
 SPORTS  KAWASAKI12

2021年５月７日 発行

川崎市スポーツ協会広報委員会

（株）アサヒプリンティング

編集

印刷

111

発行 公益財団法人  川崎市スポーツ協会

〒211-0051 川崎市中原区宮内4-１-2

☎　044-739-8844

FAX044-739-884８

http://kawaspokyo.jp

ユニフォームなど、ファンにとっては垂涎物のグッズが並んでいました。
　コロナ禍がなかなか収まりを見せないこの時期ですが、川崎の２チー
ムの天皇杯優勝が重なったコラボ企画が実現しました。家族連れや友達
同士とみられる人々が展示物を指さしながら楽しそうに会話をしている
のが印象的でした。
　このコーナーは残念ながらすでに終了しましたが、こんなスポーツ博
物館があったらなと夢が広がりました。

 JR川崎駅北口通路には、川崎フロンターレに関する
多くのパネルが時々テーマをかえ展示されています。
　記事の中でも紹介しましたが、川崎ブレイブサン
ダースが天皇杯に優勝したことから、この通路に、大
きな横断幕とともに新たなコーナーが設けられました。
市内の公共施設などに置かれていて、すっかりおなじ
みになったニック・ファジーカス選手の等身大パネル
とともに、実際の試合で使用されたシューズや選手の
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記

■■広報誌「スポーツかわさき」はtotoの助成を受け、年間３回３万部を発行しスポーツ情報を広く発信しています。

天皇杯に優勝した川崎ブレイブサンダース ©KAWASAKI BRAVE THUNDERS
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令和３年度（公財）川崎市スポーツ協会 賛助会員加入のお願い

　次のスポーツ店では、

学校体育用品からスポー

ツ用品全般を取り扱って

います。

　ぜひご利用ください。

●令和2年度　賛助会員追加

　110号では令和２年11月25日までに加入された団

体・個人のお名前を掲載しました。今号では11月26

日以降に加入された方のお名前を掲載します。

【個人会員】 敬称略 3,000円以上

　　　大日方雄三　　　中野　敏雄　　　小林　光明

　　　鈴木　茂樹　　　丸山　　聡　　　吉田　伸一

　　　高田　彬成

年会費

【個人会員】 １口    3,000円

【団体会員】 １口  10,000円

賛助会費は、川崎市民のスポーツ振興のため、当スポーツ協会

が主催し、各種目団体が主管する大会の事業資金となります。

本誌「スポーツかわさき」を毎号お届けします。

●

●

※賛助会費は、確定申告時に寄付金として控除が受けられるようになりました。

　法人企業におかれましても一般損金算入とは別枠で算入が認められます。

　（発行されました領収書は保管しておいてください）

㈱三愛スポーツ
㈱カワブチスポーツ
㈱アイダスポーツ
㈱フジスポーツ
㈱グリーンスポーツ
㈱ミキスポーツ
㈱エスケースポーツ

☎333-7819
☎511-1615
☎533-8411
☎711-0505
☎854-3311
☎822-8885
☎987-0007

ご協力いただいているスポーツ店のご案内
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公益財団法人川崎市スポーツ協会この広報誌はスポーツ振興くじ助成を
うけています
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小さな掛金、大きな補償

令和2年12月作成　20-TC06924

〈引受幹事保険会社〉
東京海上日動火災保険株式会社
担当課 公務第2部 文教公務室

〈共同引受保険会社（令和3年4月予定）〉
あいおいニッセイ同和  共栄火災  損保ジャパン  大同火災  東京海上日動  日新火災  三井住友海上  AIG損保　  0120-233-801

（平日9：00～17：00）

※事故の日からその日を含めて180日以内の死亡、後遺障害、入院、手術、
通院が対象となります。

※上記に加え、賠償責任保険、突然死葬祭費用保険も付帯されています。

加入対象者 補償対象となる団体・グループ活動

子ども

加入区分・掛金

（中学生以下）

全年齢

大人
（高校生
以上）

※特別支援学
校高等部の
生徒を含む 上記団体活動に加え、個人活動も対象

死亡保険金 ： 2,000万円
後遺障害保険金 ： 3,000万円（最高額）
入院保険金 ： 4,000円 /1日
通院保険金 ： 1,500円 /1日（30日限度）

スポーツ活動

スポーツ活動（指導・審判を含む）

危険度の高いスポーツ（指導・審判を含む）

※スポーツ活動中の事故は補償の対象外です。

※A2区分で対象となる活動も補償されます。

※右記年齢の判断は、｢令和3年4月1日｣と｢掛金
の支払い手続きを行う日｣のいずれか遅い日の
年齢を基準とします。

文化活動 ボランティア活動 地域活動

文化活動 ボランティア活動 地域活動
準備・片付け・応援・団体員の送迎

年間掛金
（1人当たり）

A1

AW

A2

D

800円

1,450円

1,850円

1,200円

800円

11,000円

C
64歳以下

B
65歳以上

対象となる事故

保険期間

団体・グループ活動中の事故 / 往復中の事故

令和3年4月1日午前0時から
令和4年3月31日午後12時まで

補償内容は、加入区分によって異なります。
詳しくは、ホームページなどをご覧ください。

補償内容

加入区分

A1、C、A2区分
の場合

例 傷
害
保
険

 4 名以上の団体・
グループで

ご加入ください。

 4 名以上の団体・
グループで

ご加入ください。

この広告はスポーツ安全保険の概要についてご紹介したものです。ご加入の際には、必ず「スポーツ安全保険のあらまし」および「重要事項説明書」をよくお読みく
ださい。詳細は保険約款および特約書によりますが、ご不明の点がございましたら（公財）スポーツ安全協会または東京海上日動火災保険（株）までお問い合わせ
ください。

検索スポーツ安全保険保険の詳しい内容、資料の請求は、ホームページをご覧ください。
ご加入はインターネットからのお手続きが便利です。

045-311-0653(代表)　神奈川県支部
電話受付時間 午前9時～12時 午後1時～5時（休業日：日曜日、月曜日、祝日、年末年始、その他県立スポーツ会館の臨時休館日）

