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創立70周年記念式典・祝賀会



「70周年を迎えて」を述べる副島健会長

激務の合間を縫ってお越しいただいた小池百合子知事

年明けの平成30年１月21日、豊島区体育協会の創立70周年記念式典・祝賀会が池袋ホテルメトロポ

リタンで開催されました。
ホテルで最も大きな宴会場・富士の間は、来賓の方々や体協関係者等、約450名の出席者で溢れか
えり、大変な盛会となりました。小池百合子東京都知事にも駆けつけて頂き、スピーチの中で当協会
の70年の活動を温かくねぎらって頂きました。
70周年の記念式典・祝賀会とあって、その準備作業は昨年度から行われました。協会理事全員が総
務会計部会と表彰部会、記念誌編集部会、式典部会に分かれて準備作業を分担し、有機的に準備を進
めました。式典は午後からでしたが、当日は全理事と協会事務局メンバーが朝から集合し、お土産の
袋詰め・配布作業や受付・会場・ステージの設営作業に当たりました。豊島区の学習・スポーツ課か
らも課長以下担当者が全員集合し、正に総がかりで準備・運営を行いました。
こうした努力の甲斐もあって、式典・祝賀会とも、厳かで活気に満ちた素晴らしい会となりました。
出席者のほとんどが満ち足りたひと時を過ごせたのではないかと感じております。次の80周年式典に
向けて、今後の活動を有意義に行っていくことが協会に課せられた課題であり、今後とも理事、事務
局、関係者が一丸となって、協会の活動を盛り上げていくことができれば幸いです。

開会のことば

橋本道子常務理事

祝辞を述べる高野之夫区長

祝賀会挨拶

小林幸栄副会長
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創立70周年記念式典を
終えて

豊島区体育協会の益々の
ご隆盛を祈念して


豊島区長

高野

之夫



会長

副島

健

特定非営利活動法人豊島区体育協会及び各競

加盟団体並びに関係者の皆様におかれまして

技団体の皆様には、日頃より豊島区のスポーツ

は、平素より当協会に対しまして深いご理解と

発展のためにご尽力いただきありがとうござい
ます。
去る 1 月 21 日に開催された創立 70 周年記念
式典は、大勢の皆様方が参列され、盛大に式典
が開催されました。あらためて心よりお祝い申
し上げます。

温かい御支援を賜り厚く御礼申し上げます。
そして、何よりも新年早々の１月21日、大変お
忙しい中にも関わらず加盟団体の皆様、高野之夫
区長や小池百合子東京都知事をはじめとする、内
外の関係者の皆様が多数お越しいただき、当協

さて、本年は『平昌オリンピック・パラリンピッ

会創立70周年記念式典を盛大かつ和やかに挙行で

ク』が開催され、日本選手団の活躍は、国民に

きましたことにつきまして重ねて御礼申し上げま

勇気と感動を与えてくれました。
あらためてスポーツの素晴らしさ、重要性が
認識され、
『東京 2020 オリンピック・パラリンピッ
ク』に向け、大いに弾みがつくのではないかと
思われます。
大会の成功は、区民の気運醸成が何より重要

す。本当にありがとうございました。
当協会は昭和23年11月の発足以来、スポーツ
を通して豊島区の発展に微力ながら尽力してま
いりました。このたびの70周年という大きな節
目を契機として、当協会はこれまで以上に豊島

です。そのためには協会の皆様お一人おひとり

区におけるスポーツの振興や区民の健康体力づ

の活動が何より大切であり、今後皆様の役割が

くり、競技力向上に努めてまいる所存です。

一段と増していくものと思われます。

あわせて、2020年東京オリンピック・パラリン

ぜひ、豊島区体育協会の皆様には「としまス
ポーツ応援団」に加入いただき、東京オリンピッ
ク・パラリンピックのボランティアサポーター
につなげていただきたいと思います。
さて、豊島区の将来像である『国際アート・
カルチャー都市』の実現に向けて、『東アジア文

ピックに向けて、東京都や区とも連携、協力し
て、文化プログラムでの貢献だけでなく、ス
ポーツボランティアの育成や障がい者スポーツ
の支援を図るなどして機運の醸成に努めてまい
ります。

