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特定非営利活動法人東大和市体育協会 会長

芳賀

文治

今年は新型コロナウイルスの猛威で

ていただき、様々な制限や困難の中で開催されたジュニ

感染拡大防止対策に明け暮れた１年で

ア育成地域推進事業やシニアスポーツ振興事業に取り組

ありました。そのために半世紀の歴史

んでいただいた団体の役員の皆様のご苦労に対し心より

がある市民大会の中止や東大和市との

感謝いたします。

共催のふれあい運動会・多摩湖駅伝大

今年度の「体協だより」は、コロナ禍で得た様々な経

会・ロードレース大会等をはじめ各団

験などを考え併せて、各団体の今年度の反省や来年度の

体の事業の中止を余儀なくされてしまいました。

事業計画等を工夫して作成していただきました。

例年ですと、この体協だよりには市民の皆様の練習の

今後、益々シニア層の高齢化が加速度的に進行するこ

汗の結晶である各大会の記録等を掲載し、称揚するとこ

とが予想されます。フレイル状態（生活意欲や運動機能

ろですが今年度はそれができず誠に残念です。

の低下）を予防するため、誰でも、いつでも、どこでで

各連盟・協会には、これまでに予想もしなかった新型
コロナウイルス感染予防のためにガイドラインを作成し

もできる運動を広めていくことが重要であると考えます。
皆様方のご健康を心より願っています。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための
ガイドラインを策定
新型コロナウイルスの感染拡大は、まだまだ油断でき
新型コロナウイルス感染拡大防止の為のガイドライン
ない状況であり、いつまで続くのか全く見通せないが極端
「（特非）東大和市体育協会の新型コロナウイルス感染拡
に悲観的な見方にならないようにしましょう。
大防止の為の基本的予防ガイドライン」密集・密接・密閉
このコロナ禍で運動不足のために身体機能の低下や生
の三要素を避けることを前提とする
活意欲の減退（フレイル状態）が指摘されています。
氏
名
歳 男 女 電話番号
「健康維持のためにスポーツの果たす役割は如何に重
同伴者氏名
歳 男 女 電話番号
要であるか」は市民の皆様がご承知の通りです。
〒
ご案内のように今年度は、市民の皆様方が楽しみにし
住
所
ておりました「ふれあい運動会」をはじめとする市民大会、
当日の体調が悪い時や身近に感染が疑われる方がいれば、勇気をもっ
１
ロードレース大会等中止になり、友人・仲間との楽しい運
て棄権しましょう
動の機会を持つことができませんでした。
２ 当日の検温結果
℃（保護者／同伴者
℃）
東大和市体育協会は、市民の皆様方にコロナ禍であっ
３ 体調報告：せき、喉の痛み、風邪っぽい症状
無し
ある
ても安全・安心してスポーツを楽しんでいただきたいと感
４ 会場入口で手指消毒をしましたか
はい
いいえ
マスクを持参すること（競技中以外は必ずマスク着用）、大声での応
染拡大防止の基本ガイドラインを作成しました。
５
援・会話は禁止
各団体は、この基本ガイドラインに各競技別に必要な
観戦中はマスクを着用し、他の参加者やスタッフとの距離をあける
６
ことを補足して「競技別感染予防ガイドライン」の作成を
（出来れば２ M 位）
お願いしました。
飲み物、食べ物は個人で管理し、残ったものやゴミは必ず自分で持ち
７
帰ること
各競技団体の大会や練習会等に参加される方は必ずこ
個人の競技用具（クラブ等）は貸し借りをしない。タオルなど共有し
の「参加申告確認書」を提出してスポーツ活動を楽しんで
８
ない
いただきたい。
９ 競技方法（練習や試合等）は主催者や主管者の指示に従う
各団体の皆様方には、これまでと異なった準備や運営
自分の持ち物は自分の責任で管理して下さい。会場内での忘れ物は
が要することになりますが、感染予防対策のガイドライン
10 主催者・主管者で保管せず、当日又は翌日にすべて廃棄処分に出され
ます
を遵守して、スポーツ活動をすることが東大和市の目指す
11
競技終了後の器具備品の消毒、片付けは主催者・主管者の責任で行う
「健幸都市」の一助になれば幸いです。
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コロナ禍におけるスポーツ振興を目指して
東大和市長
特定非営利活動法人東大和市体育協
会の皆様におかれましては、日頃から、
市民のスポーツ振興にご尽力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
また、芳賀会長におかれましては、
これまでのスポーツ振興に係るご貢献
に対し、昨年の10月に令和２年度生涯
スポーツ功労者文部科学大臣賞を受賞されましたこと、心
よりお慶び申し上げます。
さて、昨年は、新型コロナウイルスという未曽有の感
染症が世界中に蔓延し、その拡大防止のため、多くの事業
やスポーツ大会等が、中止を余儀なくされた１年となりま
した。
このような中ではありますが、東京2020オリンピック・

尾崎

保夫

パラリンピック競技大会は、１年延期されることにより、
い
よいよ今夏、開催される予定です。世界最高峰のスポーツ選
手たちが競う姿を目にすることで、新型コロナウイルス感
染症に負けない熱い想いが込み上げてくることと思います。
市では、引き続き、東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会の開催に向け、気運醸成を図るとともに、
市民のスポーツ実施率の向上や、運動習慣の定着を目指し
てまいりたいと考えております。
東大和市体育協会の皆様におかれましては、市のさら
なるスポーツ振興に向け、引き続きのお力添えを賜ります
ようお願い申し上げます。
結びに、特定非営利活動法人東大和市体育協会のます
ますのご発展、並びに会員の皆様のご健勝、ご活躍を祈念
いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

