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東京2020オリンピック・パラリンピック開催 !!
スポーツクライミング女子複合で野中生萌選手が銀メダル !!

8月12日

野中生萌選手が高野之夫区長に結果報告
新国立競技

場

野中選手

から本協

会にサイ

ン色紙

020オリ ンピ ック
7月18日 足立 市場 で東 京2
ニー
レモ
火セ
聖火リレー点

正副会長も出席した足立市場での点火セレモニー

サンパークで
8月20日 イケ・ ンピック聖火採火式
リ
ラ
東京2020パ
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東京2020大会ボランティア特集
都市ボランティアを体験して
体育協会の勧めで都
市 ボ ラ ン テ ィ ア（City
Cast）をすることにな
りました。
オリエンテーション
を含め数回の研修会に
参加し、加えて Web で
の研修を経て待ちに
待 っ た 東 京2020で し た
が、無観客となり私達の活動はなくなりました。
ですが、パラリンピックの選手の出迎えとい
う活動ができることになり、羽田空港に行きま

一番大切なのは「楽しむこと」
今まで人生
経験してきた
中でも五本の
指に入るくら
いの非現実的
でまるで転生
物語のような
貴重な体験をしました。
相撲協会の方々と天下の国技館夢の舞台「VCC
より各系統にオールコール」
「VCCオープンアク
セスコントロールを開始します」私の無線コー
ルで国技館が動き出すコミュニケーションセン
ターチーム。国技館会場マネジメントが私の役
割でした。
突然、
「入江選手の決勝

した。コロナ禍の中の空港での出迎えは寂しく

戦は VIP 招待席が忙しい

私達は精一杯の笑顔（マスクをしていたけど！）

から本部の cast はヘルプ

でお出迎えをしました。


お願いします」というこ

バレーボール連盟 猪狩 ノブ

とで、まさかのリングサ
イドで金メダルの瞬間に
立会えました。
感動の嵐とともに、こ
の瞬間を若者たちと共有
できなかった事はとても
悲しいっという気持ちが交錯して涙が溢れまし
た…

ほんの少しのボランティア
やっと開催されると思っていた矢先の無観客
開催。予定されていたボランティアはなくなり、
東京2020シティキャスト運営事務局からの様々

国歌斉唱～♪知ってましたか？
君が代は自衛隊による生演奏なんです。
天辺に日の丸、何もかもが素晴らしかった！
私はこの思い出を一生忘れないでしょう。


バドミントン協会 小野原 光代

なボランティア募集に応募しましたが、ことご
とく抽選にはずれていくなか、それでも何か貢
献したいと思い「大会への応援メッセージ」
「東
京・地域の魅力発信」に目をつけました。ユニ
フォーム着用で池袋の写真を撮ったり、豊島区
内を巡って魅力を発信したり応援メッセージを
送ったりと、大会会場などでのボランティアは
かないませんでしたが、少しですが自分なりの
ボランティアを味わうことができました。


豊島区スポーツ推進委員 秋山 清美

としまテレビ【年末特 番／オリンピック・パラリンピック事業】で
インタビューを受けた 4 人！ 左から猪狩・加藤・笠井・小野原さん
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「ありがとう」の言葉から

東京2020大会ボランティアに参加して…

東京2020にバドミ

オリンピッ

ントン競技のフィー

ク・パラリン

ルドキャストとして

ピック合わせ

21日間、ボランティ

て20日間、東

アとして参加。選手

京体育館（卓

が最高のパフォーマンスで臨める様に仲間と会

球）で活動さ

場を奔走、折々に選手から「ありがとう」の言

せていただき

葉を貰った。疲れが喜びに変わり、じわっと沁

ました。活動

みる瞬間。人との繋がりと思いやりの気持ち、

内容は、FOP（Field Of Play）コート内清掃・

感謝を言葉に出す事の大切さをオリパラで学ば

ドリンク準備・選手へのコート案内・バッグ運

せて頂きました。

び・車いす補助・ボール拾い等様々ですが、選



バドミントン協会 笠井 恭子

手に近い位置で試合のサポートをしました。特
に感動したのが、選手とコーチとの信頼関係で
す。パラリンピックのクラス11は、知的発達障
害の方が参加しています。
（日本選手も銀メダル
を取りました）１本１本決まるごとにコーチの
声かけ、目で合図して、自信と心の安定を図り
ながら試合が展開されていきます。試合終了後
には、喜んだり泣いたり全身で表現していまし
た。
「スポーツの力」のすばらしさを目の前で感

