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題字　豊島区長　高野之夫

謹　賀　新　年 　

� 豊島区長　高野　之夫
　令和三年の新春を迎えまして、豊島区体育協会の皆
様に謹んでご挨拶申し上げます。
　昨年は、世界中が新型コロナウイルス感染症による
影響を受け、豊島区を取り巻く環境も大きく変化せざ
るを得ませんでした。
　区では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
め、３月から緊急事態宣言が解除される５月末までの
間、区立施設の臨時休館や様々なイベントを中止いた
しました。その後も、豊島区方式による感染拡大防止
の対策を実施しながら、区立施設やイベントを段階的
に再開してまいりました。
　特に、体育協会の皆様には、区民大会の中止や延期、
体育施設での感染防止対策の実施など、新型コロナウ
イルス対策にご協力いただいてまいりました。終息の
見通しは立っておりませんが、これまでの日常生活を
取り戻すため、最大限の努力をしてまいります。
　こうした中にあっても、体育協会の皆様をはじめ
「オールとしま」で築き上げてきた文化の灯を次世代
につないでいかなければなりません。昨年、国際アー
ト・カルチャー都市のシンボルである「Hareza 池袋」
の幕開けとなった11月１日を、「としま文化の日」と
して制定しました。さらに、「としま SDGs 都市宣言」
により、これまでの「文化によるまちづくり」を基軸
にしながら、「誰一人取り残さないまちづくり」に取
り組み、豊島区の魅力に磨きをかけてまいります。
　そして、今年は新型コロナウイルス感染症によって
１年延期となった「東京2020大会」が開催されます。
23のまちづくりプロジェクトによって、100年に一度
の大変革を遂げた豊島区の街並みを、オリンピック・
パラリンピックの聖火リレーが駆け巡ります。また、
池袋西口公園・グローバルリングでは、文化とスポー
ツを楽しめる豊島区独自のライブサイトによって、「国
際文化都市・としま」の魅力を国内外に発信してまい
ります。
　何よりも、体育協会の皆様より長年にわたってご要
望をいただいてまいりました、旧第十中学校跡地の野
外スポーツ施設の整備に着手いたします。さらに、新
型コロナウイルス感染症による区の歳入状況を慎重に
見極めながら、豊島区のスポーツの中心拠点である総
合体育場管理棟の再整備を最優先して取り組んでいき
たいと考えております。
　最後になりますが、体育協会の皆様のご活躍と豊島
区全体のスポーツ向上のためにご協力をお願い申し上
げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
　本年もよろしくお願い申し上げます。

初　　春

�豊島区体育協会副会長　吉波　克昌
　新年あけましておめでとうございます。謹んで
新年のご挨拶を申し上げます。加盟団体並びに関
係各位におかれましては日頃より当協会の活動に
対しましてご理解とご協力を賜りまして厚く御礼
申し上げます。
　さて、昨年は世界中で猛威を振るいました新型
コロナウイルスの感染拡大の影響により、豊島区
も３月より体育施設の休場・休館を余儀なくされ、
スポーツ振興や区民の健康体力づくり、競技力向
上などにも大きな影響を及ぼしました。６月より
施設は再開したものの各競技団体の大会等は新型
コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止せざ
るを得ない事態となりました。感染対策に有効な
薬が無い中、３密を避けマスクの着用や手洗い・
手指消毒などの徹底を図るなど皆様にもご協力を
いただき改めて感謝申し上げます。
　その様な中、４月より㈱ピーウォッシュ様との
共同事業で４期目の豊島体育館と㈱ピーウォッ
シュ様・太平ビルサービス㈱様との共同事業で総
合体育場の指定管理事業がスタートいたしまし
た。これまで以上に地域や区・加盟団体と連携を
図りながら、スポーツ振興に貢献できる様より良
い施設運営を実施して参ります。
　今年は東京 2020 大会も規模は縮小となるよう
ですが１年遅れで開催される運びとなり、明るい
兆しも見えて参りました。豊島区体育協会も新し
い生活様式の下、区との連携を図りながら新しい
スポーツ環境づくりに努めて参ります。
　結びになりますが、区民の皆様が『いつでも・
どこでも・いつまでも』スポーツが楽しめるよう
な活動に対しまして、皆様のご支援・ご協力をお
願い申し上げご挨拶とさせていただきます。
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年頭のご挨拶

� 豊島区副区長　高
たかぎわ

際みゆき

　新年あけましておめでとうございます。
　2021年の始まりにあたり、豊島区体育協会の
皆様に、謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　東京オリンピック・パラリンピックイヤー
だったはずの昨年は、一転して、全世界が新型
コロナウイルス感染症の危険に晒される年とな
りました。本区においても、区をあげて最優先
で対策をとる中、多くの皆様方には、感染予防・
拡大防止のご協力を賜り、心より感謝申し上げ
ます。
　この間、スポーツイベント等の延期・中止が
相次ぎ、また、施設利用の制限が続くなど、区
民の皆様の活動に大きな影響を及ぼすこととな
りました。私自身、身体を動かすこと、スポー
ツを通じ仲間ができ、ともに笑い、語り合える
ことがいかに幸せなことか、改めて痛感してお
ります。
　こうした中、昨年７月、本区は内閣府より、
「SDGs 未来都市」に選定されました。区とい
たしましては、今後、「すべての人に健康と福祉
を」をはじめとする17の国際目標の理念に沿っ
た取組を一層推進していくこととなります。
　また、本年に延期となりました東京2020大会
につきましては、新型コロナを乗り越え、多く
の方々の思いのある大会として成功させるべ
く、準備が進んでまいります。
　未だ収束の見えないコロナ禍ではあります
が、だからこそ、安全安心なスポーツのある生
活を取り戻す（創り出す）ため、また、東京
2020大会の成功に向け、全力で取り組んでまい
ります。
　今後も、豊島区体育協会の皆様には、コロナ
禍で体力が低下しがちな区民の皆様の健康づく
り、そして、本区のスポーツ振興のために、一
層のご支援、ご協力のほど、よろしくお願いい
たします。
　結びになりますが、貴協会の皆様の今後益々
のご活躍を心よりお祈り申し上げ、新年のご挨
拶とさせていただきます。
　本年も、よろしくお願い申し上げます。

