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　北中学区のスポーツ推進委員は、今池小、中部小、新田小学区の
８名で構成されています。
　１年間にミニテニススクール、卓球スクール、
バドミントンスクール、また、ソフトボール交
流会、吹き矢交流会、親子まつりと多彩な内
容で、皆様に色々なスポーツに気軽に参加して
頂けるように活動しています。参加してくださっ
た方々の「楽しかった！！」という言葉を励み
に全員で頑張って行きたいと思っています。
どうぞよろしくお願い致します。

安城北中学校区活動紹介

２月１６・１７日、岐阜県下呂市にて研究大会が開催されました。
　舞踊家で、パラリンピックメダリストの大前光市氏の「人間が持つ、身
体と思考の可能性」の講演の中に生ダンスを組み入れ、会場はさながら演
舞場へと魅了させられました。
　分科会では、第２期スポーツ基本計画に基づき、「いつでも、どこでも、だれもが、いつまでも」気
軽に生涯スポーツに親しめるよう環境をつくる。さらに活発に推進するためには、各種団体や組織と連携、
協働を図りながら積極的に挑戦することが、スポーツ推進委員の役割だと学び、今後の資質向上に努め
たいと思います。

第６５回　東海四県
スポーツ推進委員研究大会報告

あんしょうスポーツクラブ

　あんしょうスポーツクラブは、南部、祥南小学区で、地域の交流をスポーツで深めることを目的に
活動しています。 
　活動内容は、グラウンドゴルフ、卓球を基本にスクー
ル、大会を実施しています。 
　今年は、9 月雨の為グラウンドゴルフスクールが 5
回中止になり、大会も雨の為中止になりました。 残念
で仕方ありませんが、天候には、逆らえません。 
　卓球は、屋内競技なので、雨には影響されずスクー
ルは祥南小学校で 4 回、南部小学校で 1 回と多くの
方に参加して頂きました。 
　特に、スクールは小学校低学年の参加者が多く、楽
しかったとの好評を得ることができました。 
　大会は、やはり雨のためキャンセルが多く出てしま
い残念でしたが、小学生と大人との混合グループ戦を
行い、ハンデ戦で行ったので、大人も真剣に子どもと
戦う大会になりました。協力して頂いたクラブの方々
に感謝です。 
　来年も、グラウンドゴルフと卓球を根付かせ底辺を
広げる活動をしていきます。そして、新たな競技の運
営も協議してします。
　新しい発想をお待ちしています。

安祥中学校区活動紹介
　安祥中学区は祥南小、南部小、東部小学区の３地区で活動しています。
　グラウンド・ゴルフやバドミントン、ミニテニス、地域ふれあい祭
りなど、様々な行事を開催しています。中でも８月末の「安祥地域
スポーツ交流会」は安祥中学校区のスポーツ推進委員全員で活動し
ている一大行事です。今年も１２８名の方に参加していただき、バド
ミントン、インディアカ、ソフトバレー、ラージボール卓球の４種目
を行いました。クラブの方々や親子で体を動かすことなどほとんど
ないので楽しかった。……と好評！！
　これからも地域の皆さんに楽しんでいただける行事を目指して頑
張りますので、どうぞ宜しくお願いします。

アツいぞ！
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長い間、ありがとうございました。

退任スポーツ推進委員
のあいさつ

北部小学校区 （４年）垣下 晃毅さん

里町小学校区 （８年）岡田 良和さん

志貴小学校区 （１０年）西村　誠さん

中部小学校区 （１６年）樫山 美和さん

今池小学校区 （８年）加藤 治二さん

今池小学校区 （４年）山﨑 知子さん

南部小学校区 （８年）

（４年）

近藤　勲さん

祥南小学校区 堂園 國弘さん

西部小学校区 （２年）酒井 賢司さん

西部小学校区 （１０年）大参 知幸さん

南中学区担当の嶋田です。スポーツ推進員になって８年がた
ちました。はじめは、右も左もわからない状態で、リーダー
的存在の四ツ井さん、松尾さんに手取り足取り教えていただ
きました。いっしょに入った坂口さんと共に、桜井小学区、
南中学区のスポーツ推進員として役に立てるようになり地域
の交流会を通してたくさんの人たちと知り合えることが出来
ましたことは、私にとって大きな財産と今では、良き思い出
になっています。本当にありがとうございました。

桜町小学校区 （８年）嶋田 政志さん

土曜日は、ほとんど仕事で参加できませんでしたが、自分な
りに努めたつもりです。

桜井小学校区 （２年）神谷 俊光さん

地域の方と楽しくスポーツがやれたことをうれしく思ってい
ます。大変お世話になりました。

桜林小学校区 （２年）周詞 忠義さん

２年で退任しますが良い経験になりました。家庭の事情と、
７４歳になり物事を理解するのが遅く、迷惑にならない内に
交代してもらいます。

（２年）作野小学校区 平岩 育造さん

地域の方々・スポ進の方々等たくさんの人と出会いがあり、
貴重な体験をさせて頂きました。先輩方の後について活動す
るだけでお役に立ちませんでしたが、この経験を今後に活か
したいと思います。ありがとうございました。