年間掛金には、制度運営費（10円）が含まれます。

A5_sports

第２弾 令和２年12月28日（日）第１弾 令和２年11月29日（日） 第３弾 令和３年３月27日（土）

KaJACによる陸上教室（とどろきアリーナ） 世界記録に挑戦（中原小） 速く走るための陸上教室（宮内小）

2021年度　スポーツイベントカレンダー

５月

８土　こども相撲大会　　　　　　　　　　 【富士見公園相撲場】

６月

26土　(公財)川崎市スポーツ協会表彰式　
【橘高等学校マルチホール】

７月

24土　学童泳力記録会　　　　　　　　　　 【橘高等学校プール】

８月

１日　スケート＆アイスホッケー体験教室　
【横浜銀行アイスアリーナ】

９月

28火～11/２火　初心者なぎなた教室　　　   【とどろきアリーナ】

11月

21日　川崎国際多摩川マラソン大会　　　　 【等々力陸上競技場】

12月

12日　市長杯サッカー大会　 　　　　　【等々力第1・2サッカー場】
10金～12日日　2021川崎トランポリンジャパンオープン   

　　　　　　　　　【とどろきアリーナ】
26日　バスケットボールフェスティバル 　　 【カルッツかわさき】 

２月
未定　スケート＆アイスホッケー体験教室

　　　　　　　　　　　【横浜銀行アイスアリーナ】

３月

20日　2022多摩川リバーサイド駅伝in川崎
　　　 第22回川崎市高等学校駅伝大会　　　   【古市場陸上競技場】

　いつからでも参加できるワンコイン（500円）スポーツ教室は、月曜日（祝日、年末年始を除く）に下記の種目を通

年開催しています。健康維持のため、生活の中に運動する時間を設けましょう。この教室は事前申し込みは不要ですの

でどうぞお気軽にご参加ください。※新型コロナウイルス感染症の状況により開催日程が変更になる場合があります。

■川崎港湾福利厚生協会　桜本センター
　所 在 地：川崎区桜本１－２－29

　アクセス：JR川崎駅東口よりバス利用の場合

　        　 　臨港バス７番乗り場　川23系統「大師行」 

　　　　　　 　        ８番乗り場　川22系統「三井埠頭行」

　        　 　いずれも「四つ角」下車 徒歩５分

             
■問い合わせ　電話⇒044－739－8844　川崎市スポーツ協会（平日８：30～17：00）　　　　　

掲載したイベント等は新型コロナウイルス感染症の状況等によって、変更になる場合があります。
開催の可否については、お問い合わせください（☎044-739-8844　川崎市スポーツ協会）

※その他に、川崎市スポーツ協会の加盟団体が主管しているスポーツ大会が年間を通じて開催されます。

ワンコインスポーツ教室のご案内桜本センター

リフレッシュヨガ

　ゆっくりとした深い呼吸をしな

がら、基本的なヨガのポーズで身

体を調整していきます。柔軟性の

向上や筋力アップ、ストレス解消

にも効果的です。週初めの月曜の

朝にヨガで身体を整え、開放感も

得られます。

　・時間　10：30～11：30

　・講師　斉藤　篤子

リンパストレッチ

　リンパの流れがよくなるスト

レッチとセルフマッサージを行い、

自律神経を整え代謝のよい身体づ

くりを体験します。家事の合間や

職場での休憩時間にも手軽にでき

るマッサージを学びましょう。

　・時間　13：00～14：00

　・講師　池田　由美

やさしいフラダンス

　ストレッチやデュアルタスク

（身体と頭を同時に使う）等を取

り入れ、基本からしっかり楽しく

レッスンします。初めての方でも

癒されながらフラダンスの魅力を

体験できます。

　・時間　14：30～15：30

　・講師　大堀　千春

会場周辺の地図

　かわさきスポーツドリーマーズが設立されてから令和２年で10周年を迎えました。いくつかの記念イベトを

企画していましたが、新型コロナウイルス感染症が蔓延したため規模を縮小しての事業となってしまいました。

　陸上教室は、藤崎小・百合丘小・中
原小を会場にして、100ｍ世界記録（９
秒58）・走り幅跳び（8.98ｍ）の世界
記録に挑戦しました。約150名が参加。
　サッカー教室は、東住吉小で基礎技
術を学び、チーム対抗戦を行いました。
　バスケット教室は、中原小でチーム
対抗戦で優勝を目指しました。約250
名の子どもたちが汗を流し、ゲームを
楽しみました。