東京2020オリンピック・パラリンピック
長期にわたるコロナ禍で、シティキャストを
辞退される方も多く、開催の是非さえも問われ
る大会でした。期間中３回、ダイバーシティ東
京など３カ所で活動しました。


なぎなた連盟 隠岐 あさ子

じました。また、待機休憩中には、折り紙で手
裏剣や桜を折り、海外メディアの方々にプレゼ
ントして喜ばれました。一生に一度の貴重な体
験でした。
そもそも私がスポーツに出会うきっかけは豊
島体育館です。小学生の時なにげなく行った火
曜日、卓球の個人公開指導員に丁寧に教えてい
ただきました。中学校では部活にハマりました。
体育協会に感謝しております。ありがとうござ
いました。


豊島区スポーツ推進委員（障害者指導員）



加藤 久子
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賀
豊島区長

新
高野

年

年頭のご挨拶

之夫

令和四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、新型コロナウイルス感染症によって
世界中が大きな影響を受けました。東京2020大
会は１年延期されての開催となりましたが、緊
急事態宣言が発令された厳しい感染状況のた
め、無観客により実施されました。
区立芸術文化劇場や池袋西口公園・グローバ
ルリングをはじめ、東京2020大会に向けて整備
した「23のまちづくりプロジェクト」は、オリ
ンピック・パラリンピック聖火リレーやライブ
サイトの会場として選ばれ、準備を重ねてきた
だけに大変残念でありました。
また、豊島区体育協会の皆様には、実際の活
動はできませんでしたが、オリンピック・パラ
リンピックの聖火リレーボランティアに多大な
るご協力をいただきました。改めて感謝申し上
げます。
こうした中においても、豊島区出身のスポー
ツクライミング女子の野中生萌選手やゴルフ女
子の稲見萌寧選手が銀メダルに輝くなど、豊島
区ゆかりの選手の皆さんやパラアスリートの活
躍に、私たちは感動し、夢と希望を与えてくれ
ました。今後も、スポーツ環境の向上やパラス
ポーツの普及に取り組み、「SDGs 未来都市」と
して誰一人取り残さないまちをめざしてまいり
ます。
今年、豊島区は区制施行90周年を迎えます。
引き続き、新型コロナウイルス感染症対策に全
力で取り組むとともに、オールとしまで「区制
施行90周年記念事業」を展開し、「国際アート・
カルチャー都市」として、コロナ禍で閉塞感に
包まれたまちを文化の力で元気にしていきたい
と考えております。
また、総合体育場管理棟や旧第十中学校跡地
屋外スポーツ施設につきましても、区制施行90
周年を記念した事業として、豊島区のスポーツ
の殿堂にふさわしい施設となるよう整備を進め
てまいります。
最後になりますが、豊島区体育協会の皆様の
ご活躍と豊島区のスポーツ環境の向上のために
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。

豊島区体育協会副会長

木津

美佳

明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。加盟団体の皆様に
は当協会に多大なるご協力を賜り厚く御礼申し
上げます。
一昨年に続き昨年も新型コロナウイルス感染
症の影響により体育施設の休場・休館によりス
ポーツ活動の休止や大会中止・延期が続きまし
た。スポーツを通して自身の体力維持向上、同
じクラブの仲間づくりや活動機会が少なくな
り、加盟団体の運営など皆様にはご苦労が有っ
た一年と拝察いたします。
また、昨年は東京2020オリンピック・パラリ
ンピックが開催されました。日本では1964年以
来半世紀を超えて再びの開催でした。今回は新
型コロナウイルス感染症対策のため一部の競技
を除き無観客での開催となり、残念ながら会場
で直接世界一流選手の技や息づかいを感じるこ
とが出来ませんでした。反面テレビ観戦の良い
ところもありました。各テレビ局で幅広く放映
があり、今まで放映や観戦する機会が少なかっ
た競技や新しい競技を知る事が出来ました。テ
レビ画面では選手の喜びや落胆の表情が大きく
捉えられ、競技に挑む真摯な姿や対戦選手への
思いやり、リスペクトなどが伝わり大きな感動
を覚えたオリンピック・パラリンピックになり
ました。
当協会ではこれからも新型コロナウイルスの
感染に注意しながら教室や大会を開催し、区民
の皆様が楽しむことが出来るスポーツ環境を整
えてまいります。
本年も昨年同様当協会への皆様のご理解と
ウィズコロナ対策へのご協力を賜りますようお
願いを申し上げ、新年のご挨拶とさせていただ
きます。