スポーツの力で
豊島区を元気に！！

� 豊島区文化商工部長　藤田　　力
　新年あけましておめでとうございます。　
　服部浩久会長を中心とする豊島区体育協会の
皆様には旧年中は大変にお世話になり、誠にあ
りがとうございました。
　昨年は世界を揺るがす新型コロナウイルス感
染症により、スポーツのみならず様々なイベン
トが延期・中止となり、豊島区体育協会の皆様
にとっても、活動が制限され忸

じくじ

怩たる１年であっ
たかと思われます。
　本区のスポーツ振興の中核的組織である豊島
区体育協会はこの間、各種大会の開催、選手の
派遣など加盟団体の競技力向上に加え、区民の
体力向上・健康づくりに多大なる貢献を果たし
てこられましたことは、歴代会長をはじめ役員並
びに関係者の皆様の献身的なご努力の賜物であ
り、ここにあらためて深く感謝の意を表します。
　さて、１年延期となった東京2020大会は感染
症対策を念入りに行ったうえで開催されます。
　豊島区には大会会場や練習場所はございませ
んが、聖火リレー、ライブサイトなどホストシティ
の役割を果たし気運醸成に努めてまいります。
　本年の干支である丑年は粘り強さや堅実さ誠
実さを表す年といわれています。
　これまで培ってきた体育協会の皆様のお一人
おひとりのお力を結集して、粘り強くスポーツ
振興に邁進し、東京2020大会を成功に導く中心
として、オリンピック・パラリンピック推進区
民会議、都市ボランティアなど様々な分野での
活躍を期待しております。
　最後になりますが、今後もスポーツを通じて、
活力ある地域社会の実現に寄与いただくため、
豊島区体育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、私の年頭の
ご挨拶とさせていただきます。本年もどうぞよ
ろしくお願い申し上げます。
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学習・スポーツ課 

主事　吉田　智美

学習・スポーツ課 

係長　鈴木　　敦

理　　事　　川島　佑斗　
� （少林寺拳法連盟）

新理事紹介

支 配 人 　　岩澤　宏昭�

副支配人　　宮本　邦裕�

豊島体育館新支配人・副支配人紹介

支 配 人 　　塚本　　卓�

副支配人　　吉波　克昌�

総合体育場新支配人・副支配人紹介

表彰されました

東京都功労者表彰
スポーツ振興功労

　　　　　　　　（団体）
　　　　　　　　　少年野球連盟
　　　　　　　　　　（会長：磯　　一昭）

東京都スポーツ功労賞
　　　　　　　　スポーツ功労者
　　　　　　　　　三好　英生
　　　　　　　　　　ソフトテニス連盟会長

　　　　　　　　スポーツ功労団体
　　　　　　　　　ダンススポーツ連盟
　　　　　　　　　　（会長：西倉　早余）

豊島区功労者表彰
　　　　　　　　　教育功労
　　　　　　　　　　海野　頼子
　　　　　　　　　�なぎなた連盟会長

東京都体育協会表彰
　　　　　　　　生涯スポーツ功労者
　　　　　　　　　木津　美佳
　　　　　　　　　　陸上競技協会理事長

　　　　　　　　生涯スポーツ優良団体
　　　　　　　　　空道協会
　　　　　　　　　　（会長：堀　　宏道）

令和２年度
豊島区体育協会生涯スポーツ功労者表彰

～おめでとうございます～
■スポーツ功労賞
片岡信博、似内宜紀（軟式野球連盟）、金子和夫（水泳
連盟）、大澤浩（ソフトテニス連盟）、伊藤冨紀子、高
野勝子、猪狩ノブ（バレーボール連盟）、工藤國雄（剣
道連盟）、金由善（バドミントン協会）、高橋整（陸上
競技協会）、木村龍志郎（少年野球連盟）、糸川勝也（レ
スリング協会）

■優秀選手賞
　関笙乃（なぎなた連盟）

豊島区・新任紹介
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　令和２年度
定　期　総　会

　令和２年５月22日、令和２年度豊島区体育
協会定期総会が、豊島体育館会議室で開催さ
れました。予定では前年同様、IKE・bisとし
ま産業プラザ多目的ホールで開催するはずで
したが、新型コロナウイルス感染症拡大のた
め、出席者を最大限に縮小した異例の総会と
なりました。出席者は服部会長と副会長の５
名、顧問会計士の菊池和貴先生、委任状提出
者97名でした。
　議事は次第通りに進行しました。小林副会
長・専務理事の司会により、木津副会長の開
会のことば、服部会長の挨拶のあと議事に入
り、令和元年度事業報告、決算報告、監査報
告が行われました。続いて、令和２年度事業
計画案、予算案が承認され、さらに理事・監
事の改選が行われました。少林寺拳法連盟の
川島佑斗氏が新任理事に承認され、それ以外
の理事・監事は再任となりました。
　その後の臨時理事会も同様の出席者と委任
状提出者による開催となり、会長以下の役員
が決定されました。出席者は５名、委任状提
出者22名でした。

　令和２年度・３年度の役員は以下の通りで
す。（敬称は省略いたしました）
名 誉 会 長� 高野　之夫
顧問ドクター� 守矢　士郎
顧　　　　問� 副島　　健
顧　　　　問� 篠　　敞一
会　　　　長� 服部　浩久

　副 会 長　　　　小林　幸栄　専 務 理 事
副　会　長� 吉波　克昌
副　会　長� 木津　美佳
副　会　長� 久保　一史
常 務 理 事� 鯨井　久芳
常 務 理 事� 井橋　辰也