　KaJACが指導者としてとどろきア

リーナ（メイン）で陸上教室（小学生

160名）、同じフロアーでAC等々力の

指導者がサッカー教室（小学生40名）

を行いました。コロナウイルス感染予

防の対策を十分行い、みんなで10周

年をお祝いすると共に多くの仲間と交

流を深めることができました。

　スペシャル第３弾は、「速く走れる

ための陸上教室」として、宮内小のグ

ラウンドで、高田彬成先生（帝京大学

教授、前文部科学省教科調査官）を講

師に、約130名の子どもたちが、陸上

運動の楽しさを味わいながら、速く走

れるためのコツを学びました。



受賞者一覧
〈敬称略〉

　神奈川県では、県の体育・スポーツの振興に功

績のあった個人や団体、スポーツの競技大会で優

秀な成績を収め、スポーツ水準の向上に功績の

あった個人や団体を「神奈川県体育功労者」及び

「神奈川県スポーツ優秀選手」として表彰してい

ます。この度、令和２年度の「神奈川県体育功労

者」及び「神奈川県スポーツ優秀選手」が決定し

ました。川崎市から３名の方が体育功労者として表

彰されましたので紹介します。

　神奈川県バレーボール協会、川崎

市バレーボール協会の要職に就き、長年にわたりバレー

ボールの普及と競技力向上並びに組織の発展に貢献され

ました。学校退職後は川崎市スポーツ協会の事務局長と

して各競技団体と協力し、スポーツの普及振興発展に寄

与しました。現在は川崎市バレーボール協会の会長として、

バレーボール教室等の指導で、児童・生徒・大人の競技

力を向上させ、広く普及活動を行っています。市のこど

も体力の向上や成人の健康と体力の保持増進のため、

NPO法人のスポーツ事業も行い、地域活性化に努めて

います。

　川崎市スポーツ協会では、夏休みに教室を開催する方向で調整しています。対象は小学生以上で、大人の方の参加も

歓迎です。この機会に親子でチャレンジしてみませんか。

●日　程：８月１日（日）

●時　間：未定（午後または夜間の時間帯）

●会　場：横浜銀行アイスアリーナ（神奈川スケートリンク）

　　　　　ＪＲ京浜東北線東神奈川駅下車　徒歩５分　

　　　　　東急東横線　反町下車　徒歩５分

●種　目：Ａ スケート（初めての方、少し滑れる方対象）

　　　　　Ｂ アイスホッケー（スケートで自由に滑れる方対象）

●参加料：2,600円（保険料・貸靴代含む）

●指　導：神奈川県スケート連盟　川崎市スケート協会

●申込み：往復はがきに参加者の氏名・年齢・住所・電話番号を記入してスポーツ協会あてにお送りください。

　　　　　※１枚のはがきで６人まで申込みができます。参加者全員の氏名と年齢を記入してください。

●送り先：〒211-0051 川崎市中原区宮内４－１－２　公益財団法人川崎市スポーツ協会

●締切り：７月５日（月）

※新型コロナウイルス感染症の影響等で変更になることがあります。その際は当協会ホームページでお知らせします。

神奈川県体育功労者表彰  受賞者紹介

五島　三津雄 様
川崎市バレーボール協会会長

特定非営利活動法人かわさき

　　　スポーツドリーマーズ理事

　平成5年から神奈川県アイスホッ

ケー連盟の理事として組織運営に多大

な功績を残すと共に、公認審判員として競技力向上に寄

与しました。川崎市スケート協会の理事及び理事長とし

て、組織の発展に尽力すると共に、市民向けの教室を毎

年開催するなど、競技の普及と発展に大きく貢献しまし

た。現在も競技の楽しさを伝えるため、横浜銀行アイス

アリーナを会場に、小学生から大人を対象とした市民ス

ケート教室やアイスホッケー体験などの開催運営に力を

発揮されています。

有田　典生 様
川崎市スケート協会理事長

　長年にわたり、川崎市山岳協会や神

奈川県山岳連盟の重要な役職を担い、

山岳競技の普及振興及び安全指導に卓越した業績を残さ

れました。川崎市山岳協会の役員として、市民登山、市

民ハイキングの実施に長く携わり、広く市民の体力向上、

健康増進に寄与されました。また、神奈川県山岳連盟の

役員として、神奈川県立山岳スポーツセンターの活動に

も関わり、安全配慮や技術指導にも尽力しました。

矢幡　明樹 様
川崎市山岳協会会長

神奈川県山岳連盟代議員

令和 2 年度

スケート＆アイスホッケー　体験教室

　子どもたちの食育や生活習慣の改善を目的とした「食

育推進コンテスト」（川崎市PTA連絡協議会主催）表彰

式が１月13日に高津市民館で行われました。

　小中高校生などが、お弁当のアイデアを出すこのコン

テストには市内の小・中・高等学校・PTA等から261作

品の応募がありました。

　スポーツ協会は毎年この取り組みに協力しており、昨

年11月に行われた審査会では、お弁当のコンセプトや

栄養面、食材やスタミナなどに着目して審査をしました。

魚をかたどった楽しい作品や、ボリューム満点の作品に

さまざまな工夫がうかがえました。

食育推進コンテストの表彰
川崎市PTA連絡協議会主催

川崎市スポーツ協会会長賞　受賞作品

堀越　萌々３年向小学校

菊野　紫織３年宮前平中学校川崎市
教育委員会賞

賞 所属 学年 受賞者氏名 賞 所属 学年 受賞者氏名

JAセレサ川崎賞

味の素賞

川崎市PTA
連絡協議会
会長賞

川崎市
スポーツ協会
会長賞

川崎市
学校給食会
理事長賞

小椋　紗希２年川崎高等学校

野村　謙斗１年合作土橋小学校

宇津木　華４年東菅小学校

河合　真幸３年宮前平中学校

今井亜希子PTA菅中学校

原　　里恵PTA川崎小学校

山口　絢寧５年西有馬小学校

白川　夢梨１年西中原中学校

手塚　雪音１年川崎高等学校

髙橋　陽子PTA日吉小学校

上島　七夢６年下平間小学校

鹿野　鈴花３年宮前平中学校

宮 梨南子２年川崎高等学校

白井友香里PTA千代ヶ丘小学校

富田　才來２年宮崎小学校

掲載不可

谷中　　充PTA真福寺小学校

山野　心暖５年西梶ヶ谷小学校

渡邉　　杏３年宮崎中学校

神谷　晴彦３年玉川中学校

馬場　ひの１年総合科学高等学校

出井　明子PTA幸町小学校

柳川　理沙１年古川小学校
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パラスポーツ団体紹介⑧

高さ、美しさ、高難度に挑むトランポリン競技

女子個人 2位の森選手男子個人優勝の西岡選手女子個人優勝の土井畑選手

感染対策徹底　こまめに除菌 笑顔で表彰台に立つ選手（10歳以下の部門）

メディア各社による取材

中山会長による開会宣言

　新型コロナウイルス感染症の影響で国内外の大会が中止になる中、万全の対策を講じて「2020川崎トランポリンジャパン

オープン」（川崎市スポーツ協会主催、日本体操協会共催）が昨年12月11日から13日、川崎市とどろきアリーナで行われました。

今回は関係者以外の入場を制限し、大会の様子は動画ライブで配信しました。

　年齢別では10歳以下の部門からマスターズ部門の50歳以上まで、全国各地から選手が集まりました。今大会は国内トップク

ラスの選手が出場し、国内ランキングが獲得できるとあって多方面から注目されました。ジャパンオープン女子個人決勝では、

2019世界選手権２位の土居畑知里選手が得点54.510で優勝。東京五輪代表の森ひかる選手は得点54.235で２位でした。また、

男子個人決勝では、17歳の西岡隆成選手が３回宙返りなど難度の高い演技で61.200をマークし優勝しました。この得点は、リ

オ五輪の銀メダルに相当する高得点で話題になりました。

　令和３年２月27日（土）川崎区のカルッツかわさきにて、横浜ボッチャ協会主催第３回「みんなでボッチャ大会」が開催さ

れました。大会当日は、17チームが、一般の部、Ｗ/Ｃ部の２つに分かれて行われました。参加チームには、川崎市の職員や川

崎市にゆかりのあるNECなどの企業からも選手が参加して大会は白熱したゲームが繰り広げられました。

　今回スポーツ協会からも、ボッチャのボールに触るのも初体験というメンバーも参加し、３チームと対戦しました。

ボールはソフトボールよりやや小さ目で、思いのほか手にずっしりとした重さを感じます。投げても転がしても、手で投げられ

ない選手は、蹴ってもよいのですが、思ったより転がりません。これ

を、白いボール（ジャックボール＝目標球）にできるだけ近づくように

して点数を競います。カーリングにとてもよく似ています。他のボール

に当たって跳ね返ったり止まったり、時には上に乗ったりとアクション

が全く予想できません。まずは、このボールが思い通りにコントロール

できるようになることが、大きなポイントです。

　そして、ボッチャのもう一つの楽しみは、チームでの「作戦会議」で

す。右とか左とか、もっと強くとか弱くとか、メンバーが思い思いの意

見を出し合い、それが少しでも結果にあらわれることで一気にお互いの

距離が縮まります。

 　結果は１勝２敗の成績でしたが、参加されたチームを見ていると障害

のあるなしや年齢や性別などにかかわりなく、誰でもがいっしょになっ

て楽しめるコミュニケーションツールとしても大変優れているスポーツ

だとあらためて感じました。

■トランポリン競技とは
　縦520cm、横305cm、高さ
115cmのフレームにナイロン
テープまたはロープで編まれた
ベッドを118本のスプリングで
張った競技用トランポリンを使
用します。
　演技の開始は予備ジャンプ
（垂直ジャンプ）で高さを上げ、
１種目めを行ってから連続で
10種目行い、最後に着地をし
て終了となります。技を連続し
てできなかった場合や、ベッド
以外のマットに身体が触れたり、
ベッド外へ落下した場合は中断
となり、やり直しはできずその
時点で演技終了となります。
　年齢別部門とマスター部門は
予選で自由演技を１回行って上
位８人が決勝に進出します。
　ジャパンオープン部門と社会
人部門は、第１自由演技１回と
第２自由演技１回の合計得点に
より予選を競い、上位８人が決
勝に進みます。全部門の決勝進
出者は持点０点で再度自由演技
を１回行って最終順位を決定し
ます。
　演技は①安定した高さ、②
フォームの美しさ、③移動（ト
ラベリング）しない安定さの観
点から採点されます。トランポ
リンの醍醐味である高さを上げ
れば逆にバランスを失いフォー
ムの乱れやトラベリングが生じ
やすくなります。選手たちはよ
り高く、より美しく、より高難
度な技に挑み続けています。