令和4年
（2022年）
１月14日
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賀

豊島区文化商工部長

新
小池

年
章一

新年あけましておめでとうございます。
皆様方におかれましては、良い年をお迎えに
なったことと、心よりお慶び申し上げます。
日頃より、服部浩久会長を中心とする豊島区

表彰されました
東京都功労者表彰（都知事表彰）
スポーツ振興功労

服部 浩久
豊島区体育協会会長

体育協会の皆様には大変お世話になりまして、
誠にありがとうございます。この場をお借り
し、深く御礼申し上げる次第です。
昨年は、新型コロナウィルス感染症の影響に
より、スポーツ大会のみならず様々なイベント
が延期・中止となりました。また、新型コロナ
ウィルスの厳しい感染状況を受けて、オリン

東京都スポーツ功労賞
スポーツ功労者
清水 俊雄
ソフトボール協会会長

ピック・パラリンピックの聖火リレーやライブ
サイトは中止され、東京2020大会も無観客での
開催となりました。
しかし、コロナ禍によって閉塞感に包まれた
中においても、世界のトップアスリートの活躍

スポーツ功労団体
キンボールスポーツ連盟
（会長：矢島 富美）

は、多くの人々に感動を与えました。特に、豊
島区出身のスポーツクライミング女子複合の野
中生萌選手とゴルフ女子の稲見萌寧選手が銀メ
ダルに輝いたことは大変うれしいニュースでし
た。
今年は、区制施行90周年です。記念式典をは
じめ様々な記念事業をオールとしまで展開して

豊島区功労者表彰
教育功労
海老原 孝
剣道連盟会長

まいります。さらに、総合体育場管理棟の改築
に向けた検討や旧第十中学校跡地の屋外スポー
ツ施設の整備などスポーツ施設の充実に向けた
取組みが本格的に始動いたしますので、体育協
会の皆様と意見交換しながらすべての人が安心
して快適にご利用いただける施設整備を進めて
まいります。

東京都体育協会表彰
生涯スポーツ功労者
佐藤 彰
水泳連盟理事

結びになりますが、今後もスポーツ・レクリ
エーションを通じ、明るく活力ある地域を築い

生涯スポーツ優良団体

ていけるよう、豊島区体育協会の皆様の一層の

バドミントン協会

ご活躍とご協力を賜りますようお願い申し上げ
まして、初春のご挨拶を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。

（会長：千葉 健夫）
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令和３年度

定

豊島区・新任紹介
文化商工部長

期

総

会

令和３年５月28日、令和３年度豊島区体育

小池

章一

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IKE・Bizとしま産業振興
プラザ多目的ホールで開催することになって

学習・スポーツ課
係長

鎌田

泰弘

いましたが、昨年度同様、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の観点から、出席者を最小
限とした総会となりました。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、委任状を提出していただいた方は74名で

新事務局員紹介
事務局員

した。

佐々木

肇

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２年度事業報告、決算報告、監査報

豊島体育館新支配人

告が行われました。続いて、令和３年度事業
計画案、予算案が承認され、五つの議案は原
案通り決定されました。

支配人

島田

裕介

令和3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
稲田暢文（弓道連盟）
、針貝昌男（軟式野球連盟）
、齋田豊喜（軟式野球連盟）
、須田勇（軟式野球連盟）
、
鈴木彰子（水泳連盟）
、
田中秀治（ソフトテニス連盟）
、
川上秀美（バレーボール連盟）
、
川崎明子（バレーボー
ル連盟）
、
井戸和彦（剣道連盟）
、
笠井恭子（バドミントン協会）
、
小池英利奈（バドミントン協会）
、
布村洋子（陸
上競技協会）
、加藤弘志（サッカー協会）
、髙野久米治（少年野球連盟）

