室、なぎなた強化合同稽古

会、陸上記録会の開催及びネットワーク

構築・活用事業

６ スポーツ奨励事業の実施

　（１）  オリエンテーリング

　（２）  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・大田スタジアム

の管理運営

● 予　算 ●
予算総額　　　　　　　２億７千６１４万円

主な収入

　（１） 基本財産運用収入　　１，１７８千円

　（２） 加盟団体分担金　　　１，３８０千円

　（３） 賛助会費　　　　　　２，０００千円

　（４） 区補助金　　　　　４６，１２０千円

　（５） 受託収入　　　　２１４，２９３千円

　（６） 教室参加料　　　　　２，６６４千円

　（７） 雑収入 　　　　　　 ２，２８５千円

主な支出

　（１） 事業費　　　　　２７０，０６２千円

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、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、ジュニア

育成地域推進事業費、大森スポーツ

センター・大田スタジアム管理運営

経費等

　（２） 管理費　　　　　　　４，６８５千円

　事務局事務費
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大田区陸上競技協会
創立６０周年記念式典開催

陸上競技協会  副理事長  大内邦彦

　昭和２２年１２月の設立以来はや６０年の

歳月が過ぎ、昨年１２月２５日大田区民プラ

ザで創立６０周年の記念式典を開催しました。

　大田区長をはじめ大田区教育委員会、大田

区体育協会、大田区議会議員、衆議院議員、

東京都議会議員、東京都陸上競技協会、近隣

区陸上競技協会、区内高等学校陸上部顧問、

都民大会出場の大田区代表選手、大井陸上競

技場関係者及び大田区陸上競技協会会員等総

勢１３０名の方々にご参加頂き盛大に行われ

ました。

　本来ならばご来賓の方々一人一人にご祝辞

を賜りたかったのですが、時間の都合上各団

体代表の方にご祝辞を頂きました。この場を

拝借しお詫びと御礼を申し上げます。

　また、東京都民陸上競技大会で、常時上位

入賞を勝ち得てきましたのは、偏に永年に

亘って当協会をご支援・協力頂いております

方々のお陰と感謝しております。

　選手の中には、高校卒業以来協力を頂いて

いる方、又、お嫁に行く前から大田区の代表

選手として活躍し、２児の母親になった今で

も、大田区のポイントゲッターとして活躍し

ている肝っ玉母さんもおられます。中には都

民大会３連勝という兵もいます。これ等の

創立５０年をふり返り

 民踊連盟  会長  金光喜恵子

　昭和３３年の結成以来、春と秋、年２回の

大会を開催し、夏には各地域における盆踊り、

老人会指導又区の行事の一部にも参加し活動

してまいりました。昨年の秋季大会にて100回

を重ね５０周年を迎える事が出来ました。

　これもひとえに各団体の先生を始め会員の

皆様のご協力と区民の皆様の暖かいご支援の

賜と心から感謝申し上げます。特に教育長

様、体育協会の皆様には大変お骨折りをおか

け致し厚く御礼を申し上げます。

方々に感謝の念を込めて感謝状と記念品を贈

呈しました。

　１０年前に比べ会員数、大会参加人数は比

べようも無い程増大しております。これは大

田区陸上競技協会役員の努力のみならず、皆

様方のご支援ご協力の賜物と深く感謝してお

ります。今後とも宜しくお願いします。

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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　この５０年を顧みますと発足当時が思い浮