2020川崎トランポリンジャパンオープン大会報告

全国から446人が参加　大会は動画ライブで配信

川崎身障者ボウリングクラブ　川崎身障者ボウリングクラブ　 会長　深沢　一男

　川崎身障者ボウリングクラブは2008年4月に、ボウリング好き

の障害者数名と障害者スポーツクラブのスタッフの協力により、

障害の有無、在住地、年齢を問わずに『ボウリングを通じ自己の

健康保持と多くの方々との交流親睦』を目的として会則を定め活

動を開始しました。

　現在、会員は27名、老若男女健常者も交えて毎月第３土曜日に

ラウンドワン高津店で月例会を行っています。月例会では前２回

のスコアから算出したアベレージと180との差の70％を各人のハ

ンディキャップとしたハンデ戦を行っています。例年開催される

社会福祉協賛障害者親善ボウリング大会（６月）、川崎市身体障害

者ボウリング大会（７月）、政令指定都市身体障害者親善スポーツ大会（９月）、宮様チャリティーボウリング大会

（11月）、川崎市障害者スポーツ大会（２月）等では、多くの会員が成績上位者として、月例競技会の成果を遺憾な

く発揮しています。また、偶数月の第３土曜日には、川崎市と川崎市障害者スポーツ協会との共催、公益財団法人川

崎市身体障害者協会の後援により、ラウンドワン高津店で「障害者ボウリング教室」を開催しています。障害者ボウ

リング教室は、川崎市内在住の障害のある方を対象にボウリングの技術習得や障害者のレクリエーション機会を増加

させることで、社会参加の環境醸成を図ることを目的に開催されています。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令和２年４月と５月は活動を中止しましたが、ラウンドワン高津店

では、入場時の体温計測によるチェックや、場内では競技中も含め常時マスクの着用を義務付け、競技人数は１レー

ン２名以内と制限する等、感染防止対策が徹底されていることから６月より活動を再開し、４月に予定していた「障

害者ボウリング教室」を、７月に延期開催しました。

　当クラブに入会を希望の方や「ボウリング教室」に参加希望の方はお問い合わせください。

問合せ先：電話 044－866－1352　茅根まで

みんなでボッチャ大会に参加しました
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　3月14日、宮前スポーツセンターで、世界的な少年

サッカー指導者のトム・バイヤー氏の講演会「トムの

サッカー教育哲学」（主催：宮前スポーツセンター）

が行われ、24人が参加しました。

　講演でトム・バイヤー氏は「サッカーの上達にとっ

て大切なことはテクニカルスキルだと言ってきたが、

幼少期のサッカー教育においては、どんな有能なコー

チよりも、両親こそが重要な役割を担う。サッカーは

家で学べというのが私のサッカー教育哲学です」と話

されました。

　一般的にサッカーの練習というと蹴る練習を思い浮

かべますが、幼少期（2歳～5歳）は蹴るよりも先に、

家の中や公園でボールを肌で感じ感覚を養い、足で転

がす反復練習が重要とのことでした。トム・バイヤー

氏は、二人の息子さんが歩き始めた頃からこの方法を

家の中で実践。小さいボールを転がし足で操る様子が

動画で紹介されました。6歳でチームに入りゲームを

している動画では、幼児とは思えないボールさばきで、

常に先を読んで動いている姿に目をみはりました。

　また、このような運動は、子どもの脳と身体の働き

を高めるというお話もあり、充実した1時間半でした。

プロフィール

トム・バイヤー 氏

2020川崎トランポリンジャパンオープン/兼全日本社会人

上位入賞者　ＪＯＣジュニアオリンピックカップ受賞者
この事業はスポーツ振興くじ助成を
うけて実施しました

1960年、アメリカ生まれ。

アメリカ代表を経て、タンパ・

ベイ・ローディーズ（北米プロ

リーグ）、日立（現・柏レイソ

ル）などでプレーする。1993

年からクーバー・コーチングの

ディレクターとして日本をはじ

め世界各国で指導する。ユース育成サッカー指導の第一人

者として広く認められ、過去約24年間にわたり延べ

2,000回を超えるイベントで、50万人もの子どもたちへ

の指導実績がある。

朝のテレビ情報番組「おはようスタジオ」（テレビ東京

系列）で1998年から2010年まで『トムさんのサッカー

テクニックス』を担当。またサッカー雑誌『サッカーダイ

ジェスト』へ20年にわたり寄稿。これらグラスルーツ

（草の根）サッカー界への貢献が称えられ、1997年にア

ディダス・インターナショナル社よりコーチ部門で史上初

となる「ゴールデンブーツ」賞を受賞。

・こども時期（２～5歳）が大切なことを知った。
・サッカーチームに入る前に家で出来ることがあるこ

とが分かった。親の関わりの大切さに気づいた。
・違う視点からサッカーを考えることができたので良

かった。
・子どもの発達とサッカーの関係を学ぶことができた。
・医学、科学、教育的に内容の濃いプレゼンだった。
・新しい発見ができ、大変参考になりました。
・将来の指導が変化していくのでここに来れてよかっ

たです。
・２歳の孫がいます。サッカー・フットサルを楽しむ

ことで集中力がたかまる。一緒に遊ぶのもいいかも
しれません。

講演会：トムのサッカー教育哲学　「SOCCER STARTS AT  HOME」

宮前スポーツセンターでフットサルイベント開催

参加者の感想

宮前スポーツセンターでは、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２年度はフットサル教室を休止しており
ましたが、令和３年度は５月11日（火）から開始します。詳しくは宮前スポーツセンターにお問い合わせください。

TEL 044－976－6350　　ホームページ⇒ https://miyamae-sc.com/

宮前スポーツセンターフットサル教室　５月から再開

問合せ
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JR川崎駅　北口通路に設置された等身大のニック・ファジーカス選手
のパネルやグッズが展示されました。

　１月22日、登戸・川崎新田ボクシングジムの古橋岳也選手が、東

京・後楽園ホールにて日本スーパーバンタム級タイトル戦に挑み、

９回TKOで勝利しました。地元川崎市の出身選手として初めて手

にしたタイトルです。所属ジムの新田渉世会長に、お話を聞きました。

　多摩区登戸の川崎新田ボクシングジムは、これまでに男女合わせ

て３名の日本チャンピオン、２名の東洋太平洋チャンピオンを輩出

しています。

　そして本年１月22日に４人目の日本チャンピオンが誕生致しました。

第44代日本スーパーバンタム級チャンピオンとなった古橋岳也（ふ

るはし・がくや）選手は、川崎市多摩区出身、久地小学校、稲田中

学校、生田東高校出身という生粋の川崎っ子です。“川崎生まれ”