化都市 2019』の開催や『東京 2020 オリンピック・

さて、皆様ご承知の通り、昨年12月31日、月

パラリンピック』は、本区の文化事業を、国内・

岡透副会長・専務理事が逝去されました。氏は

世界に強力に発信するビッグチャンスです。

学校教育や教育行政のみならず、当協会にお

文化とスポーツは都市の魅力を高める両輪で
あり、人々に夢と潤いを与えるものです。
今後も、豊島区体育協会の皆様には区民の健
康づくり、また、本区のスポーツ振興のために、
一層のご支援、ご協力をお願いいたします。
最後になりますが、今後もスポーツを通じて
明るく活力ある地域社会を築いていけるよう、
協会の皆様には、一層のご活躍とご協力を賜り
ますようお願い申し上げ、ご挨拶とさせていた
だきます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

いてスポーツの振興に大きな功績を挙げてこら
れました。今後一層の活躍を期待していただけ
に、加盟団体一同の悲しみは計り知れません。
氏のご冥福をお祈りするとともに、氏の遺志を
引き継ぎ当協会の発展に努めることを誓いたい
と思います。
結びになりますが、当協会の活動に対しまし
て、今後とも皆様の変わらぬご支援、ご協力を
お願い申し上げご挨拶といたします。
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高野区長から副島会長に感謝状授与

ご来賓の金メダリスト、西本哲雄氏と富山英明氏
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ご来賓と体協役員による鏡割り
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表彰されました

月岡透副会長・専務理事が昨年12月31日、
病気のため、お亡くなりになりました。77歳
でした。月岡専務理事は10年以上にわたっ
て、当協会の理事としてご活躍されました。
故人のご功績を偲び、謹んで哀悼の意を表し
ます。

東京都功労者表彰
スポーツ振興功労

（個人）
池亀 太郎
陸上競技協会会長

（団体）
バレーボール連盟
（会長：関野 静子）

東京都スポーツ功労賞
（個人）
高須 哲雄
ソフトボール協会副会長

豊島区学習・スポーツ課係長
信夫

（団体）
なぎなた連盟
（会長：海野 頼子）

寿克
豊島区長表彰

豊島区学習・スポーツ課主任主事
飯島

景子

新理事紹介


渡部

正人

（空手道連盟）

新監事紹介
川島


祐
（アーチェリー協会）

宗田 昭弘
（特非）バスケットボール協会
理事長

東京都体育協会表彰
生涯スポーツ功労者
西倉 早余
ダンススポーツ連盟会長

生涯スポーツ優良団体
馬術連盟
（会長：松井 明子）
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オリンピック・パラリンピックに向けて
気運醸成事業
メダリストの柔道教室『未来のメダリストは君だ！』
豊島区オリンピック・パラリンピック気運醸成事業、メ
ダリストの柔道教室『未来のメダリストは君だ！』が９月18
日（敬老の日）に池袋スポーツセンター８階の武道場で開催
されました。当日は台風18号の影響で開催が危ぶまれました
が、台風一過の晴天に恵まれ受講者50名・メダリストを含む
指導陣38名と盛況でございました。開会式では、柔道会西村
会長のご挨拶の後にご来賓として体育協会副島会長・磯区議
会議員・小澤文化商工部長にご祝辞を頂戴し、恙なく進行い
たしました。
バルセロナでメダリストとなられた越野講師から挨拶を戴
いた後、実技講習が実施されました。講習では、越野先生の
得意技の技術指導はもちろん、現在の全日本強化選手に対し
て行っている最新の技術指導を受け、受講者は感嘆の意をと
なえておりました。
添付されている写真は受講者を中心に60名程が写っており