令和4年
（2022年）
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令和4年度予算要望書を
高野区長に提出
令和３年10月14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4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、小池章一文化商工
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

（幻の）第74回都民体育大会結団式
第74回都民体育大会が開催されるのか否か、
東京都体育協会でも検討されている中、縮小し
た結団式の開催を決定しました。当日４月23日
（金）
、豊島体育館2階会議室での出席者は何と
も寂しく、区と体協で総勢７名（例年は130名、
於 IKE・Biz 多目的ホール）
。長澤課長から小林
副会長・専務理事（団長）へ「団旗」が授与さ
れました。しかし、都民体育大会は中止となり、
かくして幻の結団式と相成りました！残念ッ。

務理事、吉波・木津・久保副会長が出席。
服部会長から、区制施行90周年にあたる来年
度には感染予防に十分配慮した上で、節目の年に
ふさわしい体育協会の事業を実施していきたいと
決意を述べました。
一方高野区長は、総合体育場管理棟の改築計
画を確実に進め、イケ・サンパークや建設中の東
京国際大学とも調和のとれた施設にしていきたい
との抱負を語られました。

第74回都民体育大会
豊 島 区 代 表 選 手 団〈結 団 式〉
主催/特定非営利活動法人豊島区体育協会 共催/豊島区
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～令和 3（2021）年