んでまいります。区議会議員の小田七藏先生

の発案でアジア大会を契機に区民のふれあい

の場を作ろうと呼びかけ、当時の都議・区議

の先生方が役員又は顧問になり、大田区民踊

連盟が発足し会長に小田先生が就任しまし

た。大田区の民踊として親しまれております

「すっきり音頭」も小田会長さんの発案と聞

いております。

　私などは当時愛宕会の会員で昭和３９年の

オリンピックの前夜祭にも参加しましたが、

五輪の輪の一つを大田区の踊り手でしめたと

云っても過言ではありません。年２回の大会

を楽しみながら現在に至っておりますが、何

と云っても５０年と云う長い年月を重ねてま

いりました私達ですが、民踊連盟を作りあげ

た諸先輩の先生方に心より敬意と感謝申し上

げ、又初心にかえりまして民踊連盟発展のた

め会員一同努力して行きたいと念願しており

ます。

野に山に区民と共に５０年

ワンダーフォーゲル協会  会長  加藤昌晴

　ワンダーフォーゲル運動は、大自然の中で

の簡素な旅によって、各地の風俗・文化・歴

史への知識を深め、ワンデリングを通じての

仲間たちとの友好の輪をひろげ、その生活の

中から自由と規律の精神を学ぼうとするもの

です。競技成績を競うことのない活動は、野

外活動という自然を跋渉する中から、自己の

健康と教養を身につけることを目的とした種

目です。

　生涯学習の一環としての野外活動の成果

は、未知の世界に対する探究心の高揚が大切

であり、山行を含めた計画の実行と会員の参

加意欲が会の隆昌につながります。

　自然を旅することは、自然の素晴しさに畏

あれから４０年

空手道連盟  会長  伊藤　昭

　４０年前、第１回大田区空手道大会が洗足

区民センター体育館で行われた。それが事実

上の発会式でもあったと思う。

　現在のように多種目ではなく、一般男子有

段者、段外者の組手試合のみで、有段者８０

数名、段外者１２０数名の一本勝負であっ

た。他流試合の雰囲気充分であった。

　審判員制度もなく、理事会もトーナメント

組合せの時一度だけで、ルールもその時の申

し合わせによって決まった。流会派の交流も

敬の念を懐くと共に、その恩恵をいとおしむ

心を養い、人との調和を大切にすることです。

　この理念に基き、昭和３２年当会は発足

し、「大田区民の野外活動の推進に貢献する」

ことを目的に５０年活動を続けてきました。

　平成２０年２月２日、大田区産業プラザに

て、大田区長始め体育協会その他多数のご来

賓の出席をいただき、創立５０周年記念祝賀

会を開催いたしました。祝典は粛々と、祝宴

は鏡割り、清興と楽しく和やかにできました

ことを御礼申し上げます。

　少子高齢の進む今後、事故防止の上から

も、年齢、体力に応じた野外活動の企画を考

える一方、中年層の会員確保と魅力ある指導

体制が必要課題と思います。
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全くなかった。

　昨年の秋季大会が７９０余名で、幼年組か

らシニア部門まで、しかも男女別に組手、型

の両種目を運営している。理事会も月一度行

われ、他流意識よりも大田区空手道連盟員意

識で行動し、会員同士も非常にフレンドリー

である。

　それぞれの会派の日常の空手の地域活動

も、青少年から老人までを含む幅広い人たち

を対象にしているため、社会教育観点に立た

ざるを得ないのだと思う。又、良し悪しは別

にして国体への参加、オリンピック化への動

きもプラスしている。

　昨年末の当連盟４０周年記念行事には大田

区体育協会の各位や区の多くの方々、他区連

盟の大勢の仲間たちの参加で、楽しくなごや

かな会を無事に行うことができました。改め

て関係各位の皆様に深く感謝致します。あり

がとうございました。今後とも御指導の程宜

しくお願いいたします。

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

大田区インディアカ連盟
創立１０周年に寄せて

インディアカ連盟  理事長  前原良啓

　大田区インディアカ連盟は、創立１０周年

記念大会並びに記念祝賀会を数多くの方々の

御参加を頂き昨年１１月２５日大森スポーツ

センターにて盛大に行いました。

　記念祝賀会会場は、記念大会終了後という時

間的制約等から大森スポーツセンター地下１階

の部屋を使用しました。記念祝賀会を盛大に行

うことが出来ましたのも、これもひとえに御忙

しい中、（財）大田区体育協会西野善雄会長はじ

め多くの方々の御出席を賜わったお陰と紙面を

借りて改めてお礼申し上げます。

　祝賀会は、高井副理事長の開会の辞で始り

前原理事長が挨拶、そして西野善雄様始め来

賓の方々より祝辞を頂き懇談に移り、続くお

楽しみ『大抽選会』では、見事素晴らしい賞

品を当てられた方又そうでない方と大いに盛

り上がる中で楽しい時間を過しました。

　省みますと連盟が創立する前は、各チーム

の活動範囲も地元中心の狭いものでしたが、

（財）大田区体育協会や東京都インディアカ協

会へ加盟後は、その活動範囲も都内はもとよ

り近隣県へと大きくそして広くなり、今では

それぞれのチームが多くの仲間を作り相互交

流を活発に行って居ります。

　これからもこの相互交流の絆を大切にし、
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体協創立60周年記念
第56回大田区ロードレース大会