金メダリスト西本哲雄氏のバレーボール教室
12月27日（水）豊島体育館で、平成29年度オリンピック・
パラリンピック気運醸成事業、
「第３回金メダリスト西本哲
雄氏（豊島区民）のバレーボール教室」が行われました。一
昨年・昨年に引き続き３回目を迎えたこの教室は、
「試合に
生かせるプレーを身につけよう！サーブとサーブレシーブ
編」ということで、年々充実した内容になっています。
昨年同様区内中学生対象に、午前は女子４校、午後は男子
３校、指導者スタッフ、役員総勢110名が集まりました。
準備運動から、基本のパス練習の後、スパイク練習となり、
スパイク練習では身長の低い生徒でもスパイクが思い切り打
てるよう、低いネットが用意され、全員がスパイクの醍醐味
を味わいました。
その後、サーブレシーブの基本説明を受け、
「ボールを引
き付けて、勢いを殺す」ことが指導され、何度も練習するう
ちに多くの生徒がコツをつかんでいきました。更に、３人レ
シーブ、チャンスボールから３人対３人のゲームの後、締め
くくりにサーブからのミニゲームで、その日の指導の成果を
披露しました。
参加者からは、
「楽しかった」
「勉強になった」
「幸せな環
境だ」との感想があり、来年度もさらに内容充実での開催が
期待されています。

ますが、柔道教室には保護者を含め100名を越す人々が集い
大変有意義な１日でございました。
最後に豊島区柔道会は柔道を通し区民の皆様の健康増進と
スポーツ振興に貢献することを目的とし、今後も日々精進・
邁進させていただきます。
理事長 大木 一也

現役アスリートによるトークショー＆
デモンストレーション
豊島区発祥！「アーチェリー」を知ろう !!
2017年8月26日に豊島区区役所内としまセンタースクエア
にて学習・スポーツ課主催の東京オリンピック気運醸成事業
として『豊島区発祥！「アーチェリー」を知ろう！！』イベ
ントが開催されました。
アーチェリー協会もお手伝いとして参加させていただきました。
当日は予想を大きく超える約160名のご来場をいただき慌
てて座席の追加をする一幕も。
トークショーでは北京、リオ２回のオリンピックに出場し
た林勇気選手と、北京パラリンピック銀メダリストの神谷千
恵子選手にご出演頂きオリンピックでの貴重な体験をご披露
いただきました。また両選手にはデモンストレーションとし
て実射をご披露いただき、ご来場の方々の声援の中、的の中
心に貼られた風船が見事に射抜かれると大きな歓声が上がり
ました。
最後にアーチェリー協会の指導のもとミニ体験会を実施、
時間の関係から全ての方々にご体験頂くことはできませんで
したが多数の方々にご参加頂きアーチェリー競技への関心の
高さを改めて認識致しました。

東京2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアー
（2017年2月25日

於としまセンタースクエア）
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★都民大会結団式・激励会★
第70回都民体育大会豊島区代表選手団の結団式・
激励会が、平成29年４月21日（金）18時30分より生活
産業プラザにおいて開催されました。
高野之夫区長の挨拶の後、区長より豊島区選手団団
長副島健体育会会長へ「団旗」が授与され、宣誓で第
一部結団式が終了しました。
第二部の激励会では、出場各競技団体の選手紹介・
決意表明が行われ、盛会のうちに閉会となりました。

平成29年５月26日豊島区体育協会の定期総会が
IKE・Bizとしま産業振興プラザ多目的ホールにおい
て開催されました。出席者58名、委任状提出者30名

★都民大会 解団式★
平成29年６月23日（金）にIKE・Biz（旧勤労福祉会

でした。
小林副会長の開会の言葉、副島会長の挨拶の後議
事に入りました。平成28年度事業報告・収支報告・
監査報告が行われ、平成29年度事業計画案・収支予
算案が順次承認されました。
審議終了後高野区長、木下区議会議長の挨拶をい
ただき区議会議員・豊島区役所学習スポーツ課の皆
様との和やかな懇談のうちに閉会となりました。

都民大会合同開会式

館）において第70回都民体育大会代表選手団の解団式が
開催されました。
藤田力学習・スポーツ課長より総合成績は明日の総合
閉会式で明らかになる旨の挨拶がありました。
続いて副島団長から高野区長へ「団旗」が返還され、
第一部が終了しました。
第二部の慰労会では、各競技の選手団より結果報告が
あり、来年の健闘を誓って閉会となりました。
ちなみに、総合成 績では 5 4地区中豊島区は男子14位
（前回18位）、女子は53地区中16位（前回７位）でした。