コロナ禍での大会開催状況～
令和３年12月10日現在

大

会

競技団体（競技）
弓

道

連

盟

第74回・第75回
豊島区
都民体育大会
レディース・
派遣
スポ・レク大会

第74回・第75回
都民体育大会
豊島区予選会

第74回・第75回
都民体育大会
強化

開催日

開催日

開催日

3月7日㈰

中止

中止

中止

中止

中止

中止

軟 式 野 球 連 盟 8月1日㈰～9月5日㈰

中止

卓

球

連

盟

水

泳

連

盟 第75回

中止

中止

第75回

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

7月4日㈰

10月31日㈰

R4年2月13日㈰

中止

10月24日、31日㈰
4月～7月、3月
11月3日
（祝）
6月20日㈰

中止

10月24日、
12月5日㈰

R4年1月16日㈰

中止

中止

10月24日㈰

ソ フト テ ニ ス 連 盟

4月11日㈰

中止

中止

中止

10月3日、
10日㈰

11月7日㈰

中止

7月25日㈰

バレ ー ボー ル 連 盟

中止

中止

中止

6月7日、21日、
7月26日㈪

中止

11月8日㈪､13日㈯、
20日㈯、12月5日㈰

中止

中止

柔

会

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

盟

中止

中止

中止

中止

R4年1月9日㈰

剣

道
道

ス キ ー

連
協

会

第75回

6月27日㈰

中止

11月21日㈰

中止

ソ フト ボ ー ル 協 会

4月18日㈰、
29日
（祝）

中止

中止

6月27日～
7月11日㈰

10月3日、
10日㈰

R4年3月6日、
13日、20日㈰

中止

バド ミント ン 協 会

中止

中止

中止

6月6日、
7月11日㈰

11月3日
（祝）

R4年1月23日㈰、
2月11日
（祝）

中止

中止

第74回 駅伝

陸上競技・駅伝

陸 上 競 技 協 会

中止

中止

中止

バスケットボール協会

中止

中止

中止

中止

11月3日
（祝）～
R4年2月23日
（祝）

中止

サ ッ カ ー 協 会

中止

中止

中止

中止

5月2日㈰～
7月11日㈰

中止

ア ー チ ェリー 協 会

1月10日、2月7日、
3月7日㈰

中止

中止

7月4日㈰

10月3日㈰

11月7日㈰

中止

ローラースケート連盟

中止

中止

テ ニ ス 連

中止

中止

6月12日㈯

9月5日㈰～
11月14日㈰

11月23日
（祝）

中止

盟 4月４日、１８日㈰

少林寺拳法連盟
な ぎ な た 連 盟

11月27日㈯
3月7日㈰

中止

中止

中止

10月10日㈰

12月5日㈰

少 年 野 球 連 盟

7月22日（祝）
～9月4日㈯

中止

ラ グ ビ ー 協 会

4月17日、7月3日、
7月24日㈯

空 手 道 連 盟

3月20日㈯

中止

中止

7月11日㈰

ボ ウリン グ 連 盟

3月20日㈯

中止

中止

クレ ー 射 撃 連 盟

3月27日㈯

中止

中止

6月19日㈯

ダンススポーツ連 盟
協

会 第75回

合 気 道 連 盟
キンボールスポーツ連盟
空

道

協

会

10月31日㈰

中止

レ スリン グ 協 会

ゴ ル フ

11月20日㈯

中止

第75回
9月29日㈬

第75回
10月13日㈬

9月18日㈯

11月20日㈯

10月23日㈯

中止

中止

11月28日㈰

中止

中止

中止

中止
中止

7月11日㈰

11月10日㈬

中止

令和4年
（2022年）
１月14日
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軟式野球連盟
コロナ禍の影響
通常、グラウンドの利用時間が最後20時30分
であったところ、コロナによる緊急事態宣言によ
り30分短縮となり、当連盟は多大な影響を受けま
した。５リーグの状況は次の通りです。
□東連リーグ：１試合の時間が本来２時間のとこ
ろを１時間45分で行いカバーした。
□豊島リーグ：同様に緊急事態宣言中は１時間45
分に短縮して試合を行った。尚、４・５・６月
は打合せ会場が確保できず中止とした。
□社 会人リーグ：全試合18時30分～20時30分の
ため、緊急事態宣言中は試合を行えず、４月が
一日のみと、その後９月末まで試合をまったく
行えなかった。
□商工リーグ：朝６時～８時の試合のため例年通
り実施できた。
□タクシーリーグ：平日の午前中の試合のため例
年通り実施できた

常任理事 伊藤 保

なぎなた連盟
世界史に残る出来事に翻弄され続けた２年間、
各種大会は軒並み中止となるばかりか、日々のお
稽古さえままならなかったことを思い出す。後に
制限付きながらもお稽古が再開出来たときにはし
みじみと日常の有難さを感じ、同時に安全に運営
するには多くの不自由が伴うことを知った。
当連盟はお稽古前後に床などを消毒、参加者の
毎回の検温は当然行ったうえで各回の参加者数の
制限のため時間による入れ替え制をとるなどの工
夫をした。小中学生は友達同士でどうしても近
づいてお話がしたくなるのを、指導者が「離れ
て！」と目を光らせていた。なぎなたは元々お互
いが一定以上の距離を取りながら行うため、接触
または近距離で技を鍛錬する他の武道とは違うと
ころは幸いであった。が、防具をつけての試合稽
古はマスク着用に加えて面にフェイスシールド装
着がマストとなり、夏場のお稽古時には酸欠プラ
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ス熱中症といった新たな心配もあった。指導者や
施設管理者が通常の安全配慮に更なる気配り、目
配りがあってこそ我々がお稽古を続けることがで
き、感謝感謝。
さて新しい年はどんな１年になるのだろうか。
2019年以前と同じ毎日が送れる様になるとは考
え難いが、せめてお仲間と普通の距離でお話でき
るようになり、工夫しながら何らかの形で大会が
行われることを望む。至近の小さな目標を持ちな
がら下手くそなりにお稽古を続けるモチベーショ
ンとご褒美は大事にしようと思う。