芳賀文治会長が令和２年度生涯スポーツ功労者
文部科学大臣賞を受賞されました！！
令和２年度生涯スポーツ功労者文部科

され、その後42年間会長として卓球の普

文治会長が受賞されました。この賞は、地

卓球選手や審判員としてもご活躍中です。

学大臣賞に
（特非）
東大和市体育協会の芳賀
域におけるスポーツの健全な普及及び発展
に貢献し、スポーツの振興に顕著な成果を
上げた生涯スポーツ功労者としてその功績
が認められたものです。芳賀文治会長は、

昭和49年の東大和市卓球連盟発足に尽力

及と発展に貢献されました。現在も現役の
本賞受賞は東大和市体育協会始まって以来
の受賞となりました。授賞式は、東京都で
行われる予定でしたが、コロナ禍のため、

10月27日
（火）東大和市尾崎市長による市
長応接室での伝達授賞式となりました。

栄誉ある賞をいただいて（お礼の言葉）
芳賀 文治
この度、文部科学大臣賞の栄誉ある賞をいただき誠に
光栄の至りです。心より感謝申し上げます。
これは東大和市長 尾崎保夫様、教育長 真如昌美様を
はじめ多くの方々のご支援、ご協力の賜物であり重ねて
感謝申し上げます。
顧みますと、昭和37年に東京都中学校体育連盟卓球
部専門委員として江戸川区の委員に就いたのが始まりで
す。以後、全国中学生大会、関東中学生大会、全日本卓
球選手権大会、世界卓球選手権大会審判員、東京都卓球
連盟、多摩地区市町村卓
球 連 盟 役 員、 昭 和49年
に東大和市卓球連盟の発
足に当たり会長に推され
40年 余、 そ の 後、 東 大
和市体育協会 会長を仰
せつかり現在に至ってい
シングルス２位の鄭敏之選手、
ます。
芳賀、優勝の林慧郷選手

尾崎保夫市長と
（特非）東大和
市体育協会 芳賀文治 会長

この間、昭和46年（1971年）第31回世界卓球選手権
大会では、日本の審判員として初めて２種目の決勝戦の
主審判員の指名を受けて務めるなど光栄な活動の機会を
与えていただきました。
様々な大会で世界、日本の多くの優れたアスリートに
出会い勝負にかける情熱と闘志、目標に向かって飽くこ
となくひたむきに努力する姿に接し、深い感銘を覚え、
私の人生の大きな糧となりました。
これまで卓球を始めとするスポーツ振興に関わる仕事
が継続できたのは、何時も一緒に汗を流して支え、協力
してくださった先輩、知友に恵まれたからだと思ってい
ます。本当に有難く改めて感謝申し上げます。
コロナ禍で、今後のスポーツの在り方、オリンピック
の在り方までも問われている時代です。今後、進むべき
東大和市の体協の在り方も改善、変革を模索してまいり
たいと考えている昨今です。
私は報恩の仕事として東大和市体協の会長の責務を今
後とも一生懸命に遂行する覚悟ですので、これまで以上
のご支援・ご協力をお願いし、受賞のお礼の言葉といた
します。
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TOKYO2020＋1 東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会の開催に向けて
東大和市教育委員会教育長
特定非営利活動法人東大和市体育協
会の皆様方には、本市におけるスポー
ツ文化の普及・啓発はもとより、児童・
生徒を対象とした各種スポーツの技術
指導や健全育成などにもご協力を頂き、
心より感謝を申し上げます。
さて、多くの人たちが待ち望んでい
た2020年（令和２年）の東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会でしたが、開催を目前にして世界中に新
型コロナウイルス感染症が拡大するなか、東京2020大会
は延期となりました。
東京都教育委員会が作成した「オリンピック・パラリ
ンピック学習読本 」によれば、日本は1964年（昭和39年）
の東京大会以降、夏季オリンピックに４回立候補しました。
そのうちの過去３回は、1988（昭和63）年大会に名古屋、

令和２年度東京都生涯スポーツ功労者表彰受賞
バレーボール連盟会長の

岡本皓夫氏は、令和２年度

令和２年度東京都市町村体育協会連合会功労者
特別表彰受賞
東大和市ソフトテニス連

盟会長の貴島信彦氏は、令

おかれましては、バレーボー

２年度東京都市町村体育協

表彰されました。岡本氏に

和２年10月８日（木）令和

ル連盟発足当時より理事と
14年から現在まで会長とし

て19年にわたって発展に貢

会連合会特別功労者として
バレーボール連盟
岡本 皓夫 会長

献された功績が認められたものです。授賞は第73回都

民体育大会開会式
（武蔵野総合スポーツプラザ）
で行われ
る予定でしたが、コロナ禍のため５月31日
（日）市民体育

館において芳賀文治会長からの代行授賞式となりました。

軟式野球協会

狩野

政法

軟式野球協会

柚木

真一

合気道会

稲葉

弓

卓球連盟

大野

信孝

ゲートボール協会

小嶋

啓隆

ラジオ体操連盟

盛田

忠夫

ボウリング連盟

松田

吉文

山家

史夫

永年勤続表彰者 スキー連盟

表彰されました。貴島氏に
おかれましては、長年に亘

り東京都市町村体育協会連
合会評議員として、東京都

ソフトテニス連盟
貴島 信彦 会長

市町村体育協会連合会の活動に尽力された功績が認めら
れたものです。

令和２年度東京都市町村体育協会連合会功労者
表彰受賞

令和２年度 東大和市体育協会表彰受賞

体育功労者

昌美

2008（平成20）年大会に大阪、2016（平成28）年大会に東
京が立候補しましたが、それぞれソウル、北京、リオデジャ
ネイロに敗れ、日本での開催にはなりませんでした。
今回、2020年に予定されていました東京2020大会も、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により延期となりま
したが、その後、東京2020大会は、2021年に開催される
運びとなっています。
私たちは、未だに安心して過ごすことのできない生活
の中にいます。しかし、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止対策の下で、2021年の東京2020大会開催に向け、
再び機運を高めていこうではありませんか。
結びに、特定非営利活動法人東大和市体育協会の益々
の充実・発展と、会員の皆様のご健勝、ご活躍を祈念いた
しまして、ご挨拶とさせていただきます。