平成29年５月７日（日）東京体育館において、第
70回都民体育大会および第18回東京都障害者スポー
ツ大会の合同開会式が開催されました。東京23区26
市の役員・選手が一堂に会し、東京消防庁ブラスバ
ンドの演奏に合わせて入場行進を行いました。豊島
区からは50名を超える役員・選手が参加しました。
席上、平成29年度優秀団体賞に豊島区馬術連盟
が、功労賞に豊島区ダンススポーツ連盟の西倉早余
さんが表彰されました。
なお、アトラクションでは錦野旦さんの歌で、会
場が盛り上がりました。

入賞されたアーチェリー協会の方々

★ Congraturation ★

入賞団体〈正式競技〉
男子
２位 スキー
３位 フェンシング
４位 アーチェリー
５位 ボウリング
入賞団体〈公開競技〉
女子
３位 アーチェリー
８位 フェンシング

女子
３位 ボウリング
５位 スキー
ベスト８位 バレーボール
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★区民大会総合開会式★
平成29年９月５日(火)区立豊島体育館にお
いて、第70回豊島区民体育大会の総合開会式
が高野区長はじめ約900名の参加者のもと、盛
大に開催されました。
高野区長のご挨拶に続き、豊島区スポーツ
奨励賞、同スポーツ栄誉賞の表彰、区長杯返
還、副島会長の挨拶、来賓祝辞、ラグビー協
会渋谷勇選手による選手宣誓の後、体協生涯
スポーツ功労者表彰、そして受賞者を代表し
て椎の美スポーツクラブ山本広子氏の代表謝
辞がありました。

平成29年度 秩父市 ・ 豊島区
スポーツ交流親善
相互開会式及びなぎなた大会
平成29年６月18日、豊島区雑司が谷体育館において、
選手・関係役員など総勢60名余りの方々で開催いたしまし
た。厳粛な式の中で皆様が両区市の永い友好の歴史や、各
種スポーツへの取り組みの様子をお話し下さいました。ま
た、なぎなた競技普及への温かいご支援を賜り、心より感
謝申し上げます。
両区市ご挨拶に引き続き 団体基本・仕かけ応じ・全日
なぎなたの形・古流直心影流・試合競技の数々を両区市混
成選手でご披露させていただきました。
式の終わりに短時間ですが、ご来賓の皆様になぎなたを
体験して頂き、競技へのご理解を深めていただけたものと
感じております。子供たちに、
「得意技は？」
「始めたきっ
かけは？」の会話をしながら、多くの方々が参加してくだ
さいました。
大会は両区市に成績優秀者も出て無事に終了致しました。
今後皆様方のご期待ご支援に応えるべく、姉妹都市の親
交を深めつつ我々一同お稽古に精進してまいります。よろ
しくお願いいたします。
豊島区なぎなた連盟
スポーツ少年団 団長 久保 厚子

平成29年度宿泊研修会
平成29年11月12日～13日、当協会恒例の２年に１度の
宿泊研修会が、22名の参加で静岡県三津浜の安田屋旅館
で行われました。
＜生涯スポーツ功労者表彰＞
岡部 政博、田口 実（軟式野球連盟）、林 光男
（水泳連盟）、浅田 ひとみ（ソフトテニス連盟）、
奥川 賢一（柔道会）、鈴木 信男（剣道連盟）、臼
井 久子（スキー協会）、加藤 良子（ソフトボール
協会）、有賀 雅子（バドミントン協会）、岸 博克
（陸上競技協会）、渡辺 登（（特非）バスケット
ボール協会）、城戸 剛宏（サッカー協会）、小川
秀太郎（アーチェリー協会）、川上 良絵、中山 恵
美（テニス連盟）、古川 和代（なぎなた連盟）、長
澤 恒子（少年野球連盟）、鈴木 伸幸（レスリング
協会）、島崎 均（ボウリング連盟）、新納 美紀
（ゴルフ協会）、山本 広子、（NPO法人地域総合型
椎の美スポーツクラブ）