常 務 理 事� 牧　　　登
常 務 理 事� 佐藤　　彰
常 務 理 事� 山下みち代
常 務 理 事� 米山　和英

　服部会長は総会が滞りなく閉会できたこと
について、関係各位のご協力に深く感謝の意
を表しました。

令和３年度 予算要望書を
高野区長に提出

令和２年10月８日、区長室において服部浩久会
長より、高野之夫区長に令和３年度予算要望書が
手渡されました。区からは高野之夫区長と齊藤雅
人副区長、高際みゆき副区長、藤田力文化商工部
長、長澤義彦学習・スポーツ課長が出席されまし
た。体育協会からは服部会長、小林副会長・専務
理事、吉波・木津・久保副会長が出席。
服部会長から、来年度も引き続きスポーツ関係

予算への配慮をお願いしたところ、高野区長は新
型コロナウイルス感染症への対応のため、来年度
の区の財政状況が厳しいことが予想される中、最
大限の配慮をしていただけると回答されました。
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　令和元年11月に発生した新型コロナウイルス感染
症の世界的蔓延により、日本においても年明けから
緊急事態対応で経済活動をはじめとした国民生活が
全て停滞する事態に陥りました。
　スポーツの分野でも、区立体育施設が休館となる
など一時はすべての活動が停止し、混乱が続きまし
た。そうした中で３月、東京オリンピック・パラリ
ンピックの１年程度の延期が決まり、2021年夏開催
とされました。
　各団体の行事も中止または延期となり、当協会の
全体行事も定期総会・常任委員会は縮小して何とか

開催出来ましたが、理事会は書面での開催となり、
それ以外の下記行事は相次いで中止となりました。
（大会については、別表をご参照ください｡）
・ 第73回都民体育大会 結団式、合同開会式、解団式
・ 第41回レディース・スポーツ・レクリエーション
大会 総合開会式
・第38回豊島区・秩父市親善交流大会 相互開会式
・第73回豊島区民体育大会 総合開会式
・令和２年度豊島区議会議員との懇談会
・令和３年新年賀詞交歓会

全体行事の相次ぐ中止

～新型コロナ感染症拡大防止のため、【中止】を余儀なくされた６大会の記録～
令和２年12月10日現在

都民大会

競技団体（競技）

第73回・第74回
都民体育大会
豊島区予選会

第73回・第74回
都民体育大会
派遣

豊島区
レディース・
スポ・レク大会

区民体育大会 種目別
選手権大会

豊島区・秩父市
親善交流大会

城北五区
対抗競技会

開催日 開催日 開催日 開催日 開催日 開催日 開催日

弓 道 連 盟 ３月１日㈰済 中止 中止 11月１日㈰済 令和３年２月14日㈰ 中止
軟 式 野 球 連 盟 ６月７日㈰～７月２日㈰済 中止 ７月19日㈰～12月13日㈰済 11月８日㈰～3月まで

卓 球 連 盟 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止
水 泳 連 盟 第74回 中止 第74回 中止 中止
ソ フ ト テ ニ ス 連 盟 中止 中止 中止 10月４日㈰、11日㈰済 令和２年11月１日㈰済 中止 中止
バ レ ー ボ ー ル 連 盟 中止 中止 中止 中止 中止 中止 中止
柔 道 会 中止 中止 中止 中止 中止 中止
剣 道 連 盟 中止 中止 中止 中止 中止 中止
ス キ ー 協 会 中止 中止
ソ フ ト ボ ー ル 協 会 中止 中止 中止 10月４日、11日、

18日 ㈰済
令和３年３月７日、

14日、21日㈰ 中止

バ ド ミ ン ト ン 協 会 中止 中止 中止 11月３日（火・祝）済 令和３年１月24日㈰ 
令和３年２月11日（火祝） 中止

陸 上 競 技 協 会 第73回 駅伝 ２月24日㈪済 中止 中止
(特非)
バスケットボール 協 会 中止 中止 中止 11月～1月末までは中止

令和３年１月～２月28日㈰ 中止
サ ッ カ ー 協 会 中止 中止 12月～令和３年２月 12月～令和３年３月 中止
ア ー チ ェ リ ー 協 会 １月５日・２月２日・ 

３月１日 ㈰済 中止 中止 10月４日㈰済 11月１日㈰済 中止
ローラースケート連 盟 中止

テ ニ ス 連 盟 中止 中止 中止
９月６日、13日、20日、

27日、11月１日、
11月８日㈰済

11月23日（祝）済 中止

少 林 寺 拳 法 連 盟

な ぎ な た 連 盟 ３月１日㈰済 ３月１日㈰済 中止 中止 中止

少 年 野 球 連 盟
７月23日（木・祝）～

８月29日㈯
済（開会式は中止)

中止

ラ グ ビ ー 協 会 10月25日㈰済 11月21日㈯済

空 手 道 連 盟 中止 中止 中止 中止
レ ス リ ン グ 協 会 中止
ボ ウ リ ン グ 連 盟 中止 中止 ６月28日㈰済 ９月27日㈰済 11月22日㈰済