生涯スポーツ功労者として

して発展に尽力され、平成

真如

東大和市ソフトボール協

会会長の森山征男氏は、令

和２年10月８日（木）令和２
年度東京都市町村体育協会
連合会功労者として表彰さ
れました。森山氏におかれ

ましては、平成11年にソフ

トボール協会の理事、同13
年より副会長、同18年から

ソフトボール協会
森山 征男 会長

会長に就任し、ソフトボール人口の拡大と公式審判認定
会の開催、審判技術・公式記録員講習会等の増大等に尽
力された功績が認められたものです。
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加 盟団 体 今年度の活動報告
協会

コロナ感染『完全防御』で 試合決行

軟式野球

試合前の挨拶はベンチ前でお互いに礼

会長杯大会：選手・役員も全員マスク

今年の市民体育大会は、コロナ禍により中止され、
成人及び少年野球大会も見合わせました。
連盟主催の成人大会は、
春と秋に大会を開催しているが、
春は３月６・
７日の大会参加受付は中央公民館が臨時休館となってしまい、やむな
く市役所の中庭で懐中電灯を用意し、寒風の中であったが、48チーム
の登録があった。試合は４月５日から上仲原公園野球場で７月迄実施
することにしたが、
使用できなかったことからチームに説明し中止した。
少年大会も４月の春季大会は中止し、５月からの学年別のＡ・Ｂ・
Ｃ大会も中止した。
活動の自粛が続いている中で、チーム指導者や保護者から試合をし
たいとの要望があり、10月のライオンズクラブ杯、11月の連盟会長
杯は、感染対策を徹底することを申し合わせ、ガイドラインを作成し、
万全を尽くし実施した。
成人大会も、８月開始の秋大会開催については３チームが辞退する
等不安があったが、両方のベンチに消毒液と水道に石鹸を置き、ホー
ムプレートの整列、円陣での掛け声、ハイタッチの禁止等、試合前に
は両監督にガイドラインを守るよう強く伝えた。
少年大会も成人大会も、大会では陽性者を出さず無事終了できたこ
とは、完全防御するための対策と参加者・チーム関係者の自覚と協力
並びに役員の労苦の賜物と改めて感謝します。
大会に参加できて‘よかった。楽しめた。
’の声が聞こえた。

盟
テニス連

「今年度の実情と来年度の方針」
令和２年度は新型コロナ感染のリスクを抑えるため、テニス
連盟は１年間、連盟としての活動をすべて中止する決断をしま
した。日常を取り戻しながらも、日本での感染者数は増加の一
途をたどっていますが、私たちの生活の中で新型コロナの感染
対策も日常となり、スポーツを楽しむ光景も増えています。令
和３年度は、感染対策（検温、消毒、試合外のマスク、握手を

令和２年度の活動状況と
来年度に向けての展望

水泳協会

令和２年度は、年初からの新型コロナウイルス感染拡大の状
況下、参加市民の安心・安全を第一に考え、当協会の主管事業
である
１．
８月予定の「東大和市シニア健康水泳教室」
２．
９月予定の「市民水泳大会」
の中止を決定しました。
10月になり、唯一参加した「東京都生涯スポーツ大会水泳
競技」では、日頃の練習不足にも拘わらず各年齢区分に分かれ
て出場した選手のなかで、

しない等）を励行し、春季大会は大会数を減らし、世間の感染
者状況を鑑みながら試合を開催する方針としました。秋季大会
（市民体育大会）は、例年通り全ての大会を開催する計画を立
てました。
１日も早く、ウイルス感染に怯えることなく、伸び伸びとス
ポーツ（テニス）ができることを願っています。

・Ｆ 区分（60-64歳）の庄野洋一選手が50m平泳ぎで一位、
100m平泳ぎで二位
・同Ｆ区分の都築孝志選手が50mバタフライで二位、100mバ
タフライで二位
・Ｅ区分
（55-59歳）
の久保和美選手が100m自由形で四位入賞
・Ｈ区分
（70-74歳）
の杉本誠一選手が50m自由形で五位入賞
の成績を残しました。
令和３年度に向けては、新型コロナウイルス感染が更に拡大
している今、より一層の予防対策をとりながら事業に取り組ん
で参ります。会員一同市民の皆様と共に水泳を楽しめる日が来
る事を心から待ち望んでいます。

令和３年（2021年）３月15日発行
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令和２年は日本中が楽しみにしていたオリンピック・パラリン
ピックが開催される年でした。そうした楽しみを奪ってしまったの
が、コロナウイルスの感染拡大であります。
このコロナウイルス感染拡大により、あらゆることが影響され、
かつてない状況に追い込まれてしまいました。
とり分け身近なスポーツ関係では、都民体育大会・市町村総合体
育大会が中止となり、東大和市においても市民体育大会及び体育協
会加盟各団体の大会や各種事業の中止が余儀なくされました。
バレーボール連盟でも、大会等の中止を決定し、コロナウイルス
感染拡大の防止に対応しました。
しかしながら、ジュニア育成推進事業につきましては、年度内３
回実施予定を１回のみ実施いたしましたが、実施に当たっては、コ
ロナウイルス感染拡大防止対策に万全を期し無事実施することがで
きました。
令和３年度は、コロナウイルスの感染拡大が一日も早く収束し、
安心して楽しくバレーボールができることを期待しております。