４年前も同旅館で行いましたが、その時は大雪でバス
が往復とも長時間かかり大変な経験をしましたが、今回
は快晴に恵まれました。
１日目は藤田力学習・スポーツ課長によるオリンピッ
ク・パラリンピックについての講義があり、夜は懇親会
で懇親を深めました。
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第38回 豊島区レディース ・
スポーツ ・ レクリエーション大会
総合開会式
平成29年６月４日、高野区長・木下広区議会議
長、副島会長はじめ、大勢の方々が見守る中、開会
式が賑々しく開催されました。14種目の女性だけ
の選手団が立教大学応援団吹奏楽部のすばらしい
演奏「オリンピックマーチ」に合わせて颯爽と行進
しました。司会はゴルフ協会の山口三子さんと、ソ
フトボール協会の加藤良子さん。二人共はじめて
の事、何度も練習された甲斐あって、なかなかの
出来栄えでした。選手代表の言葉は、ボウリング
連盟の桜井美紅さん、堂々の宣誓！これからの競
技への意気込みを感じました。ふれ合い広場は、
小林幸栄副会長に少年八木節を教わりました。た
くさんの方々が楽しそうに踊っている様を見、反省
する点はあるも、今回も成功!!と感じました。私達
レディース部員一同一丸となり益々努力していく所
存でございます。今後共、皆々様のご協力・ご支
援ご指導の程よろしくお願い申し上げます。
レディース委員長 橋本 道子

❾

30年度予算要望書を
高野区長に提出
平成30年度の予算要望書を、10月５日に高野之
夫豊島区長に提出しました。同時に区議会の各会
派にも要望書の内容を説明しました。
要望書の要旨は下記の通りです。
１．スポーツ活動に関する要望
生涯スポーツ推進事業や障害者スポーツ、オ
リンピック・パラリンピック気運醸成等に関す
る支援と協力
２．スポーツ施設に関する要望
巣鴨体育館や総合体育場、雑司ヶ谷体育館、
荒川野球場、三芳グランド、旧第十中学校跡
地の様々な設備の改修・補修、新体育館・プー
ルの建設等
３．体育協会の運営に関する要望
４．体育協会育成団体からの要望
豊島区スポーツ少年団と椎の美スポーツクラ
ブへの支援と配慮

アーチェリー協会

ۄׯϰ
ɰ ໄՠؐܢ

平成29年第70回都民体育大会は例年通り光ヶ丘公園
弓道場にて男女共予選を５月21日、本選を翌週29日と
２週にわたっての開催となりました。
選手は男子が、池田、藤本、小林。女子が相原、角
谷、新井の各３選手にて出場致しました。
前回第69回大会では男女共、今一歩の成績だった為、
奮起し本戦トーナメントに向けた練習に力を入れ大会に
臨みました。
まず予選にて男子３位、女子５位をキープ。個人成績
でも男子では藤本選手が３位入賞、池田選手が６位入
賞。女子では角谷選手が５位入賞と好調な滑り出し。
翌週の本戦、男子はシード権を得て２回戦文京区、３
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回戦杉並区に勝利。準決勝で大田区（優勝）に惜敗。３
位決定戦で板橋区と対戦し４位となりました。
女子は１回戦墨田区、２回戦港区と勝ち進み準決勝で
世田谷区（準優勝）に惜敗。３位決定戦で中央区に勝利
３位を獲得致しました。
男女共に入賞を果たしたのは実に６年ぶりの快挙であ
りました。次回大会でもより上位の成績が収められます
よう協会員一同奮起してまいります。
平成29年度も教室・体験会・初級練習日には多数の
方々にご参加いただきました。８月26日に開催されまし
たオリンピック・パラリンピック機運醸成事業にも多数
の方々にご参加いただき2020東京大会へ向けて盛り上
がりを感じる１年でありました。
西巣鴨体育場のバリアフリー化も各方面にご尽力で、
段差の解消やトイレの洋式化を実現頂きました。しかし
ながら総合体育場もふくめまして全般的な施設の老朽化
も著しい状況となってまいりました。
70m射場の実現を含めましての体育施設整備がなさ
れれば日本アーチェリー発祥の地豊島区としてのアピー
ル、競技力の向上のみならず、東京五輪に向けて様々な
貢献ができるものと考えております。