（２年）作野小学校区 谷口　近さん

大したことないと言われ軽い気持ちで引き受け、始めは何も
わからず面喰らいましたがいろんな人たちと出会い面白かっ
たです。ラジオ体操の放送、駅伝が寒かったことがとくに記
憶に残っています。なにもできませんでしたが８年間有難う
ございました。

（８年）梨の里小学校区 石川 伸男さん

何もわからないまま始めて、４年が経ちました。最初は、慣
れない事ばかりで右往左往していましたが、周りの皆様のお
かげでこれまでやってこれました。スポ進での経験は、私に
とって大きな財産であると思います。そしてこれからは地域
の方々と共にスポーツ振興のお手伝いをしてまいりたいと
思っております。４年間ありがとうございました

３月末で、８年間勤めたスポーツ推進委員を退任する事にな
りました。土・日曜日が忙しい仕事の為、思うように休みが
取れず、皆様に満足頂ける活動が出来なかったかも知れま
せんが、私自身、精一杯努力したつもりです。４月からは、悠々
自適自分中心の生活に参ります。ありがとうございました。

この度は、とても残念ですが退任する事になりました。東山
学区のスポ進はチームワークも良く、楽しく活動が出来まし
た。スポ進の方々には、選ばれた限り地域のスポーツのキッ
カケ作りをして頂きたいです。

体育指導員（現スポーツ推進委員）となって一六年。出会っ
た多くの方々の意見は、私にとって多方面から物事をとらえ
られるようになった貴重なものです。また、住んでいる地域
を気にするようになり、目を向ける事もできました。自身を
高める事が出来た事に、とても感謝しています。今年からは
一参加者として、また違った楽しみ方をさせていただこうと
思っています。関わっていただいた皆様、本当にありがとう
ございました。

スポーツ推進員の一員として八年間を通じて多くの交流会の
開催、参加を体験してきました。北中学区の推進員の協力
のもと、楽しくスポーツ指導を精一杯がんばってきたつもり
です。今後も安城市スポーツ推進員がみんなの役に立ってい
かれますよう願っています。長い間ありがとうございます。

４年前、何もわからずに始まったスポーツ推進委員の仕事でし
た。私に務まるのだろうかと、とても不安でした。しかし、北
中学区の他の委員の皆様や、町内会役員の皆様に、色々と教え
て頂いたり、助けて頂きながら、何とかここまで頑張ってこれ
たと思っています。今まで、本当にありがとうございました。

この度は、仕事の都合で急な海外赴任となったため、退任す
ることとなりました。スポ進の活動では、同じスポ進の皆様
また、地域の皆様との親睦も深まり私自身が成長できまし
た。多くの経験をさせて頂き感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。

推進委員に任命され、交流会・各種スポーツの体験が出来て
又、多くの人々との出会いが有り良い仲間にも恵まれ、楽し
く活動する事が出来ました。これからも地域スポーツの発展
の為、色々サポートして参ります。

スポーツ推進委員になって２年、今年度で卒業することにい
たしました。この２年間で、皆様に少しでもスポーツの楽し
さを伝えることができたのならば、幸福に思います。これか
らもスポーツを通じて、皆様と共に楽しく過ごして行こうと
思っております。ありがとうございました。

西中学区のスポーツ推進委員になって、はや１０年、すばら
しい仲間と協力して、毎年、忍者ランドやショートテニスス
クールを楽しく開催することができました。スポーツ推進委
員の皆様に心から感謝致します。私のスローガンは、「ONE 
FOR ALL（ひとりはみんなのために）」です。常にこの心を
大切にして、地域のために活動をしたいと思います。１０年
間、本当にありがとうございました。

三河安城小学校区 （２年）河井　洋さん
前回は４年間在籍し、１年半の休息の後、前任者の急な海
外赴任で急遽復帰しましたが、すぐに病気で入院してしまい、
この２年間は他のスポ進の方々に迷惑をかけてばかりで大変
申し訳なく思っています。体調も戻ってきたので、これから
はスポ進の企画に参加者としてお会いしたいと思っていま
す。スポ進の皆様の益々の活躍を祈っています。

ミニソフトバレーのルールの特徴
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色々な事を試み
たが不評。

アタック禁止に
し不評。
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参加状況

今までの流れ

03 今後の進め方

　当初、参加者は回を重ねる毎に増加。しかし、４回目に減少、
初心者向けにアタック禁止にしたところ、更に減少してしまった。
試行としてミニソフトバレーを紹介した。

　交流会の原点に返りスポーツをするキッカケ作りをしていく為
に、ミニソフトバレーの紹介に取り組んでいこうと思います。交
流会ではソフトバレーとともにミニソフトバレーも実施していきた
いと思います。
　今年も１１月に開催予定です。案内を楽しみにしていてください。

① サーブを味方に打つ

② ３回目に相手に返す

③ 一人の人は、２度ボールに触れる事ができない