ク レ ー 射 撃 連 盟 ３月28日㈯済 中止 10月24日㈯済 中止 中止
ダ ン ス ス ポ ー ツ 連 盟 中止 中止
ゴ ル フ 協 会 第74回 中止 第74回 中止 中止 中止 中止
合 気 道 連 盟 中止 中止
キンボールスポーツ連盟 中止 中止
空 道 協 会
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軟式野球連盟
　新型コロナウイルス感染対策により、豊島区か
ら６月にやっとグランドの使用許可が下り、例年
に比べ大幅な試合数減で１年を終了しました。
　また、感染対策として次の対策要項を各チーム
に配布し徹底を図りました。その主な対策は、次
の通りです。
・ 体温37.5度未満を確認し、代表者は施設利用同
意書を管理事務所に、他の参加者はリストを審
判に提出する。
・ 出場選手以外はマスクを着用する。
・ アルコール消毒液を各ベンチに用意し、バット
等を共有する場合は、異なる選手の使用前後に
アルコール消毒を徹底する。
・ 声を上げての声援は禁止し、ジェスチャーや拍
手で行い、握手やハイタッチなどの接触行為は
禁止とする。
・ 試合開始及び終了のあいさつはベンチ前に整列
し、審判はホームベース後方でコールする。
 常任理事　伊藤　保
《東連リーグの今期の活動について》
　今期最初の試合は、令和元年10月12日に上陸
した台風19号の影響で、令和元年秋季軟式野球大
会の令和２年に持ち越した試合数は57試合にな
り、３月１日にようやく始まった。野球が出来る
と安堵したところ「新型コロナウイルス感染症」
拡大防止のため都、区の自粛要請で中断せざるを
得なかった。
　４月７日に７都府県に「緊急事態宣言」が発令
され、４月16日には全国に拡大してこれで今年は
野球が、できないという思いだった。しかし、「緊
急事態宣言」が全国で１か月半振りに５月25日解
除宣言されて、東京都は６月１日に休業要請の段
階を「ステップ２」に進め、緩和の対象を広げた
関係で区のいろいろな条件の元であるが、野球が
出来るようになった。
　しかし、野球シーズ
ンが３か月経過した結
果、１年に２大会開催
するのは無理になった
ため秋季大会は勿論、
令和元年秋季大会の消

化も無理と判断した。そのため今シーズン新しく
仲間になった３チームが、試合をしていない令和
２年春季軟式野球大会を、連盟も更にコロナ対策
を施して先に開催することにした。
　今の時点で令和２年度春季大会が、終了の見込
みである。令和２年度秋季大会は、開催しないこ
とにした。令和元年度秋季大会は、57試合を残し
て終了することにした。その中で区民大会野球競
技を開催することできた。11月３日区営球場で決
勝戦が行われ東連リーグ「J-STYLE」が２連覇
を果たした。また、西武沿線の８支部の代表８チー
ムで「第60回西部地区軟式野球大会」が、10月
３日、11月８日三芳球場で開催され「巣鴨信用金
庫」が、優勝した。
　コロナ化の中でも皆様のご理解とご協力を得
て、楽しい時間を過ごすことが出来ることに心か
ら感謝申し上げます。ありがとうございます。
　まだコロナは、まだこれからも感染拡大が心配
されています。私たちも３密を避け、不要不急の
外出自粛をして感染拡大防止に努めて参ります。
 常任理事　伊藤　隆廣

水泳連盟
　当連盟では区民の方に生涯スポーツとして水泳
を継続的に楽しんでもらえるように、年間を通じ
て水泳教室を行っています。
　巣鴨・雑司が谷・南長
崎の屋内プールでの９つ
の主催教室の他に、区の
ぜん息児水泳教室や小学
校の夏季水泳教室、施設
管理者が運営する水泳教
室に経験豊富な指導員を派遣しており、幅広い世
代を対象に水泳普及活動を続けています。また、
ここ数年は主催教室の会員が続々と都水協の資格
を取得、新たな指導員として活躍しています。
　コロナ禍の施設休館で水泳教室も４ヶ月間休止
しましたが、三密回避や指導員のフェイスマスク
着用など感染防止のガイドラインを定めて７月よ
り順次再開、水泳仲間も元気に戻ってきました。
　そして９月には会員のご厚意でリオ五輪に出場
した長谷川涼香選手との交流イベントが実現し、
バタフライのデモや練習方法の紹介、ワンポイン
トアドバイスなど、貴重な体験に参加者も大喜び
でした。
　年二回開催する水泳大会も、新型コロナの感染
リスクを考慮して中止としました。次回に向け
て、感染防止に配慮した開催方法の検討を進めて
います。
　当連盟は、今後も水泳普及を通じて区民の健康
増進に努めてまいります。
 理事長　鷹野　真



●令和3年（2021年）１月8日� 7 7

NPO法人椎の美スポーツクラブ
コロナに負けずに親子で楽しむスポーツ

　椎の美スポーツクラブではコロナ禍における緊
急事態宣言が解除されてから、子供と遊んだり、
スポーツを楽しむ安心安全な場所が欲しいという
多くの保護者からのお声が寄せられていました。
　東京都スポーツ文化財団、豊島区、体育協会に
ご相談しながら、どうしたら体操教室が再開でき
るのか厚生労働省のガイドラインや東京都のガイ
ドラインを参考に３密にならずに衛生管理を行
い、再開準備に６月より取組みはじめました。７
月から実際に、体操教室を事前登録、当日の同意
書持参で参加ということで親子ふれあい体操教室
をはじめることができました。
　参加前の検温、消毒などもしっかりと行い、人
数制限を設けて始めましたが、陽性者数の数が多
くなると参加者が減るといった日もあり、少な
かった時は１クラス１組の参加というときもあり
ました。
　久しぶりにお友達と会えたり、保護者も家族以
外の人と会うことができてとても楽しい時間をす
ごすことができました。
　また、例年行ってい
る親子ふれあい防災ス
ポーツフェスタを実施
してほしいという声も
日に日に増え、夏休み
の短縮、どこにも出か
けられない子供たち
のためになんとか実施したいということで、自衛
隊や消防庁とも相談してコロナ予防講座の実施や
10人１組のグループに分けて３密をさけるなど
それぞれの関係団体との協議を重ねて８月23日
に実施することができました。
　事前登録でしたが100人近くの参加者に参加い
ただき、コロナ感染も起きることなく実施できて
安心しました。コロナの拡大を防ぎながら新しい
日常を模索するこの半年でしたが、すこしずつ参
加者にもご協力いただき新たな取り組みをスター
トできたことに関係スタッフ、参加者の皆様には
感謝の気持ちでいっぱいです。コロナに負けない
取組み参加者とともに考え、実践していきたいと
思います。
 事業部長　有里　真穂