“川崎育ち”“川崎のジム出身”としては、初のチャンピオンという事で、新聞やテレビなどでも話題となりました。

　中学校までは野球部に所属していましたが、ボクシング漫画「はじめ

の一歩」に影響を受け、高校入学と同時に地元の川崎新田ジムへ入門。

その後、メキメキと上達し、日本体育大学在学中にプロデビュー。

2008年度の全日本新人王に輝き、三賞のひとつ「技能賞」も受賞しま

した。

　順風満帆に見えたボクシング人生でしたが、その後、２度の日本王座

挑戦失敗を経て、ボクサーとしては決して若いとは言えない33歳、３

度目の挑戦で、悲願の日本王座を獲得したのです。ジムの理念である

「“負け”に負けるな」を見事に体現し、コロナ禍で沈みがちな地元の

人々に、夢と勇気と感動を与える事が出来たのではないでしょうか。

　王座獲得の試合では、Jリーグチャンピオンの川崎フロンターレ“ふ

ろん太くん”が応援団長に就任し、「スポーツのまち かわさき」をアピー

ルしました。

　３月19日には、福田紀彦川崎市長を表敬訪問し、王座獲得の報告を

しました。「川崎から世界へ」向けての激励を受け、まずは８月２日に

予定されている初防衛戦での必勝を誓いました。今後の活躍に是非ご注

目ください。　　　　　　 （川崎新田ボクシングジム会長 新田渉世）

　川崎市内の公共施設で、ブレイブレッドのユニフォームを着た背の高いバスケットボール選

手のパネルを見かけます。川崎市のスポーツパートナーである川崎ブレイブサンダースが、

2021年３月に行なわれた天皇杯決勝で勝利し、７年ぶりの優勝を果たしました。

　川崎ブレイブサンダースは、1950年のクラブ創設以降70

年以上にわたり川崎市をホームタウンとして活動する男子プ

ロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」のB1（１部）に

所属するプロバスケットボールクラブです。

　前身の東芝バスケットボール部時代を含めてリーグ優勝４

回、そして2021年３月13日には７年ぶり４回目となる天皇

杯優勝を達成しました。

　キャプテンの篠山竜青選手、2018年に帰化したニック・

ファジーカス選手をはじめ日本代表選手も数多く在籍してお

り、現在は2020－21シーズンのB.LEAGUE年間チャンピオ

ンを目指して日々熱い戦いを繰り広げています。

　また、クラブミッションとして「MAKE THE FUTURE 

OF BASKETBALL～川崎からバスケの未来を～」を掲げて

おり、バスケットボールが文化となり地域の皆さまの誇りとなるためには、クラブ運営だけではなく、より積極的に地

域の社会課題に向き合い解決に向けて力をつくすことが必要と考えています。2020－21シーズンからは、もっともっ

と川崎のまちに貢献したいという想いで、2020年９月に国連が定める持続可能な開発目標であるSDGsを推進するプロ

ジェクト「＆ONE（アンドワン）」を立ち上げ、川崎市と推進に関する協定を締結いたしました。

　バスケットボールやホームゲームを通じて、すべての人に「健康」と「働きがい」の機会を提供し、川崎をより「住

んで幸せな街」にすることにコミットするために、今後も川崎市をはじめ応援してくださる方々の力をお借りしながら

様々な取り組みにチャレンジしてまいります。

川崎ブレイブサンダース　

生粋の川崎っ子が
プロボクシングのチャンピオンに！

７年ぶりの天皇杯　川崎ブレイブサンダース
～川崎からバスケの未来を～

タイトルを獲得した古橋選手と新田会長

勝利を収めガッツポーズをする古橋選手

応援してくれたふろん太くんと並んでポーズ 福田市長に勝利を報告する古橋選手
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JR川崎駅　北口通路に設置された等身大のニック・ファジーカス選手
のパネルやグッズが展示されました。

　１月22日、登戸・川崎新田ボクシングジムの古橋岳也選手が、東

京・後楽園ホールにて日本スーパーバンタム級タイトル戦に挑み、

９回TKOで勝利しました。地元川崎市の出身選手として初めて手

にしたタイトルです。所属ジムの新田渉世会長に、お話を聞きました。

　多摩区登戸の川崎新田ボクシングジムは、これまでに男女合わせ

て３名の日本チャンピオン、２名の東洋太平洋チャンピオンを輩出

しています。

　そして本年１月22日に４人目の日本チャンピオンが誕生致しました。

第44代日本スーパーバンタム級チャンピオンとなった古橋岳也（ふ

るはし・がくや）選手は、川崎市多摩区出身、久地小学校、稲田中

学校、生田東高校出身という生粋の川崎っ子です。“川崎生まれ”

“川崎育ち”“川崎のジム出身”としては、初のチャンピオンという事で、新聞やテレビなどでも話題となりました。

　中学校までは野球部に所属していましたが、ボクシング漫画「はじめ

の一歩」に影響を受け、高校入学と同時に地元の川崎新田ジムへ入門。

その後、メキメキと上達し、日本体育大学在学中にプロデビュー。

2008年度の全日本新人王に輝き、三賞のひとつ「技能賞」も受賞しま

した。

　順風満帆に見えたボクシング人生でしたが、その後、２度の日本王座

挑戦失敗を経て、ボクサーとしては決して若いとは言えない33歳、３

度目の挑戦で、悲願の日本王座を獲得したのです。ジムの理念である

「“負け”に負けるな」を見事に体現し、コロナ禍で沈みがちな地元の

人々に、夢と勇気と感動を与える事が出来たのではないでしょうか。

　王座獲得の試合では、Jリーグチャンピオンの川崎フロンターレ“ふ

ろん太くん”が応援団長に就任し、「スポーツのまち かわさき」をアピー

ルしました。

　３月19日には、福田紀彦川崎市長を表敬訪問し、王座獲得の報告を

しました。「川崎から世界へ」向けての激励を受け、まずは８月２日に

予定されている初防衛戦での必勝を誓いました。今後の活躍に是非ご注

目ください。　　　　　　 （川崎新田ボクシングジム会長 新田渉世）

　川崎市内の公共施設で、ブレイブレッドのユニフォームを着た背の高いバスケットボール選

手のパネルを見かけます。川崎市のスポーツパートナーである川崎ブレイブサンダースが、

2021年３月に行なわれた天皇杯決勝で勝利し、７年ぶりの優勝を果たしました。

　川崎ブレイブサンダースは、1950年のクラブ創設以降70

年以上にわたり川崎市をホームタウンとして活動する男子プ

ロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」のB1（１部）に

所属するプロバスケットボールクラブです。

　前身の東芝バスケットボール部時代を含めてリーグ優勝４

回、そして2021年３月13日には７年ぶり４回目となる天皇

杯優勝を達成しました。

　キャプテンの篠山竜青選手、2018年に帰化したニック・

ファジーカス選手をはじめ日本代表選手も数多く在籍してお

り、現在は2020－21シーズンのB.LEAGUE年間チャンピオ

ンを目指して日々熱い戦いを繰り広げています。

　また、クラブミッションとして「MAKE THE FUTURE 

OF BASKETBALL～川崎からバスケの未来を～」を掲げて

おり、バスケットボールが文化となり地域の皆さまの誇りとなるためには、クラブ運営だけではなく、より積極的に地

域の社会課題に向き合い解決に向けて力をつくすことが必要と考えています。2020－21シーズンからは、もっともっ

と川崎のまちに貢献したいという想いで、2020年９月に国連が定める持続可能な開発目標であるSDGsを推進するプロ

ジェクト「＆ONE（アンドワン）」を立ち上げ、川崎市と推進に関する協定を締結いたしました。

　バスケットボールやホームゲームを通じて、すべての人に「健康」と「働きがい」の機会を提供し、川崎をより「住

んで幸せな街」にすることにコミットするために、今後も川崎市をはじめ応援してくださる方々の力をお借りしながら

様々な取り組みにチャレンジしてまいります。

川崎ブレイブサンダース　

生粋の川崎っ子が
プロボクシングのチャンピオンに！

７年ぶりの天皇杯　川崎ブレイブサンダース
～川崎からバスケの未来を～

タイトルを獲得した古橋選手と新田会長

勝利を収めガッツポーズをする古橋選手

応援してくれたふろん太くんと並んでポーズ 福田市長に勝利を報告する古橋選手
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　3月14日、宮前スポーツセンターで、世界的な少年