理事長 富田 康紀

卓球連盟
現在、約400名の会員を擁する豊島区卓球連盟は、体
育協会加盟順位が３番目の歴史のある連盟です。
卓球はダブルスやシングルスの種目で行う個人戦と、
チームを組んで行う団体戦があります。当連盟も団体戦
と個人戦の大会を行っています。
中でも一番の人気は団体戦で春と秋に行っています。
今は春秋共に男女合わせて50チーム以上が参加し、各部
の入れ替え戦に鎬を削っています。中国の方のチームも
あり頑張っています。
また、12月に行われる愛好者大会も人気で、５月の新
人戦、６月のレディース大会と共に卓球を楽しみたい方
に向けて行っている個人戦の大会です。
10月に行われる豊島区会長杯はオープン大会で、毎
年300名を超える参加があり、参加人数が一番の連盟の
ビッグ大会です。上位者のプレーは全国レベルで見応え
があります。
その他にも大会を行っています。ここぞと思う大会に
はどうぞご参加ください。
近年の成績では、昨年度になりますが都民大会で女子
が準優勝、城北五区対抗大会でも準優勝をしています。
これからも卓球連盟は地域の皆さんと共に卓球の普及
に努めてまいります。先ずは身近な体育施設で卓球を楽
しんでみてください。

理事長 田辺 ふみ子

バドミントン協会
豊島区バドミントン協会では、毎年、恒例のバドミン
トン強化合宿を開催しています。
写真は、平成29年10月に行った合宿の集合写真です。

なぎなた連盟
（平成29年10月22日秩父市にて）

また、上部大会の入賞者として、豊島区バドミントン協
会登録選手が下記のとおり表彰されました。（敬称略）
◦日本スポーツマスターズ2016
秋田大会女子団体
東京代表チーム：準優勝…中村恒子
◦全日本シニア2016大会
混合ダブルス・35歳以上：優勝…石田麻衣
混合ダブルス・60歳以上：3位…加藤伊佐武
最後に、来年度、平成30年度に、豊島区バドミントン
協会は“創設60周年”を迎えることとなります。その周
年記念祝賀会としては、平成30年11月25日開催を予定
しています。
副会長 佐藤 勇治

2018

豊島薙ぐ

2017年が、疾風の如く過ぎていきました。
東京都大会、東京都都民大会、レディース大会、東京
都スポーツ少年団大会、全国少年少女武道錬成大会等、
毎月のように大会がありました。
海野頼子会長及び諸先生方や皆様の応援で入賞や惜し
かった試合がありました。この場を借りまして、厚く御
礼申し上げます。
当連盟は、未就学の児童から80代の人生のベテランの
人達が会員として在籍しており、日々の稽古に励んでお
ります。
他区との交流稽古・大会を通して、出会いや練習方法
の向上、年長者から聞く生きていく上でのヒントなどを
教えてもらったり、そういった様々な事を学び、一周り
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も二周りも人間として大きく磨かれていくのだと思いま
す。２、３年前に自分に自信が持てなかった子も今で
は、瞳の輝きが違います。時としてとても凜々しく頼も
しく感じる事があります。
生きていくと、色々な事があり、順風満帆にはいかな
い時もありますが、揺らぐことのない高い志を持ち、
心豊かに前向きに突き進んでいく事が出来ればと思いま
す。
人間いくつになっても鍛錬が必要だと思います。この
鍛錬を重ねた先に本人が思いもしなかった未知の力が開
花していく。そのまだ見ぬ力と出会えますように。豊島
薙ぐ！

理事 常盤 珠臣

空道協会

空道アジア選手権

２階級で優勝

2017空道アジア選手権大会が昨年11月12日、
アジア13か国の強豪が参戦し、仙台で開催され
ました。豊島区空道協会からは５人の選手が出
場し、清水亮汰選手と山崎順也選手が、それぞ
れ出場した階級で優勝しました。
清水選手が出場したの
は身体指数（身長＋体
重）が260以下のクラス。
清水選手は空道以外の格
闘技経験がないにも関わ

ゲートボール協会

らず、突き、蹴り、絞め

豊島のゲートボールは創立が平成元年ですので早や29

技等、多種の技で一本が

年の歳月が経っているのですが、その間指導者が存在じ

とれる選手です。昨年５月に行われた全日本体

まいでした為、自己流で覚えた人が多く対外試合へ参り

力別でもこの階級で優勝しました。アジア大会

ますとやはり力負けしてしまいます。最近はそれでもイ
ンストラクターの資格者が３人～４人と誕生し実技のレ
ベルアップにつながって来ている次第です。やっと他地
区の選手らとの交流戦も増え試合への参加も佳境へ入っ
て来た所です。GB人口も年々減ってきており、老人社
会とは逆方向に向かっているのが現状ですが、他地区で