少林寺拳法連盟
　少林寺拳法の活動は新型コロナウイルスの影響
によりほとんどのものがなくなってしまいました。
　例年であれば、豊島区スポーツ祭りをはじめ、
地域の行事に参加し、演武披露や少林寺拳法健康
プログラムの実演等の活動を行なっておりました

がそうした行事も全くない状況となりました。
　体育協会報への掲載というせっかくの機会です
ので、今回は私たち少林寺拳法について紹介して
いきたいと思います。
　少林寺拳法は1947年に四国・香川県多度津町
にて創始者宗道臣によって創始されました。
　宗道臣は、自身の人生経験の中から、平和な社
会を実現するため一人でも多くの慈悲心と正義感
と行動力を持った人を育てるという志を持ちまし
た。
　武の心得があったこ
とからそれらを独自の
技術体系をまとめ、自
身の思想・教えと合わ
せ「少林寺拳法」と名
付けました。その思想
を表現した言葉として
「半ばは自己の幸せを　半ばは他人の幸せを」が
あります。1980年に逝去するまでの33年間で組
織は全国拡大し、世界へと広がり、指導者育成に
生涯を捧げました。
　現在では2020年1月に２代目宗由貴から創始者
の孫に当たる宗昂馬が三代目師家、少林寺拳法グ
ループ代表を継ぎ、その志を今に繋いでいます。
活動再開の折には、豊島区においてもこの志を基
に少林寺拳法の灯がつながるよう活動していく所
存です。
 理事長　川島　佑斗

剣道連盟
　剣道は練習時の特性（大きな声で発声）から飛
沫を飛ばす可能性があり、上部団体である全日本
剣道連盟は、各種大会、審査会、講習会、稽古会
等その殆どの事業を中止または延期としました。
　東京都剣道連盟や豊島区連盟も同様に、３月か
らの各種事業を中止または延期としております。
　７月より全剣連から稽古会自粛解除の通達があ
りましたので、当連盟におきましても、稽古に臨
む際は感染しない、させない事を念頭に、練習
前、直前に、検温と消毒をする事、体調不良の時
は参加しない事、マスク着用、お互いに距離を取
る事、面にフェイスガード、マウスガードを施す
事、稽古後は自身の着用していた稽古着を持ち帰
る事、極力会話を抑える事、終了後は速やかに会
場を退出する事等を徹底させ、平野勝則八段の指
導の下で稽古を再開しております。
　新型コロナウイルス感染症が何時終息するか未
だ見通しが立たない為、当面は感染防止策を講じ
つつ、今年度は大会を控え、稽古会と審査会を実
施する方向です。
　１日も早く今までのように各事業が実施出来る
日を心待ちにしております。
 常任理事　小野塚　芳樹
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合気道連盟
令和２年度活動　雑感

　東京都合気道連盟とも協議したところ、今年は他
区の連盟においてほとんど中止になってしまった。
　このような状況下では他区との連携も取れず、
自連盟でも日常の稽古ができず、中止をせざるを
えなくなった。
　合気道の技の特性として相手と密にならざるを
えず、通常稽古もコロナが落ち着くまで休止をせ
ざるをえない。
　自分が感染するだけでなく、無症状もあると聞
くので他人にうつす危険も考えなければならず、
厄介なウイルス。
 理事長　猪谷　一郎

少年野球大会
コロナ対策は連盟役員が最前線で

　昨年秋に新人戦
を行い、２月末に
総会そして第120回
大会監督会議及び
抽選会が終わり令
和２年度の開幕と
子供達が目を輝か
せていたのも束の
間、新型コロナウイ
ルスの拡大により
練習も各大会も中
止。３、４、５月
と常任理事会も中
止。このままでは
今年の中学３年生
と６年生の大会が全て中止になってしまうと皆が
思っていました。
　５月末浅田理事長より臨時幹部会の招集、「中
３と６年生の最後の試合となる豊島区長杯第121
回大会を開催したい」との声に皆が賛同、途中中
止も覚悟し準備を開始。役員の配置・役割・掲示
物・出入口・入場者・消毒・応援・道具・ルール
に至るまで検討し「大会注意事項」作成しました。
各チームへ配信し各家庭（選手・保護者）迄必読
とご理解をお願いしました。
　例年通り７/23「海の日」から大会開始の予定
でしたが、雨天の為８/１から全日程を連盟役員
が最前線で入場者や会場の消毒・点検・確認を行
い、各チームや保護者の方々のご協力も頂き無事
に大会を終える事が出来ました。
　仲間達と大きな声で応援したり励ましたり、ハ
イタッチや手を取り喜び合う姿を見れる様な平和
な日常が一日も早く来る様にお祈りします。
 指導部長　小池　博

バレーボール連盟
スポーツ功労賞受賞者の声

　今年度はコロナウイルス感染症防止の観点から
も、ほとんどの大会を中止とせざるを得ないとい
う状況でした。そんな中、生涯スポーツ功労賞の
受賞は登録選手の皆様がささやかな幸せを感じ
ることができたと思います。豊島区で長年バレー
ボールを続け、バレーボールが大好きな受賞者の
声をお届けします。

『お礼の言葉』 すぎなクラブ　伊藤冨紀子
　この度、生涯スポーツ功労賞を頂き、本当にあ
りがとうございます。お礼を申し上げます。只々
バレーボールが好きで今日まで続けてまいりまし
た。中高バレー、社会人サークル、PTA、さらに
レディースの部のクラブ、シニアと50年余りを
バレーに関わってまいりました。それぞれの仲間
に恵まれそして支えてくれた家族、職場の方達に
本当に感謝しております。これからも身体の続く
限り大好きなスポーツとして続けていきたいと思
います。