ール連盟
バレーボ

グ連盟
ボウリン

卓球連盟

ゆりーとの清掃の様子

ゆりーと前での参加者集合写真

卓球連盟では、コロナ禍の影響及び第８小学校体育館のエア
コン設置工事で毎週開催している日曜学校開放卓球練習会が
10月末まで開催できませんでした。11月から再開することが
でき、市内及び近隣からも多数の卓球愛好家に毎回参加して頂
き、練習やゲームで汗を流して頂けるようになり、活気に満ち
ております。また、ジュニア育成事業及びシニア事業の卓球教
室もコロナ感染予防対策を講じて開催し老若男女が喜んで参加
されました。
ジュニア育成では全日本実業団で活躍した大串春文氏を招い
て初心者から中級者まで幅広く指導育成して頂き、市民体育館
も活気が戻って来ました。また、シニア事業は60歳以上の方々
が人数制限開催の中、毎回楽しみに集って頂きました。講師には
体育協会の芳賀文治会長に担当して頂き、経験豊富な話を聞く
ことも楽しみの一つでした。まだまだ大会開催は、厳しい状況で
すが市民の健康維持、技量向上のため練習を継続して参ります。

新型コロナウイルス感染予防の観点から、原則毎月第三日曜
日に実施される月例会は９月より再開いたしました。しかしな
がら、当連盟の会員は高齢の方が多く、
月例会の参加人数は通常の６割程度にと
どまりました。
マスク着用・ハイタッチなし・レーン
内の人数制限等、色々と制約はありまし
たが久しぶりの競技を楽しむことができ
たと思います。
来年度も予断を許さない状況ですが、
通年の事業計画を実施していく予定です。
ゆりーと

スポーツを
してみんなで
汗をかこう！

うまべぇ
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会
ゴルフ協
東大和市ゴルフ協会は、2017年９月27日に発足しました。
体育協会に加盟して３年目を迎えました。2020年度は新型コ
ロナウイルスの関係で11月に市民大会が中止になり、誠に残念
でした。しかしながら会員の要望により三密を避けてコンペを
開催いたしました。待望のゴルフ協会団旗も５月初めにでき上
り、６月のコンペで会員の皆様に披露することができました。
今後も体協の支援を頂きながら東大和市ゴルフ協会を盛り上げ
ていきたいと思います。よろしくお願い致します。

2020年のゴルフコンペの開催と成績
開

所

開催時日

参加者数

位

ベスグロ賞

第１回

さいたまゴルフクラブ

６月16日

28名

米原

茂好

川里

光男

原

秀雄

野口

博之

第２回

JGMおごせゴルフクラブ

９月29日

28名

原

秀雄

錦戸

一志

渡辺

国栄

錦戸

一志

西野

信子

大垣

嘉彦

坪池

正春

松井

利夫

西川

勝義

西野

信子

女性
第３回

催

場

〃
西武園ゴルフ場

女性

11月10日

24名

〃

弓道連盟

射手が三角形に移動して演武する「三人一つ的射礼」

優 勝 者

準優勝者

三

ール協会
ソフトボ

コロナ禍での練習風景

チームメイトに『功労賞』を報告する森山会長
間隔をとり28ｍ先の的中数を競う月例射会風景

今年度は年初からの新型コロナウイルス禍の影響で上部団体
の行事がすべて中止となり、本連盟も５月末まで活動を自粛し、
初心者教室の中止や、他団体との交流など多くの行事も中止や
縮小をせざるを得ませんでしたが、会員による月例の射会だけ
は感染防止対策ガイドラインを遵守し、６月より通常の半分の
射数で再開しています（緊急事態宣言により１月の月例射会も
中止しました）
。11月に再開された東京都弓道連盟による昇段
審査も、受審者ごとの入退時間の制限や一部ビデオ審査等によ
り変則ながら実施されることとなり、複数の昇段者も誕生する
ことができました。
次年度についても例年どおりの事業や他団体との交流等も予
定したいと考えていますが、今後の新型コロナウイルス禍の状
況や、関係する上部団体等の動向によりその実施は極めて流動
的です。この禍の一日も早い収束を願って止みません。

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大のため、残念なが
ら予定していました「春季大会」
「市民体育大会」
「秋季大会」
の３大会を中止としました。
協会所属の各チームも小中学校のグランドが３月～６月まで
使用できませんでしたので、その間練習もできない状況でした。
女子チーム「スウィングス」は11月15日開催（是政ソフトボー
ル場）の第13回東京都ソフトボール協会北ブロック一般女子大
会に参加いたしました。
また、10月に東京都市町村体育協会連合会より当協会の森山
征男会長が東大和市ソフトボール協会への貢献に対し、功労賞
が授与されました。
令和３年度については恒例の
「春季大会」
「市民体育大会」
「秋
季大会」の３大会をソフトボール協会で策定しました「新型コ
ロナウイルス感染拡大防止の為の予防ガイドライン」を遵守し
ながら開催予定としますが、今後の新型コロナウイルス感染状
況を見つつ検討することとします。

令和３年（2021年）３月15日発行
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ニス連盟
ソフトテ

令和２年度ジュニア育成地域推薦事業【講習会】（令和２年11月１日）

令和２年度はコロナ禍により実施できない事業が多くありま
した。今年度は、役員体制を若手の登用で大きく刷新して活動
を開始しました。
令和３年度はコロナ感染状況を見据えて競技団体、体協のガ
イドラインに沿って以下の事業を進めて行く予定です。