サッカー指導者のトム・バイヤー氏の講演会「トムの

サッカー教育哲学」（主催：宮前スポーツセンター）

が行われ、24人が参加しました。

　講演でトム・バイヤー氏は「サッカーの上達にとっ

て大切なことはテクニカルスキルだと言ってきたが、

幼少期のサッカー教育においては、どんな有能なコー

チよりも、両親こそが重要な役割を担う。サッカーは

家で学べというのが私のサッカー教育哲学です」と話

されました。

　一般的にサッカーの練習というと蹴る練習を思い浮

かべますが、幼少期（2歳～5歳）は蹴るよりも先に、

家の中や公園でボールを肌で感じ感覚を養い、足で転

がす反復練習が重要とのことでした。トム・バイヤー

氏は、二人の息子さんが歩き始めた頃からこの方法を

家の中で実践。小さいボールを転がし足で操る様子が

動画で紹介されました。6歳でチームに入りゲームを

している動画では、幼児とは思えないボールさばきで、

常に先を読んで動いている姿に目をみはりました。

　また、このような運動は、子どもの脳と身体の働き

を高めるというお話もあり、充実した1時間半でした。

プロフィール

トム・バイヤー 氏

2020川崎トランポリンジャパンオープン/兼全日本社会人

上位入賞者　ＪＯＣジュニアオリンピックカップ受賞者
この事業はスポーツ振興くじ助成を
うけて実施しました

1960年、アメリカ生まれ。

アメリカ代表を経て、タンパ・

ベイ・ローディーズ（北米プロ

リーグ）、日立（現・柏レイソ

ル）などでプレーする。1993

年からクーバー・コーチングの

ディレクターとして日本をはじ

め世界各国で指導する。ユース育成サッカー指導の第一人

者として広く認められ、過去約24年間にわたり延べ

2,000回を超えるイベントで、50万人もの子どもたちへ

の指導実績がある。

朝のテレビ情報番組「おはようスタジオ」（テレビ東京

系列）で1998年から2010年まで『トムさんのサッカー

テクニックス』を担当。またサッカー雑誌『サッカーダイ

ジェスト』へ20年にわたり寄稿。これらグラスルーツ

（草の根）サッカー界への貢献が称えられ、1997年にア

ディダス・インターナショナル社よりコーチ部門で史上初

となる「ゴールデンブーツ」賞を受賞。

・こども時期（２～5歳）が大切なことを知った。
・サッカーチームに入る前に家で出来ることがあるこ

とが分かった。親の関わりの大切さに気づいた。
・違う視点からサッカーを考えることができたので良

かった。
・子どもの発達とサッカーの関係を学ぶことができた。
・医学、科学、教育的に内容の濃いプレゼンだった。
・新しい発見ができ、大変参考になりました。
・将来の指導が変化していくのでここに来れてよかっ

たです。
・２歳の孫がいます。サッカー・フットサルを楽しむ

ことで集中力がたかまる。一緒に遊ぶのもいいかも
しれません。

講演会：トムのサッカー教育哲学　「SOCCER STARTS AT  HOME」

宮前スポーツセンターでフットサルイベント開催

参加者の感想

宮前スポーツセンターでは、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２年度はフットサル教室を休止しており
ましたが、令和３年度は５月11日（火）から開始します。詳しくは宮前スポーツセンターにお問い合わせください。