豊島区スポーツ少年団団長 久保 厚子
2021年 豊島区なぎなた大会
秋麗な中、10月10日に豊島区なぎなた大会を
開催いたしました。
９月20日に各教室を担当しております指導の
先生方とミーティングを行い、競技内容を協議い
たしました。
新型コロナ感染防止対策として、家での体温・
体調チェック、体育館到着後、出入口に消毒液で
手指消毒・ペーパータオル・使い捨てビニール手
袋を用意。
当日、選手に事前に、紅白たすき・防具の面に
つけるプラスチックのマウスガードを配付、審判
員各人に、紅白の審判旗を先に渡しました。
久しぶりの大会であり、感染防止の観点から、
防具着用での競技の割合を少なくし、その分、演
技競技を多めに計画。
昼休みは、密にならないよう会議室を３つと観
覧席の利用といたしました。
午前中は、演技競技を行い、しかけ応じ一部二
部というように、行う本数を変えて、１人が２種
目参加し、なかなか好評でした。（選手は、白の
不織布マスクを着用）
全日の形の部を設け、新たな試みに挑戦。
午後は、打ち返しの基本打突の部や試合を行い
（団体戦は見送り）、個人試合（通常２分の所、
今回、１分半、判定）と小手・脛当て着用の打突
の部を行いました。
マスク越しの選手達のまなざしは、緊張をしつ
つも、とても嬉しさに満ち溢れており、開催でき
てよかったなぁと感じました。

理事 常磐 珠臣
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少林寺拳法連盟

バドミントン協会

本年度から開始した月１
回の少林寺拳法合同練習
会には、毎回十数名程の拳
士が参加し、有意義な修練
となっております。〈第１
回４月10日、第２回７月10
日、第３回８月７日、第４回９月11日、第５回10月
16日〉＊５月６月は練習会を自主中止。
修練における感染対策としては、事前健康管理
チェック・手指消毒・マスクを徹底しながら修練し
ております。
９月19日には、としまTVの生放送に出演し、
少林寺拳法を紹介させていただく機会を頂きまし
た。その後、未経験の方からの見学希望のお問い
合わせもございました。加えて、修練活動の様子
を写真や動画で記録することでSNS等の広報に活
用し、輪を広げていきたいと思います。そして、今
後、活気ある成長した道場の様子を取材いただけ
るように邁進します。11月27日には、種目別大会
として、演武会を実施いたしました。

総務課 川島 佑斗

バドミントン協会では昨年、今年とコロナの影
響でかなりの試合が中止となりました。
それでも世の中の状況を考慮しながらいくつか
の試合を実施してきました。2020年度は男女団
体戦やグランドシニア大会、秋季区民大会などで
す。開催に際しては午前午後の入れ替え制、試合
前の検温、手指の消毒、使用した体育館設備の消
毒は一試合ごとに行い感染防止に努めました。
不要不急の外出禁止、体育館施設の使用中止
と、練習もままならない状況ではありましたが久
しぶりの試合に参加者の皆さんは勝負に一喜一憂
しながらも楽しい時間を過ごす事が出来たようで
す。しかし体育館への入場制限があり特に団体戦
などでは他のチームを応援したりすることが出来
ず寂しく感じました。また学生のデビュー戦にご
家族の応援を禁止しなければいけなかったりと切
ない思いもありました。
オリ・パラ2020では多くのバドミントン選手
の活躍を見ることが出来、メダルも獲得していま
す。コロナ禍が収束して豊島区の老若男女もまた
練習に試合にと汗を流し楽しみながら活躍出来る
日が来ることを願っております。

副理事長 本吉 裕子

バレーボール連盟
バレーボール連盟は、昨年令和２年度に創立70
周年を迎えました。本来であれば、令和３年２月
に盛大に周年行事を行う予定でしたが、ご存じの
通り新型コロナウィルス感染症により記念式典は
延期され、その後中止となりました。
そして令和３年度になり、各大会開催の希望を
持ちながら準備を進めて来ては直前で中止…との
苦渋の決断をせざるを得ない状況が続きました。
連盟会員の皆様も普段の練習も出来ず、普段の生
活面でも色々と制限があり、ストレスは貯まる一
方…。
そんな中、一年遅れですがせめて創立70周年記
念誌は発行しようと理事会で決定され４月に記念
誌委員会を立ち上げました。
掲載するチーム紹介の記事に関しても練習がな
いため集まる機会もなかなか持てず、苦労したと
聞いていますが、楽しい個性的なものが揃いまし
た。掲載内容に関しても新しい試みをするなど、
後々読んでいて楽しい記念誌を目指しました。
10年前の記録を辿るのもとても大変なことで
すが、それに加え緊急事態宣言が発令されている
中、会議室に制限があったり時間が足りなかった
りと、困った！大変！の連続でした。昨秋、無事
発行いたしました。
最後に記念誌発行にあたり、色々とご協力いた
だきました体育協会の皆様、祝辞をご寄稿くださ
いました服部会長、本当にありがとうございまし
た。