　昨年12月16日（日）快晴のもと大井埠頭

中央海浜公園外周コースで盛大に行われた。

　今年度も近隣の区県をはじめ全国各地より

1000名を超す中学・高校・一般男女の競技者

が参加して、大井競技場をスタートする１０

マイル・１０ｋｍ・３ｋｍの8種目の競技を

開催した。

　大会は松原忠義区長・松原仁衆議院議員等

の励ましにより、自己記録の更新を狙う人、

走る事を楽しむ人など様々な競技者がレース

を盛り上げた。

　最初の３ｋｍの部（中学男女）は、226名

の参加で、距離の短い事もあり大変な激戦と

なって、フィニッシュでは大混乱であった。

その為、審判員は判定に苦労した。

　男子は五十嵐健之（二之江中）選手が9分

53秒・女子は大 章代（ひばりが丘中）選手

が11分 25秒で優勝しました。

「大切な命を守るあなたの手」
救命講習会

　平成２０年２月１７日（日）、大森スポー

ツセンターで、体育協会主催による「救急救

命講習会」を開催しました。この講習会は、

加盟団体の会員を対象に毎年２月に、大森消

防署・東京救急協会・大森消防団の指導によ

り行っているもので、体育協会の普及部が担

当しています。

　今回の受講生は３８名の参加があり、約４時

間の講習で消防署の活動内容・応急手当の必要

性及び心肺蘇生法(心臓マッサージ、人工呼吸

による蘇生)と、現在、区の施設を始め各公共施

設に設置されているＡＥＤ（電気ショック蘇生

法）による蘇生指導を受けました。

生涯スポーツとしてのインディアカは、『い

つでも、どこでも、誰でも』すぐ楽しめるス

ポーツであるということを、まだ知らない

方々に知って頂き、インディアカ愛好者の仲

間を増やす努力を、これからもしてまいりた

いと考えて居ります。

　今後とも皆様方の御指導・御鞭撻を宜しく

お願い申し上げます。

　１０ｋｍでは、約3ｋｍ余の3周回コース

の為コース全体に切れ目なく選手が続くレー

スが展開した。一般男子の部は、昨年の川島

伸次（東洋大監督）選手の記録には及ばぬも

のの、岩瀬弘之選手が32分39秒の好記録で

優勝。各部の優勝は、壮年男子の部で、吉田

精作選手が35分19秒・高校の部は、南澤拓

茄行（日体荏原高）選手が33分42秒・一般

女子の部は、梶山千晴選手が44分31秒で優

勝。壮年女子の部は、岡本幸子選手が40分55

秒で2年連続の優勝。

　メインレースである１０マイルは、地元の

中山晃一選手が初めから集団を引き離し独走

となり、52分 38秒で堂々の優勝となった。
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　この講習会は、スポーツにつきものの怪我

や、家族や近隣で急病人が発生した時など、

１１９番通報から救急車が到着するまでの間

（平均約６分少々）、迅速で適切な応急手当が

出来るための知識・技術を身につけていただ

くものです。

　まだ、講習を受けていない会員の方、是非

次回の講習会に参加していただき「人命救助

の輪」を広げていきましょう！参加をお待ち

しています。

大田区体育協会創立６０周年記念
スポーツ講演会を開催

　昨年の１１月１４日、午後６時３０分から

大田区民プラザで、大田区体育協会創立６０

周年を記念する「スポーツ講演会」が開催さ

れました。

　講師には、新沼謙治（歌手）・博恵（旧姓湯

木：世界一に４度君臨したバドミントンの女

王）夫妻をお招きして、「スポーツと私」とい

うテーマでお話いただきました。

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

　約３００名の参加者が会場を埋めるなか、

ＮＨＫリポーターの入田直子さんの司会によ

り講演会が始まりました。

　初めに、榊の葉一枚を口に銜えて曲を奏で

る、草笛の演奏が竹丸清憲氏により披露さ

れ、続いて西野善雄体育協会会長から挨拶が

あり講演となりました。

　講演は、司会者との対談の形で進められ、

若い時のお二人のスポーツとの関わりやバド

ミントンをきっかけとした出会いの様子、ス

ポーツを通して良い指導者にめぐり合えたこ

との喜びが語られました。また、今は夫妻

揃ってのゴルフを楽しんでおり、これが夫婦

のコミニュケーションの良い手段となってい

ることや、運動を兼ねて続けられている朝の

散歩の様子がおもしろく語られました。

　さらに、スポーツを経験されたお二人の子

育てについての考えが披露され、「家族は

チーム」という言葉の中に、健やかな家庭像

が窺がわれ、ほのぼのとした講演会となりま

した。
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第２４回区民スポーツまつり結果
　　

　１０月８日の体育の日（一部９月３０日、

１０月７・１４日開催）に、大田区区民スポー

ツまつりが開催されました。今年のまつり

は、開会式前後に降り出した雨により、多摩

川緑地会場など一部会場で、中止せざるを得

ませんでした。しかし、大田区体育館・大森

スポーツセンターや身近な区民施設・民間施

設を活用したまつりには、１万３千百人余が

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、昨年に引き

続き少年少女ドッジボール大会（参加２０

チーム、２５５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　　ＩＲＳファイナルチャージ

　・準優勝　　道塚ドリームウイングス

　・第三位　　相生ガキーズ
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パワーリフティング・ベンチプレス
東京都新を記録