TEL 044－976－6350　　ホームページ⇒ https://miyamae-sc.com/

宮前スポーツセンターフットサル教室　５月から再開

問合せ
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パラスポーツ団体紹介⑧

高さ、美しさ、高難度に挑むトランポリン競技

女子個人 2位の森選手男子個人優勝の西岡選手女子個人優勝の土井畑選手

感染対策徹底　こまめに除菌 笑顔で表彰台に立つ選手（10歳以下の部門）

メディア各社による取材

中山会長による開会宣言

　新型コロナウイルス感染症の影響で国内外の大会が中止になる中、万全の対策を講じて「2020川崎トランポリンジャパン

オープン」（川崎市スポーツ協会主催、日本体操協会共催）が昨年12月11日から13日、川崎市とどろきアリーナで行われました。

今回は関係者以外の入場を制限し、大会の様子は動画ライブで配信しました。

　年齢別では10歳以下の部門からマスターズ部門の50歳以上まで、全国各地から選手が集まりました。今大会は国内トップク

ラスの選手が出場し、国内ランキングが獲得できるとあって多方面から注目されました。ジャパンオープン女子個人決勝では、

2019世界選手権２位の土居畑知里選手が得点54.510で優勝。東京五輪代表の森ひかる選手は得点54.235で２位でした。また、

男子個人決勝では、17歳の西岡隆成選手が３回宙返りなど難度の高い演技で61.200をマークし優勝しました。この得点は、リ

オ五輪の銀メダルに相当する高得点で話題になりました。

　令和３年２月27日（土）川崎区のカルッツかわさきにて、横浜ボッチャ協会主催第３回「みんなでボッチャ大会」が開催さ

れました。大会当日は、17チームが、一般の部、Ｗ/Ｃ部の２つに分かれて行われました。参加チームには、川崎市の職員や川

崎市にゆかりのあるNECなどの企業からも選手が参加して大会は白熱したゲームが繰り広げられました。

　今回スポーツ協会からも、ボッチャのボールに触るのも初体験というメンバーも参加し、３チームと対戦しました。

ボールはソフトボールよりやや小さ目で、思いのほか手にずっしりとした重さを感じます。投げても転がしても、手で投げられ

ない選手は、蹴ってもよいのですが、思ったより転がりません。これ

を、白いボール（ジャックボール＝目標球）にできるだけ近づくように

して点数を競います。カーリングにとてもよく似ています。他のボール

に当たって跳ね返ったり止まったり、時には上に乗ったりとアクション

が全く予想できません。まずは、このボールが思い通りにコントロール

できるようになることが、大きなポイントです。

　そして、ボッチャのもう一つの楽しみは、チームでの「作戦会議」で

す。右とか左とか、もっと強くとか弱くとか、メンバーが思い思いの意

見を出し合い、それが少しでも結果にあらわれることで一気にお互いの

距離が縮まります。

 　結果は１勝２敗の成績でしたが、参加されたチームを見ていると障害

のあるなしや年齢や性別などにかかわりなく、誰でもがいっしょになっ

て楽しめるコミュニケーションツールとしても大変優れているスポーツ

だとあらためて感じました。

■トランポリン競技とは
　縦520cm、横305cm、高さ
115cmのフレームにナイロン
テープまたはロープで編まれた
ベッドを118本のスプリングで
張った競技用トランポリンを使
用します。
　演技の開始は予備ジャンプ
（垂直ジャンプ）で高さを上げ、
１種目めを行ってから連続で
10種目行い、最後に着地をし
て終了となります。技を連続し
てできなかった場合や、ベッド
以外のマットに身体が触れたり、
ベッド外へ落下した場合は中断
となり、やり直しはできずその
時点で演技終了となります。
　年齢別部門とマスター部門は
予選で自由演技を１回行って上
位８人が決勝に進出します。
　ジャパンオープン部門と社会
人部門は、第１自由演技１回と
第２自由演技１回の合計得点に
より予選を競い、上位８人が決
勝に進みます。全部門の決勝進
出者は持点０点で再度自由演技
を１回行って最終順位を決定し
ます。
　演技は①安定した高さ、②
フォームの美しさ、③移動（ト
ラベリング）しない安定さの観
点から採点されます。トランポ
リンの醍醐味である高さを上げ
れば逆にバランスを失いフォー
ムの乱れやトラベリングが生じ
やすくなります。選手たちはよ
り高く、より美しく、より高難
度な技に挑み続けています。

2020川崎トランポリンジャパンオープン大会報告

全国から446人が参加　大会は動画ライブで配信

川崎身障者ボウリングクラブ　川崎身障者ボウリングクラブ　 会長　深沢　一男

　川崎身障者ボウリングクラブは2008年4月に、ボウリング好き

の障害者数名と障害者スポーツクラブのスタッフの協力により、

障害の有無、在住地、年齢を問わずに『ボウリングを通じ自己の

健康保持と多くの方々との交流親睦』を目的として会則を定め活

動を開始しました。

　現在、会員は27名、老若男女健常者も交えて毎月第３土曜日に

ラウンドワン高津店で月例会を行っています。月例会では前２回

のスコアから算出したアベレージと180との差の70％を各人のハ

ンディキャップとしたハンデ戦を行っています。例年開催される

社会福祉協賛障害者親善ボウリング大会（６月）、川崎市身体障害

者ボウリング大会（７月）、政令指定都市身体障害者親善スポーツ大会（９月）、宮様チャリティーボウリング大会

（11月）、川崎市障害者スポーツ大会（２月）等では、多くの会員が成績上位者として、月例競技会の成果を遺憾な

く発揮しています。また、偶数月の第３土曜日には、川崎市と川崎市障害者スポーツ協会との共催、公益財団法人川

崎市身体障害者協会の後援により、ラウンドワン高津店で「障害者ボウリング教室」を開催しています。障害者ボウ

リング教室は、川崎市内在住の障害のある方を対象にボウリングの技術習得や障害者のレクリエーション機会を増加

させることで、社会参加の環境醸成を図ることを目的に開催されています。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令和２年４月と５月は活動を中止しましたが、ラウンドワン高津店

では、入場時の体温計測によるチェックや、場内では競技中も含め常時マスクの着用を義務付け、競技人数は１レー

ン２名以内と制限する等、感染防止対策が徹底されていることから６月より活動を再開し、４月に予定していた「障

害者ボウリング教室」を、７月に延期開催しました。

　当クラブに入会を希望の方や「ボウリング教室」に参加希望の方はお問い合わせください。

問合せ先：電話 044－866－1352　茅根まで

みんなでボッチャ大会に参加しました
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受賞者一覧
〈敬称略〉