『スポーツ功労賞を受賞して』
 バレーボール連盟　猪狩　ノブ
　この度はスポーツ功労賞を頂きまして大変感謝
申し上げます。バレーボールを始めて30余年の
内、仕事をしながら週二回のPTA・週一回のクラ
ブの練習をし、その上試合が入ったりすると毎日
プレーをするという日々がありました。こうして
暮らしの中になくてはならない物となり、生涯ス
ポーツとしてバレーボールを選んだことをとても
誇りに思います。その上素晴らしい仲間に巡り合
えたことは何物にも代えがたいものです。ありが
とうございます。

『御礼の言葉』 銀河　高野　勝子
　私は長女が小学校入学を機に、念願だったバ
レーボールを始めました。上手になりたい！試合
に参加したい！その一心で練習に励みました。豊
島区体育協会並びにバレーボール連盟の皆様方に
大変お世話に成り、またチームメイトに支えられ
ながら、36年が経ちました。そしてこの度、生
涯スポーツ功労賞を頂戴致しまして誠に有難うご
ざいます。心より御礼申し上げます。これからも
健康に留意し、一年でも長く生涯スポーツとして
のバレーボールを楽しんでいけたらと願っており
ます。
 総務部部長　川崎　明子
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ゴルフ協会
設立25周年を迎えて

　平成７年産声をあげた豊島区ゴルフ協会、本年
で25年目となります。２月には皆様のお陰をも
ちまして、25周年記念パーティを挙行する事が
出来ました。　　ありがとうございました。
　が、春の大会（６月３日）はコロナウイルス蔓
延のため中止を余儀なくされ、秋の大会（９月
30日区民体育大会、ゴルフ協会第50回大会）に
望みを託しておりましたが、８月には秋の大会を
も、中止の決断を迫られゴルフ協会役員一同断腸
の思いで中止を決定致しました。
　どちらの連盟、協会に於れましてもそれぞれ行
事や大会を中止されている事と思いますが、当協
会では50回と言う節目の記念大会でしたので、
コロナウイルスが恨めしく残念でなりません。来
春、コンペが出来る様なら50回大会を先送りで
行う様計画もしております。
 理事長　小林　幸栄

サッカー協会
　今年度は新型コロナウイルス感染拡大を受け、
区内の施設が３月より休場となり各カテゴリーの
活動中止を余儀なくされました。休場が明けた６
月よりシニア・社会人・レディース・ジュニア
ユースに関しては順次活動を再開いたしました。
　しかしながらジュニアの活動解禁は７月とな
り、４か月間練習すら出来ない日々が続いたため
直ぐに大会を実施することも出来ず、練習期間の
確保と熱中症対策も兼ねてリーグ戦中止期間を延
長し９/27より再開することになりました。その
間、３密を避けた新しい試合運営方式を日本サッ
カー協会や東京都並びに豊島区のコロナ対策指針
に基づき作成し、大会運営を行いました。
　そのような中、８月11～14日の日程で恒例と
なりました豊島区ジュニアフットボールクリニッ
クを豊島体育館にてコロナ対策を実施しながら開
催いたしました。お盆休み中の外出自粛要請を受
けた関係もあると思われますが、延べ156名と多
くの親子や子供たちが参加してくれました。
　一日も早く新型コロナウイルスが収束し、今ま
で通り楽しく気兼ねなくサッカーが出来る日が来
ることを一同願っております。
 会長　吉波　克昌

ソフトボール協会
新型コロナウイルス感染症、収束を願って

　平成25年度に男子チームが廃部になり、女子
チーム４チームで頑張って来ました。
　その中で第72回（令和元年）都民大会では、
ベスト８迄進み、技術的に出場チームも良くなり
ました。
年間大会
　３月 種目別選手権大会 中止
　４月 都民大会　予選会 中止
　５月 都民大会（本大会） 中止
　６月 レディース・スポレス大会 中止
　９月 秩父市親善交流大会 中止
　10月 豊島区民体育大会 開催
　上記５大会が中止になり、新型コロナウイルス
感染症の収束が見えない中、令和３年度は開催出
来るよう祈るしかありません。
 会長　清水　俊雄

空道協会
６月から稽古再開　9月に地方予選を実施

　豊島区空道協会も他団体同様にコロナ禍で大幅
な活動自粛を余儀なくされました。昨年３月中旬
から道場での通常稽古はすべて中止。少人数の自
主練のみ認める形となりましたが、道場への入
場前の検温と消毒、手洗い、うがい、入場日時・
氏名の記載を必須としました。さらに日本政府の
緊急事態宣言を受けて、４月から５月下旬まで道
場は完全に休館、稽古を再開できたのは６月でし
た。再開に当たっては検温や消毒等の実施と、道
場への10名までの入場制限を課し、通常のマス
クか空道面（写真）の装着を必須としました。毎
年春に開催されてきた
地方予選や全国大会も
全て中止でした。一方
でこうした厳しい予防
措置の実施で、道場内
ではクラスターの発生
も防ぐことができました。
　９月には関東予選を池袋スポーツセンターでよ
うやく実施しました。選手以外は、ごく少数の運
営スタッフのみ入場を許可され、道場稽古と同様
に検温や消毒等の予防措置を徹底的に行いまし
た。一方で今年1月中旬に予定していた全日本大
会は残念ですが中止となりました。
 理事長　牧　登
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体育施設紹介
①紹介記事
②コロナ対策記事