【令和３年度の事業内容】
１．連盟行事の春季市民、冬季市民大会と秋季市民大会（市民
体育大会）の個人戦・団体戦
２．武蔵村山市親善大会
３．シニアスポーツ振興事業（春、秋各１回）、都体協の分担金に
て実施
４．ジ ュニア育成地域推進事業（夏、秋、冬の各１回）、都体
協の分担金にて実施
５．初心者講習会（年間10回、夏季講習４回を予定）
６．都民体育大会、市町村総合体育大会、東京都下連盟の大会、
東京連盟クラブ戦等出場
７．毎週日曜日午後、森永コートにて自主練習

令和２年度シニアスポーツ振興事業（令和２年10月18日）

【団体紹介】
◇市役所クラブ 市役所職員とＯＢで構成するクラブで、各市
の職員で行う関東大会出場、対外試合に活動できる選手を擁
している。定例的に夏季合宿を実施、技術の向上と親睦を図っ
ています。
◇東大和クラブ 東大和唯一の男・女会員による伝統のある地
域クラブ（５～６回／月）練習。対外試合に活動できる選手
を擁している。定例的に夏季合宿を実施、技術の向上と親睦
を図っています。
◇森永クラブ 森永乳業従業員と周辺住民有志で構成している
クラブ。最近は対外試合に出場できる選手を擁して活躍の度
合を増している。工場西側の東京多摩工場コートを保有し、
地域住民にも開放しています。
◇東大和レディースクラブ 市内で唯一の伝統のある女性クラ
ブ。外部の試合にも積極的に出場し、対外試合にも欠かせな
いクラブです。
毎週火、
木曜日に森永コートで練習しています。

合気道会
①ソーシャルディスタンスを確保

ボール協会
バスケット

今年度の実情と
来年度の方針について

新型コロナウイルス感染症の蔓延流行により、
2020
年度は250名以上が集まる夏季、および冬季市民大
会を開催するにはとても厳しい状況になり、すべて
中止とさせて頂きました。その間、本協会所属チー
ムは各チームにて自主練、個人では自主トレなどに
も取り組まれていたようですが、体育館の使用がで
きず、なかなか汗をかくこともままならないという
ストレスの溜まる一年にもなりました。
バスケットボール競技では、激しい身体の接触も
あるスポーツであり、大会では多くの人が参加され
ることになるので、当協会では今後どのような大会
の開催をしていくかが課題となっております。役員
一同、頭を抱えておりますが大会の開催を熱望され
ているという声が耳に届いておりますので、対策を
しながら来期2021年度は冬季のみ、小規模での開催
を検討しているところです。

②剣・杖を使用しての稽古風景

今年度の実情と来年度の方針について
今年はコロナ感染症の流行で３月から５月までの３か月間、稽古場
である市民体育館、市民センターが利用できなくなり、会員は自宅待
機を余儀なくされました。 その間でも合気道に触れる機会を持てる
様に子供クラス、一般クラス用に自主稽古用の動画をネット配信しま
した。
６月から稽古場が使用可となりましたが、コロナ感染状況が一向に
改善しない為、感染防止の観点から、検温、稽古前、後の消毒、マス
クの着用、そして３密にならない様にソーシャルディスタンスを確保
しての稽古
（添付写真①）
、そして稽古中、相手との接触を最小限にす
る為、単独動作、剣・杖を使用しての稽古
（添付写真②）を行っています。
今年度の事業（野外稽古、演武大会、各種講習会、合宿、BBQ大会
等）については、コロナ感染症の影響で全て中止となりました。
来年度の事業計画は予定どおり今年度と同様に策定しますが、実行
についてはコロナ感染状況を見据えて行っていく予定です。

（8） 第 49 号
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ン連盟
バドミント

シニアバドミントン交流会参加の皆さん

バドミントン連盟は昭和50年に発足し、現在２団体と個人
加盟の会員で構成されており、例年、春季大会（６月；団体戦（３
ダブルス対抗））、市民大会（９月；ダブルス戦、10月；シン
グルス戦・トリプルス戦）、新春ミックス大会（１月；ミック
スダブルス戦）を開催し、一般市民、中学生等の参加を頂き
ながら活動を進めています。また、高齢者の健康増進を目的
に７月にシニアバドミントン交流会、ジュニア世代への普及
と競技力向上を目的として、小・中学生向けに夏休み期間を
利用して全４回シリーズでジュニアバドミントン教室を開催
しています。
令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大により、シニア

操連盟
ラジオ体

プレーに熱中するシニア

バドミントン交流会以外の事業は全て取り止めとしました。
７月早々に開催したシニアバドミントン交流会も、５月下旬
までの緊急事態宣言等により長期にわたり体育館使用が困難で
あったので、交流戦開始前にスクワット体操を取り入れる等し
て実施しました。
令和３年度の事業計画は例年同様としていますが、新型コロ
ナウイルスの感染状況を踏まえて大会等の都度、実施の有無を
判断することにしています。
バドミントン連盟では、連盟に加入して一緒に市内バドミン
トン事業を盛り上げていただける団体・個人を募集しておりま
す。ご連絡お待ちしております。