総務部 川崎 明子

ゴルフ協会
記念大会を終えて
コロナウイルス感染症が
日本に上陸してから、２年
余りになります。
その為に中止を余儀なく
されていたコンペですが、
先送りになっていたゴルフ協会創立25周年記念
大会が、やっと！令和３年９月29日鳩山カント
リークラブで開催されました。88名、22組、待
ちに待ったゴルフ愛好家の方々、大集合です。懐
かしい顔、顔、顔、笑みが零れます。
話ができるのは朝の
チェックイン時と、スコ
ア―提出時のみで、表彰
式も何もない、ただプ
レーするだけの大会でし
た。朝７時58分、一組目
がアウト、イン同時スタート。“みんな楽しそ
う！”入賞者への賞品は後日郵送致しました。
ようやく実現した２年ぶりの大会、開催に当た
り、準備から当日迄、多くの方にお手伝い頂きま
した。秋晴れの１日、素晴らしい、楽しい大会が
開催出来ました事、心より厚く、お礼申し上げま
す。ありがとうございました。

理事長 小林 幸栄
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ソフトボール協会

ダンススポーツ連盟

令和３年度の年間予定
３月（令和２年度)：
種目別選手権大会：感染防止の為、中止
４月：都民体育大会豊島区予選会：開催
５月：都民体育大会（本大会)：
感染防止の為、中止
６月：レディース・スポ・レク大会：開催
９月：秩父市親善交流大会：中止
10月：豊島区民体育大会（区長杯)：開催
上記大会の中止の
内、秩父市ソフトボー
ル協会への登録チーム
がなかった為、今年度
は中止と成りました。
その他３大会は、
「コロナウイルス感染
拡大予防ガイドライン」等を遵守し、無事に大会
を終了いたしました。

会長 清水 俊雄

「コロナ禍におけるサークル活動」
新型コロナで会場が使用できず中止している期
間もありましたが、令和３年６月からは緊急事態
宣言の中でも夜８時までは使用可という所での
サークル活動はできています。ですが感染防止を
考え今までの様にはいきません。組んで練習する
ことが許されていない会場もあり、通常とは違う
活動になっています。今までと違うメニュー“踊
れる身体を作るダンスエクササイズ”、そして主
にシャドウ練習をやっています。シャドウは、男
性が右足前進なら女性は左足後退…という様なそ
れぞれ自分の足型を踏みます。シャドウは、なか
なか難しいものです。相手のコネクションをかり
ずしっかり立つ、ピクチャーポーズを作る、男性
は決まった角度を取ってルーティン通りに踊る
等、頭を使いながら体を動かす。まさにフレイル
防止にぴったりです。なかなか普通に踊れなくて
も体を動かす大切さを思
い皆よく参加しています。
８月13日にはとしま
テレビに出演し、シャド
ウ練習の動画をとしまテ
レビさんに撮っていただ
き、それが紹介されまし
た。早く二人で組んで踊
れる日が来るのを祈るば
かりです。

会長 西倉 早余

◉賛助会員紹介◉
豊島区体育協会の目的に賛同され、令和 3 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
■アシックススポーツファシリティーズ株式会社
■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
■株式会社ヤマダデンキ LABI １日本総本店池袋
■他 2 社
◇個人会員
岡﨑紘二、柴田秀孝、林義子、柳田好史

（五十音順、敬称略）

▽編集後記▽
昨年はコロナ禍に振り回された一年でした。例年続けてきた大会を中止した団体も多かったと思いま
す。また大会を開催しても、会社の意向や自身でコロナウィルス感染防止のために出場を取り止めた例も
多かったと聞いております。今年はぜひ以前の状態に戻れるよう祈るばかりです。


（T・I）
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住み慣れた我が家で一人一人のニーズに合わせた
選択的介護を提供