豊島体育館　支配人　岩澤　宏昭

①基本理念である「誰もが、いつでも、いつまでも」
のもと個人公開は３種目で４歳から利用可能で
す。中でもバスケットボールはシニア、車椅子ツ
インのプログラムがあり、障害の有無に関係なく
老若男女にご利用いただけます。体育室で開催し
ている自主事業は４歳から80代の方までご参加い
ただいています。
　館内にはスロープや点字ブロックの設置、ユニ
バーサルデザインを採用した自販機、利用案内は
４か国語用意しているほかピクトグラムで施設内
を分かりやすく表示しております。
　他にも授乳やおむつ替えを気軽にしていただける
ベビーケアルーム「ママロ」の設置で地域の方に
もご利用いただいています。
　競技場は豊島区唯一のバスケットコート２面分、
観覧席480席も備わっており、大会開催も可能で
す。
②６月からの部分再開に向けて新たにスタッフ向け
ガイドラインの作成、衛生品の調達、掲示物の準
備を行い、お客様が安心・安全に利用できる環境
作りに努めました。１週目は団体貸出のみ、２週
目からトレーニングルームを解放し、個人公開は
種目別に順次再開としました。特に混雑が予想さ
れる個人公開（午後の部）は１回の利用時間を縮
小して２部完全入替制にすることで三密を回避し
定期的な館内消毒をいたしました。また各回、整
理券を配布し、常時人数把握を行うとともに定員
数を設けました。開始後は30分毎に館内アナウン
スを行い、利用者の安全管理にも努めました。７
月からは自主事業も再開し、新たな施設ルールの
もと、全プログラムが再開となりました。常に最
新情報を取得できる体制を取り、区の方針や東京
都のロードマップ、スポーツ庁のガイドラインを
参考に利用者への適切
な情報提供を行いまし
た。引き続き、新たな
生活様式のもと利用者
に提供できるプログラ
ムを模索し、提供でき
るようスタッフ一同、
努めてまいります。 （小野寺　梨華）

巣鴨体育館 支配人　結城　亮

①当館では、幅広い世代の方向けにプログラム・教
室を開講しております。今年度から体操教室はト
ランポリンの種目を追加し、来年度にはジュニア
のバドミントン教室を開講予定です。
　中でも、スイミングスクールは大変好評をいただ
いております。当館スクール出身の長谷川涼香
選手は2016年リオデジャネイロオリンピック代
表、現在は東京オリンピック出場を目指し当館を
練習拠点に活動しております。今後も質の高い指
導を行い、当館から長谷川涼香に続くオリンピア
ン輩出を目指しています。
②お客様が、安心・安全に当館を利用していただけ
るよう感染予防対策を行っております。アルコー
ル消毒液の設置、飛沫防止のパーテーションの設
置、スタッフによる開館前・営業中の館内消毒作
業の実施、また、お客様にはご迷惑をおかけして
おりますが利用同意書の記入・検温のご協力等、
感染防止の対策を徹底して行っております。
　また、スタッフには出
勤前・出勤中の検温の
実施、体調の報告義務、
出勤日の行動記録表の
記入等当館利用のお客
様・スタッフから感染
者を出さないよう最大限の対策を今後も行ってま
いります。 （結城　亮）

総合体育場 支配人　塚本　卓

①総合体育場は大塚駅南口から徒歩10分、野球場２
面とテニスコート４面、弓射場（和弓・アーチェ
リー共に利用可）と体育室があります。野球場は
野球はもちろんの事、グランドゴルフの大会や
サッカースクールなどにも利用いただいておりま
す。テニスコートは指導員付の個人公開やスクー
ルを開催しており、体育室は指導員付の卓球の個
人公開、ヨガやピラティスなどの各種フィットネ
ス教室を開催しています。またその他、西巣鴨体
育場と荒川野球場の２施設も管理運営もしており
ます。詳細につきましては、ホームページをご参
照ください。
②豊島区立体育施設で
は、厚生労働省やス
ポーツ庁、東京都、
豊島区、関係団体の
ガイドラインに従っ
て様々な感染対策を
行っております。詳細につきましては、施設のホー
ムページをご確認くださいませ。 （塚本　卓）
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池袋スポーツセンター 支配人　浦澤　匠

①池袋スポーツセンターは、池袋駅東口・北口から
徒歩８分、豊島清掃工場の隣にある屋内施設で
す。健康プラザとしまの８階～11階までが運動施
設となっています。８階は武道場で畳、板それぞ
れ約100畳の広さとなっています（ご利用には事

前登録と予約が必要です）。９階は、受付と男女
の更衣室・シャワー室となっています。10階はト
レーニングルームとスタジオになっています。ラ
ンニングマシン20台をはじめ90台以上の運動機
器やダンベルが常設されております。そして最上
階の11階は25mプールと子供プール、ジャグジー
がございます。スタジオやプールでは、多彩なプ
ログラムを週80本以上開催しています。詳細につ
きましては、ホームページをご参照ください。
②豊島区立体育施設では、
厚生労働省やスポーツ
庁、東京都、豊島区、関
係団体のガイドラインに
従って様々な感染対策を
行っております。詳細に
つきましては、施設のホー
ムページをご確認くださいませ。 （浦澤　匠）

南長崎スポーツセンター 施設長　鈴木　久雄

①当施設にはバレーボールなら最大２面、バドミン
トンなら最大４面の競技場、日本水泳連盟公認の
25mプール、サッカーの大会やイベントも行われ
るナイター設備付きのグラウンド、その他にもス
タジオや会議室など一般利用から公式大会まで用
途に応じて幅広くご利用できる設備が備わってお
ります。またスタジオレッスンに関しては30種類
以上、スイミングスクールは乳児や親子コースか
ら育成コースまであり、大人子供老若男女問わず
多くのお客様にご利用いただいております。また
公共施設としては珍しいフリーパス制度もあり、
月額でプール、トレーニング室、レッスン、個人
開放種目などを何度でもご利用いただくことがで
きます。（※現在は一部制限あり）

②６月から一般利用、７月からスクールや教室を順
次制限を設けつつ再開しております。現在はスタ
ジオレッスンやトレーニング室は入場人数制限、
会議室・スタジオの貸出中止などの制限は設けさ
せていただいている状況となっておりますが、ご
利用いただける箇所に関しましては１回２時間
までのご利用という形で、アルコールの設置場所
の増設や、スクール会員証の受渡に関してスタッ
フとの接触が減る形に従来の方法から変更、清掃
や器具・手すりなどの消毒回数を増やし安心して
ご利用いただけるよう準備しております。また入
館時検温と同意書の記入や子供スクールの観覧不
可、レッスン後のマット消毒やトレーニング器具
消毒といったご利用者様にご不便をかけてしまう
対策に関しても積極的なご協力を頂いており心よ
り感謝申し上げます。引き続き皆様が安心してご
利用できる環境を整えていけるようスタッフ一同
気を引き締めて努めてまいります。 （瀬谷　有希）