今年度の取組みと来年度の抱負
上仲原公園はラジオ体操の主会場です。早朝に遠く立野、高木や他市からも集
います。四季の豊かさに心和ましてくれる格別の場所です。春には桜が爛漫と咲
き誇り、初夏には青々と若葉が茂り、秋には紅葉に目を奪われ、初冬には芝生広
場が霜でキラキラと輝くのです。季節の移り変わりと共に自然の“舞台”が現出
されます。
令和２年２月、新型コロナウイルスが突然、襲ってきました。ほとんどの行事
を中止に。コロナに対する考えの違いに悩みながら、かつてない難局を乗り越え
ようと何度も打合せを重ねました。体協の指導のもと感染防止のためラジオ体操
版ガイドラインを作り、会員や子どもたちの保護者にも徹底しました。一人もコ
ロナに感染しない、感染させない、を願いながら。
来年度（令和３年）は、コロナ感染状況を見極めながら例年の行事を実施したい。
普及と健康な体づくりへの活動が市の「健幸都市宣言」に繋がっていくと思います。

剣道連盟

剣道用マスクを付けて、面の内側にはマウスガードを装着し稽古再開‼

今年度は、新型コロナの緊急事態宣言(一回目)以降は稽古を
中止していましたが、７月中旬から20歳以上、８月からは子
供も含めて、市民体育館で稽古を再開しました。11月からは
20歳未満も学校体育館が使用可能になり、２中・１小で稽古
を再開致しました。
市民大会や各種大会はすべて中止されましたが、昇段審査は
行われ、少ない期間での稽古ではありましたが、多くの方々が

稽古後に飛沫感染防止の清掃中‼

昇段致しました。
令和３年度は、最近人気のアニメにあやかって、剣道を始め
る子供が増えると良いのですが…剣道で「水の呼吸」などは使
いませんが、頑張り次第で「全集中」は出来るようになるかも!?
引き続き感染対策をしながら活動をして行きます。剣道連盟
のホームページが新しくなりましたので、ぜひご覧ください。
https://higashiyamatoshi-kenren.org

令和３年（2021年）３月15日発行
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ール協会
ゲートボ
今年度のコロナ禍での対応状況
今年度は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言
の発出により、４月・５月の約２ケ月間は練習を休止すること
となったが、それ以降は「密集・密接」に十分注意をした上で
何とか練習を行うことができた。ただし、大会については市内・
市外（上部団体主催大会）とも９月下旬まで全面的に中止とな
り、何とも志気の上がらない状況であった。
市内大会の１つである「シニア健康ゲートボール大会」につ
いては、当初６月に実施を計画していたが、９月に延期し、更に
11月に再度延期し漸く開催に至った。実施にあたっては感染
拡大予防ガイドラインに則り、①大会当日に参加者全員から体
調や遵守事項を記した「申告・確認書」の提出 ②マスクの着
用 ③開会式、閉会式の簡略化 ④競技運営上の一部変更等の
措置を実施し無事終了できた。

令和２年３月からコロナ感染症の影響による使用施設の閉鎖
などにより活動運営全ての休会を余儀なくされました。
８月には使用施設がようやく開放され、活動再開をする事が
出来ました。
再開に当たり、コロナ感染症防止対策のガイドラインを作成
し、稽古前の体調確認・検温・こまめな消毒・稽古時のマスク
着用を実施しました。
来年度は、昨年から続くコロナ感染症終息の兆しが未だ見え
ず、全ての活動運営予定が未定では有りますが、状況によりそ
の都度活動を再開させて行く予定で有ります。
子供から大人までいつでも、会員を募集しておりますので、
「柔道」に興味のある方はお問い合わせの上、見学からでも結
構ですので是非お越しください。

※「シニア健康ゲートボール大会」
（2020.11.18）の開会式は、
「密」
を避けるため各チームとも代表者１名のみ整列することとした。

北多摩ブロック親善ゲートボール大会（2020.9.28）
３チームがコート優勝

 武蔵野中央公園に於いて、７市20チームが参加して開催さ
れ、清水クラブ、芝中、ポールメイトがそれぞれコート優勝を
飾った。
（写真は清水クラブのメンバー）

盟
スキー連

東大和スキー連盟の新型コロナウイルス感染拡大
予防に向けた取り組み
東大和市スキー連盟は今年度もジュニアスキー技術講習会、シ
ニアスキー教室、市民体育大会スキー競技を主管し、都民体育大
会スキー競技にも選手を派遣する予定でしたが、新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止を第一に考え、止む無く全ての取り組みを中
止せざるを得ませんでした。来年度はコロナ禍の収束を心から祈
りつつ、市民の皆様のご参加を心待ちにしております。

市内でスポーツを体験したいと思った
ら、体協のホームページ
へアクセスして見てくだ
さい！各団体では会員を
募集しています！
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盟

協会
サッカー

空手道連

2018、2019年度 ２連覇中のＦＣ VIGOREレディース
『週２回の練習を糧に勝ち取った２連覇！チームワークで３連覇も
目指します！！』

空手道講習会における稽古風景

空手道連盟加盟３団体（空手道研究会武村塾、養正館、愛好
会）は、東大和市の公設の施設をお借りして、日々空手道の稽
古に励んでおります。
本年度は、コロナ禍の為、市民空手道大会、ジュニア育成空
手道大会がいずれも中止となり、２回のジュニア育成空手道講
習会のみとなりました。
令和３年度は、各種大会等が開催され、子供達の活躍する場
が出来ることを祈念いたします。
今年度は、コロナの影響で12月開催となったサッカー教室

今年度も、新型コロナ感染症の影響で市民大会中止や各カテ
ゴリーの公式戦等の延期、中止と、なかなか十分な活動が出来
ない状況の中、予防ガイドラインを遵守し感染対策を十分にと
り一般部リーグ戦、少年部秋季交流戦、市選抜活動、少年少女
サッカー教室などは実施することができました。
また、コロナ感染症の状況次第では有りますが、開催が予定
されている三多摩大会・シニア女子Ｏ－35大会２連覇中のＦＣ.
VIGOREレディース大会３連覇に期待しています。