　昨年の１１月に台東区で行われた、第３回

東京都マスターズベンチプレス選手権大会

で、当協会の高木雄司副会長は、７０歳以上

の男子８２．５ｋｇ級に出場し、１０５ｋｇ

を上げて、東京都の新記録を樹立しました。

おめでとうございます。

第７９回歩こう大会

　１1月3日（土･祝）第７９回歩こう大会が

多摩川緑地会場とガス橋緑地会場の２箇所で

開催されました。

　この大会は、日常生活に直結したもっとも

手近な運動である歩くことを奨励し、スポ－

ツへの関心を高めてもらうという趣旨で春と

秋に実施しています。

　前回からウォーキング後のリクリエーショ

ンがなくなり、ウォーキング一色になりまし

た。参加者には、スタンプ帳やウォーキング

の冊子等を配布して少しでもウォーキングの

楽しさを理解してもらえるよう工夫を凝らし

ました。

　参加者は、ウォーキングミニ教室でウォー

キングトレーナーから準備体操を含め、正し

い歩き方の講習を受け、４キロメートル、７

キロメートル、６キロメートル（今回は、６

少年少女バドミントン大会

　１１月１１日大田区体育館で、第５回少年

少女バドミントン大会が開催されました。

　今回は７５名の参加者があり、１０のグ

ループに分けて午前から午後にかけてリーグ

戦を実施した。学年別の参加者が少ないため

決勝トーナメント戦は行わず、各グループの

１位のペアが優勝となりました。

　この大会は、大田区バドミントン協会の協

力を得て審判員として１５名の指導員と育成

部員１５名による運営となりました。

　従事いただいた方々の努力により無事に大

会を終えることができました。

少年少女卓球大会

　１１月２３日、区立新宿小学校体育館で第

２３回少年少女卓球大会が開催されました。

この大会には、３年生から６年生までの男女

３７名の参加者がありました。

　卓球大会も他の大会と同様に参加者が少な

かったが、学年別にグループをつくり、午前

中はリーグ戦、午後は各グループ１，２位者

による決勝トーナメント戦を行い、各学年の

１位から３位までが表彰されました。

　この大会には大田区卓球連盟から３名の方

の協力をいただき、育成部員１５名で運営し

無事に終了しました。

　優勝者は次のとおりです。

　３年生の部　鈴木　悠樹（入新井第五小）

　４年生の部　中島　由賀（徳持小）

　５年生の部　河瀬　雄哉（池雪小）

　６年生の部　工藤　　豪（清明学園）

キロという新しいコースを試行ということで

実施）のコースに分かれて元気にスタートし

ました。
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平成１９年度
東京都教育委員会表彰

　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、平成１９年

１０月１３日、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。

  体育功労者　　　　摩 壽 意　眞　郎

  社会体育優良団体　ウエイトリフティング協会

加盟団体会長会開催

　２月２２日（金）、午後６時３０分から大

田区体育協会の加盟団体会長会議が開催さ

れ、３９名が参加されました。

　新事務所を視察頂き、当協会創立６０周年

記念事業の結果報告、本年度の実施済み事業

概要報告、来年度区民スポーツ大会日程・予

算積算の説明の後、意見交換が行われました。

第６１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（男子総合優勝・女子第３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19年8月12日実施）

　＜正式競技＞　男子  入賞外　女子  ８位

②ゴルフ競技会　（平成19年9月25日実施）

　＜公開競技＞　男子  入賞外　女子  ３位

〇冬季大会

①スキー競技会　（平成２０年３月２日実施）

　＜正式競技＞　男子  入賞外　女子  ３位

②駅伝競走　　（平成２０年３月23日実施）

　＜正式競技＞

体育協会事務局が移転しました

　大田区体育協会事務局は、２月１２日、子

ども家庭支援センター大森に移転しました。

移転先は下記のとおりです。電話・ファック

ス番号も変更になりましたので、よろしくお

願いいたします。

所在地　〒143-0016

　大田区大森北四丁目１６番５号

　　大田区子ども家庭支援センター大森内

　　電話　5471-8787

　　FAX　5471-8789

大田区体育館閉館のお知らせ

　大田区体育館は、老朽化のため、平成２０

年３月３１日で閉館し、改築されます。

　新しい体育館は、平成２３年度に開館する

予定です。なお、弓道場については、引き続

き利用することができます。

東京都知事免許（11）第3623号�

住まいのベストアドバイザー�
　　スピーディーなオフセット印刷�

池上線　蓮沼駅前�

■不動産部　3731-5451（代）　■印刷部　　3739-0411（代）�
■ＦＡＸ　　3731-3548　　　　■ＦＡＸ　　3739-0413
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－ は申込期限終了