雑司が谷体育館 支配人　渡辺　正巳

①豊島区立雑司が谷体育館は、東京メトロ「副都心
線」雑司が谷駅直結で、アクセスがとても良い施
設です。バスケットボールやバレーボールなどが
出来る「競技場」、ダンスや体操に適した「体育
室」、25ｍ５レーンの「温水プール」の施設が整っ
ています。水泳教室やピラティス、ヨガ、簡単な
体操教室など、お子様から高齢者まで参加できる
各種「教室」も開催しています。
　また、「卓球」「バドミントン」「剣道」「なぎなた」
など、どなたでも参加できる個人公開も実施して
います。グループやお仲間で施設を利用したい方
には、「競技場」「体育室」の「団体利用」もでき
ます。
　詳しくは、当施設までご連絡ください。
②当施設では「日本フィッ
トネス産業協会」が定
める感染予防対策を実
施しています。
　主な感染予防対策とし
て、「消毒液の設置」「受
付カウンターにビニー
ルシートとアクリル板の設置」「非接触型の体温
計」「館内の換気」などを実施しています。
　ご来場の際には「同意書の提出」「マスク着用」「館
内での３密防止」などのご協力をお願いしています。
　また、体調不良時は利用をお控えください。
　皆様が笑顔で、安心してご利用いただくために、
ご協力をお願いします。 （渡辺　正巳）

三芳グランド 支配人　三上　雅章

①三芳グランドは豊島区外に
ある屋外スポーツ施設で
す。指定管理者として日本
テニス事業協会共同企業体
が運営を行っております。
　緑豊かな敷地内に天然芝の
運動場１面、野球場２面、砂入り人工芝のテニス
コート６面、駐車場、クラブハウスを備えてます。
　区民の皆様により良い状態でご利用いただけます
ようメンテナンスを心掛けてます。
　是非、皆様のご来場お待ちしております。
②三芳グランドでは各種大会イベントも７月より
徐々に再開しております。
　感染症対策をしっかり行いながらイベントを行い
ますので是非皆様の参加をお待ちしております。
　詳しくは三芳グランド HP
　http://miyoshi.tsjpn.com/をご覧ください。
 （三上　雅章）
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▽編集後記▽
本来ならば、東京オリンピックで盛り上がるはずだった2020年。コロナウイルスという疫病に世界中

が見舞われ、オリンピックの延期と共に、体協の活動も制限され、ほとんどが中止という状況でした。�

そんな中、広報委員会の皆様を初め、たくさんの方のご尽力により、例年通り広報誌を発行することがで

きました。心より感謝申し上げます。

今年は、コロナウイルスの収束、そして東京オリンピックが無事開催されることを願って止みません。

� （F.Y）

コロナ対策してます！

野球　グランド入場時、手指の「消毒」

剣道　審査員

バレーボール　選手も応援もマスク着用

野球　ソーシャルディスタンスによる試合前後の礼

剣道　審査会
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認証取得

日勝スポーツ工業株式会社

本社 〒 東京都世田谷区三宿

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

 

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

◉賛助会員紹介◉
　豊島区体育協会の目的に賛同され、令和2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
■株式会社アイワ徽章　■アサヒ弓具工業株式会社　■豊島区ゴルフ協会　■ジーニアステクノロジー株式会社　
■豊島区柔道会　■株式会社テクノ菱和　■株式会社東和　■豊島区軟式野球連盟　■日勝スポーツ工業株式会社　
■豊島区バレーボール連盟　■株式会社ピーウォッシュ　■フジキコー株式会社　■有限会社宮印刷　
■株式会社ヤマダ電機 LABI1 日本総本店池袋

◇個人会員
　岡﨑紘二、柴田秀孝、林義子、柳田好史、若林秀雄� （五十音順、敬称略）
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◇　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

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！

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 ９：００～１７：００）

Coffee & Restaurant
ス　ト　ー　ク

代表取締役　清水良浩
〒 171-0051　東京都豊島区長崎 6-23-10

TEL　03-3972-1876
サミット東長崎店前

年中無休　9：00 ～ 22：00

住み慣れた我が家で一人一人のニーズに合わせた介護を提供

しもとり訪問介護
介護保険：1370705111?/ 障害福祉：1310701493

＜お問合せ＞
　 03－5904－9577
　 03－5904－9578
shimotori.h.kaigo.@gmail.com
170-0011　東京都豊島区池袋本町4－8－2－101 クレスト本町
営業時間：月～金 9：00～18：00

・生活援助（掃除、買い物、整理整頓、など）
・身体介護（食事の介助、排泄の介助、歩行の

介助、通いや服薬の介助、入浴の介助など）
・自費サービスもあり
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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

三和ベンドサービス株式会社

東京都新宿区北新宿2-21-1
TEL.03-5386-2810

FAX.03-5386-2811http://www.taihei-bs.co.jp

■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

■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

■常駐警備

■交通誘導

■雑踏警備

■機械警備

■巡回警備

■保安警備

■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

豊島区東池袋 5-46-12 
新大塚タウンプラザ 1F  
℡ 03-3984-5840 

 

カプリオ 
スナック 

～各種ご宴会を承ります～
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池袋支店

駒込支店

h�ps://www.sugamo.co.jp/

☎03-3981-1201

☎03-3987-1201東池袋支店

椎名町支店

池袋本町支店

北大塚支店

大塚支店

本店営業部 ☎03-3918-1132

☎03-3944-1151

☎03-3918-1201

☎03-3959-1113

☎03-3987-2201

☎03-3576-2611

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