でも順当に勝ち上がり、最後の日本人選手との
決勝では蹴り技と投げ技を中心に終始安定した
戦いぶりを見せて快勝しました。
山崎選手が出場したのは１階級下の250以下の
クラスです。山崎選手はジュニア時代から注目

は最近小学生の体育授業の一部にGBを導入し活動し始

されていた選手でしたが、一般に上がってから

めています。将来若い子達と老人との共存共栄の明るい

は、ケガ等の影響もあり、全日本以上の大会で

社会が成り立ってゆく希望が少しずつ見えて来ている様

は不本意な結果に終わっていました。全日本体

です。豊島区も小学生の体育の授業の一部とか放課後の
一時をGBに親んで覚えて頂けたらと望んでいます。三
年程前から国体種目にもGBが認められるようになり、
今から練習して次世代をつないで行って欲しいと願って
います。

理事長 山田 米秋

力別でも準優勝に終わり、アジア大会はその悔
しさをぶつける最高の機会でした。柔道も学ん
でいた山崎選手は強力な突き、蹴りから、投げ
技につなぎ、極め効果でポイントをとるパター
ンで、１回戦から安定した勝ち上がりを見せま
した。決勝では全日本
体力別で負けた日本人
選手に見事に雪辱を果
たし、全日本以上の大
会での初優勝という栄
誉に輝きました。


理事長

牧

登

◉賛助会員紹介◉
豊島区体育協会の目的に賛同され、平成 29 年度賛助会員に入会された法人及び個人の方々をご紹介いたします。
◇法人会員
■アサヒ弓具工業株式会社 ■株式会社プラント ■株式会社アイワ徽章 ■巣鴨信用金庫 池袋支店 ■豊島区ゴルフ協会
■ジーニアステクノロジー株式会社 ■株式会社ピーウォッシュ ■ゴールドジムノース東京 ■フジキコー株式会社
■株式会社テクノ菱和 ■豊島区水泳連盟 ■豊島区軟式野球連盟 ■豊島区バレーボール連盟 ■日勝スポーツ工業株式会社
■株式会社ヤマダ電機 LABI1 日本総本店池袋 ■有限会社 宮印刷 ■株式会社 BONFIN ボンフィンフットボールパーク落合南長崎
■豊島区ゲートボール協会 ■株式会社東和 ■株式会社デライツ ■豊島区柔道会
◇個人会員
若林秀雄、岡﨑紘二、柳田好史、中尾弘子

（順不同、敬称略）
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▽編集後記▽
おかげさまで、豊島区体育協会報

第41号が無事

員の熱意と努力に、改めて感謝致します。

に発刊の運びとなりました。今年は70周年記念誌の

また原稿をご寄稿頂いた方、情報収集にご協力頂

編集作業と重なったため、会報はいつもより２か月遅

いた方、広告枠を営業して頂いた方、スポンサーの

れの発行となりました。会報と70周年記念誌との並行

皆さま、様々な面でご支援を頂いた豊島区体育協会

作業だった編集会議は、ピーク時には毎週開かれるこ

の事務局メンバーにも、この場を借りて感謝を申し

ともありました。忙しい予定をなんとかやりくりして

上げます。

広報委員会に出席し、編集作業に携わって頂いた各委



Ｎ.Ｍ.

◇ 消防用設備◆防火対象物 ◇
メンテナンス・販売・設計・施工
消火器・火災報知機・避難器具・警報器

有限会社 伸栄理研

代表取締役

工藤

晴久

東京都練馬区大泉 1-27-24 KATO ビル 5F
E-mail shin-eiriken@jcom.home.ne.jp
☎ 03-3925-1321

■電気
■空調
■給排水・衛生
■消防・防災
■情報・通信
■工事・診断

■日常メンテナンス
■定期メンテナンス
■特別メンテナンス

■常駐警備
■交通誘導
■雑踏警備
■機械警備
■巡回警備
■保安警備

■新築・改修
■調査・診断
■建設業
■一級建築士事務所
■不動産仲介業
■建築資機材の販売

■インフォメーション
■スポーツ施設管理

■基幹事務管理
■管理員業務
■維持管理業務

東京都新宿区北新宿2-21-1

http://www.taihei-bs.co.jp

TEL.03-5386-2810
FAX.03-5386-2811
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地球にやさしい循環型企業グループ 国際標準化機構 環境規格「ＩＳＯ１４００１」認証取得