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）
・移動支援
・自費サービスもあり

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

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！

（受付時間 ９：００～１７：００）

発達支援相談室池袋
作業療法士、言語聴覚士、公認心理師、元教員が相談、支援に当たりますのでご安心ください。
スタッフ全員、都内小学校にて巡回相談をしておりますのでお気軽にご相談ください。

発達を徹底的にサポート！
http://hattatusoudan.co.jp

・人とのコミュニケーションがうまく取れない。
・学校の黒板、ノートを上手く書き写せない。

TEL/FAX03-5955-446６

・手先の不器用さ、体を動かすのがなんとなく

（受付時間10：00～17：00）
170-0013

豊島区東池袋1-44-8-2Aパークサイドビル

ぎこちない。
・相手の話を正しく理解できない
・落ち着きがない・・・・など

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

9：00 ～ 22：00

スナック

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

～各種ご宴会を承ります～
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〒１３５‐００１２ 東京都江東区海辺15-5 サークルキューブ海辺109
TEL.03（6666）3317 FAX.03（6666）3318

「ペガーボール」って知ってますか？
小さなお子様からご年配まで、障害があってもなくても
誰もが楽しめるスポーツです。豊島区ペガーボール協会も活動中です。
ぜひ、一度体験してみてください。お問い合わせはこちらまで！

一般社団法人日本ペガーボール協会
東京都千代田区神田小川町２－２－２小川町Ｂ５ビル９Ｆ
☎ ０３－５５７７－７８９５（担当：原田）

◇ 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

14
●

令和4年（2022年）１月14日

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
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ















認証取得              
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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
●学
●スポーツ用品全般販売
●運動場施設・設計施工修繕
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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

h�ps://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
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剣道連盟

ただ今、生放送中
当日の感想編

クレー射撃連盟
平成３年９
月18日、 豊 島
情報スクエア
に出演させて
い た だ き、 当
団体の国体優
勝実績のある
会員や練習風
景など紹介さ
せていただき
ました。MC 遠
山梓さんや親
切なスタッフ
に助けていた
だ き な が ら、
「 技 術 向 上・
事故防止に努めながら会員間の親睦の盛んな団
体」であることを楽しく紹介できたと思います。

会長 小池 武次

理事 澤田 恵

空道協会
今回の放送
でアピールし
たのは、社会体
育としての取
り組みです。東
京都体育協会
か ら「 生 涯 ス
ポーツ優良団
体」として表彰されたことや、2026年青森国体
にデモ競技として参加すること等を番組に盛り
込みました。出演した世界チャンピオンの清水
亮汰選手の空道の実演、テンポ良い語り等が制
作陣から好評で、次回は是非、彼自身に焦点を
当てた番組を企画・制作したいとまで言っても
らえました。

理事長 牧 登

オリンピックの
興奮冷めやらぬ８
月12日、剣道連盟
の紹介番組で豊島
テレビにお世話に
なりました。
当連盟は初めて
でしたので、どうなるものかと心配でしたが、
審査会・稽古会の VTR を撮ってあったので、進
行は楽でしたが、時間の制約で予定していた PR
ができませんでした。次回はしっかりと PR し
たいと思います。

副会長 鯨井 久芳

少林寺拳法連盟
この度は、貴重
な広報の機会をい
ただき、有難うご
ざいました。
SNS 等 で も 映
像を活用させてい
ただきながら、少林寺拳法の普及推進を図り、
近い将来に活発な道場の様子を取材していただ
けるように精進して参ります。
としま TV 様、豊島区体育協会様、関係各位
へのお礼を申し上げます。

総務課 川島 佑斗

ダンススポーツ連盟
今回の放映にあ
たりディレクター
の川崎様には大変
お世話になりまし
た。打合せの中「動
画が欲しいです
ね」という話があ
り「 な い な ら 撮 り
に行きましょう」
と言って下さり川
崎様のワクチン接
種日にもかかわら
ず午後小型カメラ
持参でシャドウ練
習、競技の正装でのワルツ、ルンバの踊りも撮っ
て頂きました。放映日にはダンススポーツの一
端をお伝えできたかなと思います。

会長 西倉 早余