コロナに負けず
皆で頑張ろう！！

うまべぇ

未就学児から高校生まで参加できる

ジュニア育成地域推進事業
東京都におけるジュニアスポーツの普及と地域のジュニア選手の
発掘・強化を目的とした事業です。未就学児、小学生、中学生、
高校生が対象です。

令和２年度ジュニア育成地域推進事業実施内容一覧
事

業

名

実

施

期

間

参

加

人

数

東大和市ソフトテニス技術講習会

第一回は中止、第２回 11/ １（日）

ジュニアソフトテニス大会

Ｒ２ /12/ ６（日）

ジュニア空手道講習会

①Ｒ２ /11/15, ② 12/ ６の各（日）

ジュニア空手道大会

Ｒ３ / １ /11（月、祭）の予定だったが中止

未就 10 名、
小 120 名、
中 20 名

ジュニアバレーボール教室

第一回、第二回は中止、第三回 12/12（土）

中学生 22 名

東大和市ジュニアバドミントン教室

７月、８月で４回実施予定だったが中止

東大和市ジュニア卓球教室

R2/9/6、9/13、9/27、10/18、10/25 の各（日曜日）

小学生５人、
中学生 21 人

ジュニア卓球強化練習

①Ｒ２ /12/13（日）

小６人、
中 45 人、
高９人

ジュニアスキー技術講習会

狭山人工スキー場に会場変更も考慮したが中止

会議と講演会

①Ｒ２/６/20②Ｒ２/10/24、③Ｒ３/２/21（講演会は中止）

中学生 29 名
中学生 35 名
未就２名、
小 25 名、
中 13 名、高１名

委員 16 人


ひがしやまと体協だより

令和３年（2021年）３月15日発行

第 49 号 （11）

シニアスポーツ振興事業を毎年実施しています！
東京都における高齢者のスポーツ実施率の向上を図り、
高齢者の健康の維持・増進に寄与することを目的として実施しています。

令和２年度シニアスポーツ振興事業実施内容一覧表
事

業

名

実

施

期

間

参

加

人

シニア健康ソフトテニス大会

令和２年 10 月 18 日
（日） 11 時～ 17 時

シニア健康バレーボール大会

新型コロナウイルス感染予防の観点から中止

シニアラージボール卓球講習会

１．令和２年 10 月 4 日
（日） 13 時～ 15 時 30 分
２．令和２年 10 月 11 日
（日） 13 時～ 15 時 30 分
３．令和２年 10 月 18 日
（日） 13 時～ 15 時 30 分

26 名

シニアバドミントン交流大会

令和２年７月 11 日
（土） 12 時～ 16 時

18 名

シニア健康水泳教室

新型コロナウイルス感染予防の観点から中止

シニア健康ゲートボール大会

令和２年 11 月 18 日
（水） ８時 30 分～ 14 時 30 分

シニアのための健康講座と簡単な体操

新型コロナウイルス感染予防の観点から中止

シニア健康ボウリング大会

新型コロナウイルス感染予防の観点から中止

シニアスキー技術講習会

新型コロナウイルス感染予防の観点から中止

令和２年度 特定非営利活動法人
東大和市体育協会 役員一覧
会
長
副 会 長
専務理事
常務理事
常務理事
【事業部会】
理
理
理
理
理
理
理
理
理
理
理

事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事

【総務部会】
理
理
理
理

事
事
事
事

【広報部会】
理
理
理
理
理

事
事
事
事
事

芳賀
馬場
山本
杉本
小暮
杉本
渋谷
三代
原
韓
荒品
猪股
友定
本橋
盛田
田中

文治（卓球連盟）
早苗（バレーボール連盟）
弘（ソフトテニス連盟）
誠一（水泳協会）
順司（ボウリング連盟）
誠一（水泳協会） 部会長
国光（軟式野球協会）
達也（柔道会）
伸夫（合気道会）
政基（空手道連盟）
正樹（卓球連盟）
実（バレーボール連盟）
進（テニス連盟）
一郎（ソフトボール協会）
忠夫（ラジオ体操連盟）
夢美（バスケットボール協会）