第６１回区民スポーツ大会（春・夏季）・スポーツ奨励事業　日程表

種　　　目 期　　　 日 会　　　場 申込締切日

１ アーチェリー 6月  1日 平和の森公園 アーチェリー場 当日会場受付（9時～9時30分）

２ 合気道演武 4月13日 南馬込文化センター 体育室 4月5日

３ アマチュアレスリング 5月25日 洗足区民センター 体育室 当日会場受付（9時～9時30分）

４ 居 合 斬 道 6月  1日 大田区民プラザ 体育室 5月12日

５ インディアカ 4月29日 大森スポーツセンター 　  －

６ ウエイトリフテイング 6月  8日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 健康体育室 当日会場受付（9時～11時）

７ エアロビクス 5月18日 池上会館 集会室 5月17日

８ 空  手  道 6月28日 大森スポーツセンター 5月  2日

９ 弓    道 4月13日 大森スポーツセンター 分館 弓道場 当日会場受付（9時30分～10時30分）

10 クレー射撃 7月21日 千葉県成田射撃場 当日会場受付（7時50分～8時30分）

11 ゲートボール 5月  4日 大田スタジアム 4月19日

12 剣    　道 6月29日 大森スポーツセンター 5月  9日

13 ゴルフ 4月10日 成田市｢スカイウエイ カントリークラブ」 　  －

14 サ ッ カ ー 3月30日 ～ 6月29日 多摩川緑地サッカー場ほか 　  －  　　

15 柔    道 5月25日 大森スポーツセンター 5月  9日

16 水    泳 9月  7日 平和島公園プール 7月22日

17 相    撲 5月11日 聖跡梅屋敷公園 相撲場 当日会場受付（11時～12時30分）

18
ソフトテニス（Ⅰ部） 4月  6日 多摩川六郷橋緑地庭球場 　  －

ソフトテニス（Ⅱ部） 6月  1日 多摩川田園調布緑地広場庭球場 5月23日

19 ソフトボール 4月  6日 ～ 6月  1日 多摩川ガス橋緑地野球場　６～８号面 　  －

20
卓    球（小・中・高校生） 4月12日 大森スポーツセンター 　  －

卓　　 球（一　　般） 4月13日 大森スポーツセンター 　  －

21 ダンススポーツ 8月24日 大森スポーツセンター 7月21日

22 釣    魚（白きす） 5月25日 三浦半島「金田湾」 5月18日

23 テ ニ ス（シングルス） 3月  8日 ～ 4月13日 多摩川ガス橋・本羽田・平和の森庭球場 　  －

24 軟 式 野 球 4月  6日 ～ 7月  6日 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ・多摩川緑地野球場 　  －

25 ハイキング 4月  6日 金沢八景「称名寺～海の公園」 　  －

26 馬    術 5月11日 綾瀬市「綾瀬乗馬クラブ」 5月  1日

27 バスケットボール 5月12日 ～ 7月  6日 大森スポーツセンター 4月10日

28 バドミントン 4月  6日 大森スポーツセンター 　  －

29
バレーボール（一　般・9人制） 4月27日 ～ 5月  8日 大森スポーツセンター 4月11日

バレーボール（中学生・6人制） 未定 ・ 6月14日 区立中学校・大森スポーツセンター 未定

30 ハンドボール 5月24日 ・ 5月25日 大森スポーツセンター 5月  9日

31 ボウリング 4月20日 蒲田イモンボウル 当日会場受付（9時～9時50分）

32 ミニテニス（ダブルス） 5月  3日 大森スポーツセンター 4月20日

33 民    踊 4月20日 大田区民センター 音楽ホール 　  －

34
ライフル射撃（大口径） 5月  5日 埼玉県長瀞総合射撃場 4月25日

ライフル射撃（小口径） 未定　 千葉県営射撃場 当日会場（8時～9時）

35 陸 上 競 技 5月  3日 大井埠頭中央海浜公園陸上競技場 4月10日

36 レク・フォークダンス 5月  6日 池上会館 集会室 当日会場受付（9時30分～）

【スポーツ奨励事業】

１ 自転車走行会 6月  1日 神奈川県立東高根森林公園 当日9時に多摩川ｶﾞｽ橋下広場集合

［五十音順］
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