お掃除のことならダスキンにおまかせ！・ハウスクリーニング

ダスキンベルウェイ

TEL 0120-545-963

・家事代行 ・モップ、マット、水

MAIL:duskinbellway@citrus.ocn.ne.jp

ᴾ ᴾᴾᴾᴾᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
日勝スポーツ工業株式会社

ᴾ

本社 〒 東京都世田谷区三宿  
7(/ )$; 
      KWWSZZZQLVVKRVSRUWVFRP 
世田谷支店板橋支店大田支店多摩支店町田支店足立支店
日本女子体育大学内売店

認証取得                   


営業内容
●学校体育衣料販売
●学校部活用品販売
●学校体育教材販売
●スポーツ用品全般販売
●運動場施設・設計施工修繕

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ















Coffee & Restaurant
ス ト ー ク
代表取締役
〒 171-0051

TEL

清水良浩

東京都豊島区長崎 6-23-10

03-3972-1876

サミット東長崎店前

年中無休

,62

9：00 ～ 22：00
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学習障害、AD/HD、自閉症スペクトラム、
コミュニケーション障害、・・・etc・・・
それらは脳機能が関係する生まれつきの障害です。
お子様の特性をきちんと把握し学校生活を支援していきます。
・人とのコミュニケーションがうまく取れない。

発達支援相談室池袋

・学校の黒板、ノートを上手く書き写せない。
・手先の不器用さ、体を動かすのがなんとなく

http://hattatusoudan.co.jp

ぎこちない。

TEL/FAX03-5955-4466

・相手の話を正しく理解できない

豊島区池袋本町4-8-2-101クレスト本町

・落ち着きがない・・・・など

(分室）豊島区東池袋1-44-8-2Aパークサイドビル

快適な暮らしを看護師が全力でサポート！

東池袋訪問看護リハビリステーション
＜お問合せ・ご相談＞
豊島区東池袋1－44—8－5Eパークサイドビル
http://houmon-kango.tokyo
TEL03-5904-8099
FAX03-5955-4477
営業時間：月～金 ９：００～１８：００
（受付時間

退院後の療養生活、リハビリな、地域医療
機関、主治医と連携を行い適切な訪問看護
サービスを24時間365日提供しています。
まずはご相談を！

９：００～１７：００）

- バッジ・メダル・表彰品・記念品製作 -

創業1952年

【取扱品目】
・バッジ タイピン カフス メダル 消防徽章
・名札 キーホルダー 銘板 旗
・優勝カップ トロフィ ブロンズ 表彰楯 ガラストロフィ
・表彰状 竿頭綬(ペナントリボン) PILOT製品

その他各種記念品製作承ります。
カタログもお送り出来ますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

〒176-0011 東京都練馬区豊玉上2-19-3

TEL : 03-5912-0130 / FAX : 03-5912-0131 / E-Mail : nerima@aiwakisho.co.jp

三和ベンドサービス株式会社
本社：東京都豊島区長崎5丁目10番5号
TEL：03－3957－7541
FAX：03－3957－4400
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建築・不動産トータルプロデュース

株式会社アークコンシェル
代表取締役

井

口

〒171-0022

哲

東京都豊島区南池袋2ｰ40ｰ24
シントミプラザ東池袋402
ＴＥＬ ０３−６９０７−１９２４
ＦＡＸ ０３−６９０７−１９２５
携帯 ０９０−１９９５−８８５９
Eｰmail：arc̲concier@aria.ocn.ne.jp



平成30年（2018年）
3月27日

本店営業部 ☎03-3918-1132 東池袋支店

☎03-3987-1201

大塚支店

☎03-3944-1151 椎名町支店

☎03-3959-1113

池袋支店

☎03-3981-1201 池袋本町支店 ☎03-3987-2201

駒込支店

☎03-3918-1201 北大塚支店

☎03-3576-2611

http://www.sugamo.co.jp/

そば

地酒

み は ら 庵
千川３番出口前
（セブンイレブンの 2F）

各種ご宴会 50 名様迄
03-5966-8224