伊東 秀明（水泳協会） 部会長
塚原 敦子（弓道連盟）
松村智恵子（バドミントン連盟）
金井 武志（ソフトテニス連盟）
藤原
椎野
山家
大滝
楯谷

惠子（ラジオ体操連盟） 部会長
貴史（剣道連盟）
史夫（スキー連盟）
祐一（サッカー協会）
昭夫（ゴルフ協会）

【会計担当】
理 事
小暮
理 事
小野

順司（ボウリング連盟） 部会長
輝雄（ゲートボール協会）

【監

行夫・関田

事】 柚木

守男

数

28 名

75 名

令和２年度 東大和市体育協会加盟団体
団体長一覧
団

体

名

代表者名

電話番号

軟式野球協会

小山

正

042-563-0050

ソフトテニス連盟

貴島

信彦

042-511-1857

柔道会

高橋

昭

042-562-2556

剣道連盟

岸

和雄

042-561-0408

合気道会

吉川

五郎

042-564-3287

空手道連盟

井滝

仰子

042-537-2648

弓道連盟

川鍋

茂

042-566-4888

スキー連盟

山家

史夫

090-5422-5251

バレーボール連盟

岡本

皓夫

042-561-4348

卓球連盟

金井

元則

042-562-6408

バドミントン連盟

尾﨑

菊治

042-564-7357

テニス連盟

木下

慶一

090-2539-6120

ソフトボール協会

森山

征男

042-565-5048

水泳協会

神谷

哲司

042-564-5242

ゲートボール協会

吉田

彰

042-563-0218

サッカー協会

北原

由

042-560-1164

ラジオ体操連盟

伊藤奎太郎

042-563-6687

ボウリング連盟

関田

直子

042-563-1675

バスケットボール協会

田中

康久

0428-42-3022

ゴルフ協会

坪池

正春

042-563-3756

特定非営利活動法人

東大和市体育協会
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賛 助 会 員 ご 芳 名
社会医療法人財団 大和会 東大和病院
株式会社 セレモア
市内郵便局（八局）
大和郵便局
武蔵大和駅前郵便局
東大和芋窪郵便局
東大和上北台郵便局
東大和南街郵便局
東大和清水郵便局
東大和向原郵便局
東大和新堀郵便局
東大和グランドボウル
吉川施設工業 株式会社
ロンドフィットネスクラブ東大和
ロンドスクールマックス上北台
有限会社 ダイワ徽章
株式会社 チャット
株式会社 武藤石材店
東京東大和ロータリークラブ
地域スポーツクラブ はぴねすまいる東大和
ナガセケンコー 株式会社
株式会社 大和調剤センター
株式会社 ラケットショップ フジ
株式会社トーワテクノ東京工場
有限会社 南商事
生そば 大むら
株式会社 尾崎商店
株式会社 中賀堂
薬局 アンドレ
多摩湖クリニック
有限会社 イズモ商事
株式会社 中央エステート
株式会社 アテックスホールディングス
株式会社 あんしん葬祭
株式会社 サンホームズ
OWLエンジニアリング 株式会社
柚木行政書士事務所
尚知会 いちょう通り歯科
東京東大和ライオンズクラブ
有限会社 理容西川

令和２年度の賛助会員制度の趣旨にご賛同をいただきました
皆様です。厚く御礼申し上げます。

中国料理 かりん
岸商事 有限会社
武石整骨院
阿部整骨院
たかの整骨院 高野 浩潤
こども学園 園長 井口正彦
たけもとクリニック
スイスレストラン ルシャレー
ミニストップ 東大和仲原一丁目店
カフェテラス えごの樹
スナック忍 加藤アヤ子
有限会社 村上パン粉店
株式会社 カーテックキヨノ・ベータ
文化高等学院
神明湯
酒庵 菜香
東大和市合気道会有志
東大和市バレーボール連盟
東大和市ゲートボール協会
東大和市卓球連盟
東大和市柔道会
東大和市水泳協会一同
東大和市テニス連盟
東大和市ソフトボール協会
東大和市サッカー協会 会長 北原 由
東大和市サッカー協会 有志一同
東大和市少年軟式野球連盟
東大和市バスケットボール協会
東大和市ボウリング連盟
東大和市剣道連盟有志
東大和市ラジオ体操連盟
東大和市ゴルフ協会
市役所クラブ
ソフトテニス森永クラブ
東大和レディースクラブ
東大和クラブ
高橋農園 代表 高橋 昭
養正館 韓 政基
空手道愛好会
空手道研究会 武村塾

喜び広がるデジタル「巡回ラジオ体操会」
初のデジタル「ラジオ体操 in 東大和」始まる

ラジオ体操の動画が公開されています！
令和２年10月３日、市
内三か所で収録された動
画 がYouTubeで 公 開 さ
れています。
東大和市の紹介・風景
が色鮮やかな映像ととも
に代表参加メンバーの姿 東京の水源地・多摩湖（村山貯水池）の取水塔前
で、はつらつとラジオ体操を披露するメンバー
が映し出されます。

巡回ラジオ体操東大和

で検索して下さい。
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東やまと卓球クラブ
東大和市卓球連盟（個人）
東大和テニスクラブ
森永乳業テニスクラブ
ＴＯＡ・ＤＫＫテニスクラブ
テセックテニスクラブ
グランパサージュ・テニスチーム
東大和市ゴルフ協会 坪池 正春
東大和市ゴルフ協会 西川 勝義
芳賀 文治
馬場 早苗
山本 弘
貴島 信彦
貴島 晴子
杉本 誠一
髙橋 キク
竹村 美佐子
小暮 順司
田所 良基
匿名
伊藤 奎太郎
藤原 惠子
盛田 忠夫
栗原 勝男
武末 幸生
服部 圭造
沖山 與逸
遠山 理紀子
望月 明
内田 裕子
藤原 譲一郎
山口 好江
種村 洋平
土方 澄子
木村 誠宏
熊谷 フキ子
楯谷 昭夫
松山 良子

編 集 後 記
新型コロナウィルス感染症は世界中に広がり、
昨年４月７日に
「緊急
事態宣言」が発出されましたが収束の気配がありません。そのために
体育協会及び傘下の連盟・協会の多くのイベントが中止となりました。
日本でもワクチン接種が始まりましたが基本的な感染予防策(マスク、
手洗い、三密を避ける）の徹底は継続する必要があります。
「体協だより」は、今年度の体協主催及び傘下の団体の事業の記録
や各団体の活動の様子を掲載している広報誌です。体育協会は「体協
だより」を見ていただき市民の皆様がスポーツ活動へ関心・意欲を喚
起してもらい、参加活動してもらいたいと強く念じています。
今年度はコロナ禍の状況ではありましたが、予防ガイドラインの徹
底の上ジュニア・シニア事業、各団体で開催された事業の様子の写真
と報告をいただきました。各団体の役員方々のご苦労に対して心より
感謝申し上げます。
東大和市は、市政50周年を記念して「健幸都市宣言」を致しました。
体育協会は、
「だれでも、いつでも、どこでも」スポーツ活動ができ
ることを念願し、
「健幸都市」を目指して心身共に健康な身体づくり
に取り組んでいます。
「人生100年」の時代を元気に乗り切りましょう。