　神奈川県では、県の体育・スポーツの振興に功

績のあった個人や団体、スポーツの競技大会で優

秀な成績を収め、スポーツ水準の向上に功績の

あった個人や団体を「神奈川県体育功労者」及び

「神奈川県スポーツ優秀選手」として表彰してい

ます。この度、令和２年度の「神奈川県体育功労

者」及び「神奈川県スポーツ優秀選手」が決定し

ました。川崎市から３名の方が体育功労者として表

彰されましたので紹介します。

　神奈川県バレーボール協会、川崎

市バレーボール協会の要職に就き、長年にわたりバレー

ボールの普及と競技力向上並びに組織の発展に貢献され

ました。学校退職後は川崎市スポーツ協会の事務局長と

して各競技団体と協力し、スポーツの普及振興発展に寄

与しました。現在は川崎市バレーボール協会の会長として、

バレーボール教室等の指導で、児童・生徒・大人の競技

力を向上させ、広く普及活動を行っています。市のこど

も体力の向上や成人の健康と体力の保持増進のため、

NPO法人のスポーツ事業も行い、地域活性化に努めて

います。

　川崎市スポーツ協会では、夏休みに教室を開催する方向で調整しています。対象は小学生以上で、大人の方の参加も

歓迎です。この機会に親子でチャレンジしてみませんか。

●日　程：８月１日（日）

●時　間：未定（午後または夜間の時間帯）

●会　場：横浜銀行アイスアリーナ（神奈川スケートリンク）

　　　　　ＪＲ京浜東北線東神奈川駅下車　徒歩５分　

　　　　　東急東横線　反町下車　徒歩５分

●種　目：Ａ スケート（初めての方、少し滑れる方対象）

　　　　　Ｂ アイスホッケー（スケートで自由に滑れる方対象）

●参加料：2,600円（保険料・貸靴代含む）

●指　導：神奈川県スケート連盟　川崎市スケート協会

●申込み：往復はがきに参加者の氏名・年齢・住所・電話番号を記入してスポーツ協会あてにお送りください。

　　　　　※１枚のはがきで６人まで申込みができます。参加者全員の氏名と年齢を記入してください。

●送り先：〒211-0051 川崎市中原区宮内４－１－２　公益財団法人川崎市スポーツ協会

●締切り：７月５日（月）

※新型コロナウイルス感染症の影響等で変更になることがあります。その際は当協会ホームページでお知らせします。

神奈川県体育功労者表彰  受賞者紹介

五島　三津雄 様
川崎市バレーボール協会会長

特定非営利活動法人かわさき

　　　スポーツドリーマーズ理事

　平成5年から神奈川県アイスホッ

ケー連盟の理事として組織運営に多大

な功績を残すと共に、公認審判員として競技力向上に寄

与しました。川崎市スケート協会の理事及び理事長とし

て、組織の発展に尽力すると共に、市民向けの教室を毎

年開催するなど、競技の普及と発展に大きく貢献しまし

た。現在も競技の楽しさを伝えるため、横浜銀行アイス

アリーナを会場に、小学生から大人を対象とした市民ス

ケート教室やアイスホッケー体験などの開催運営に力を

発揮されています。

有田　典生 様
川崎市スケート協会理事長

　長年にわたり、川崎市山岳協会や神

奈川県山岳連盟の重要な役職を担い、

山岳競技の普及振興及び安全指導に卓越した業績を残さ

れました。川崎市山岳協会の役員として、市民登山、市

民ハイキングの実施に長く携わり、広く市民の体力向上、

健康増進に寄与されました。また、神奈川県山岳連盟の

役員として、神奈川県立山岳スポーツセンターの活動に

も関わり、安全配慮や技術指導にも尽力しました。

矢幡　明樹 様
川崎市山岳協会会長

神奈川県山岳連盟代議員

令和 2 年度

スケート＆アイスホッケー　体験教室

　子どもたちの食育や生活習慣の改善を目的とした「食

育推進コンテスト」（川崎市PTA連絡協議会主催）表彰

式が１月13日に高津市民館で行われました。

　小中高校生などが、お弁当のアイデアを出すこのコン

テストには市内の小・中・高等学校・PTA等から261作

品の応募がありました。

　スポーツ協会は毎年この取り組みに協力しており、昨

年11月に行われた審査会では、お弁当のコンセプトや

栄養面、食材やスタミナなどに着目して審査をしました。

魚をかたどった楽しい作品や、ボリューム満点の作品に

さまざまな工夫がうかがえました。

食育推進コンテストの表彰
川崎市PTA連絡協議会主催

川崎市スポーツ協会会長賞　受賞作品

堀越　萌々３年向小学校

菊野　紫織３年宮前平中学校川崎市
教育委員会賞

賞 所属 学年 受賞者氏名 賞 所属 学年 受賞者氏名

JAセレサ川崎賞

味の素賞

川崎市PTA
連絡協議会
会長賞

川崎市
スポーツ協会
会長賞

川崎市
学校給食会
理事長賞

小椋　紗希２年川崎高等学校

野村　謙斗１年合作土橋小学校

宇津木　華４年東菅小学校

河合　真幸３年宮前平中学校

今井亜希子PTA菅中学校

原　　里恵PTA川崎小学校

山口　絢寧５年西有馬小学校

白川　夢梨１年西中原中学校

手塚　雪音１年川崎高等学校

髙橋　陽子PTA日吉小学校

上島　七夢６年下平間小学校

鹿野　鈴花３年宮前平中学校

宮 梨南子２年川崎高等学校

白井友香里PTA千代ヶ丘小学校

富田　才來２年宮崎小学校

掲載不可

谷中　　充PTA真福寺小学校

山野　心暖５年西梶ヶ谷小学校

渡邉　　杏３年宮崎中学校

神谷　晴彦３年玉川中学校

馬場　ひの１年総合科学高等学校

出井　明子PTA幸町小学校

柳川　理沙１年古川小学校
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小さな掛金、大きな補償

令和2年12月作成　20-TC06924

〈引受幹事保険会社〉
東京海上日動火災保険株式会社
担当課 公務第2部 文教公務室

〈共同引受保険会社（令和3年4月予定）〉
あいおいニッセイ同和  共栄火災  損保ジャパン  大同火災  東京海上日動  日新火災  三井住友海上  AIG損保　  0120-233-801

（平日9：00～17：00）

※事故の日からその日を含めて180日以内の死亡、後遺障害、入院、手術、
通院が対象となります。

※上記に加え、賠償責任保険、突然死葬祭費用保険も付帯されています。

加入対象者 補償対象となる団体・グループ活動

子ども

加入区分・掛金

（中学生以下）

全年齢

大人
（高校生
以上）

※特別支援学
校高等部の
生徒を含む 上記団体活動に加え、個人活動も対象

死亡保険金 ： 2,000万円
後遺障害保険金 ： 3,000万円（最高額）
入院保険金 ： 4,000円 /1日
通院保険金 ： 1,500円 /1日（30日限度）

スポーツ活動

スポーツ活動（指導・審判を含む）

危険度の高いスポーツ（指導・審判を含む）

※スポーツ活動中の事故は補償の対象外です。

※A2区分で対象となる活動も補償されます。

※右記年齢の判断は、｢令和3年4月1日｣と｢掛金
の支払い手続きを行う日｣のいずれか遅い日の
年齢を基準とします。

文化活動 ボランティア活動 地域活動

文化活動 ボランティア活動 地域活動
準備・片付け・応援・団体員の送迎

年間掛金
（1人当たり）

A1

AW

A2

D

800円

1,450円

1,850円

1,200円

800円

11,000円

C
64歳以下

B
65歳以上

対象となる事故

保険期間

団体・グループ活動中の事故 / 往復中の事故

令和3年4月1日午前0時から
令和4年3月31日午後12時まで

補償内容は、加入区分によって異なります。
詳しくは、ホームページなどをご覧ください。

補償内容

加入区分

A1、C、A2区分
の場合

例 傷
害
保
険

 4 名以上の団体・
グループで

ご加入ください。

 4 名以上の団体・
グループで

ご加入ください。

この広告はスポーツ安全保険の概要についてご紹介したものです。ご加入の際には、必ず「スポーツ安全保険のあらまし」および「重要事項説明書」をよくお読みく
ださい。詳細は保険約款および特約書によりますが、ご不明の点がございましたら（公財）スポーツ安全協会または東京海上日動火災保険（株）までお問い合わせ
ください。

検索スポーツ安全保険保険の詳しい内容、資料の請求は、ホームページをご覧ください。
ご加入はインターネットからのお手続きが便利です。

045-311-0653(代表)　神奈川県支部
電話受付時間 午前9時～12時 午後1時～5時（休業日：日曜日、月曜日、祝日、年末年始、その他県立スポーツ会館の臨時休館日）

年間掛金には、制度運営費（10円）が含まれます。

A5_sports

第２弾 令和２年12月28日（日）第１弾 令和２年11月29日（日） 第３弾 令和３年３月27日（土）

KaJACによる陸上教室（とどろきアリーナ） 世界記録に挑戦（中原小） 速く走るための陸上教室（宮内小）

2021年度　スポーツイベントカレンダー

５月

８土　こども相撲大会　　　　　　　　　　 【富士見公園相撲場】

６月

26土　(公財)川崎市スポーツ協会表彰式　
【橘高等学校マルチホール】

７月

24土　学童泳力記録会　　　　　　　　　　 【橘高等学校プール】

８月

１日　スケート＆アイスホッケー体験教室　
【横浜銀行アイスアリーナ】

９月

28火～11/２火　初心者なぎなた教室　　　   【とどろきアリーナ】

11月

21日　川崎国際多摩川マラソン大会　　　　 【等々力陸上競技場】

12月

12日　市長杯サッカー大会　 　　　　　【等々力第1・2サッカー場】
10金～12日日　2021川崎トランポリンジャパンオープン   

　　　　　　　　　【とどろきアリーナ】
26日　バスケットボールフェスティバル 　　 【カルッツかわさき】 

２月
未定　スケート＆アイスホッケー体験教室

　　　　　　　　　　　【横浜銀行アイスアリーナ】

３月

20日　2022多摩川リバーサイド駅伝in川崎
　　　 第22回川崎市高等学校駅伝大会　　　   【古市場陸上競技場】

　いつからでも参加できるワンコイン（500円）スポーツ教室は、月曜日（祝日、年末年始を除く）に下記の種目を通

年開催しています。健康維持のため、生活の中に運動する時間を設けましょう。この教室は事前申し込みは不要ですの

でどうぞお気軽にご参加ください。※新型コロナウイルス感染症の状況により開催日程が変更になる場合があります。

■川崎港湾福利厚生協会　桜本センター
　所 在 地：川崎区桜本１－２－29

　アクセス：JR川崎駅東口よりバス利用の場合

　        　 　臨港バス７番乗り場　川23系統「大師行」 

　　　　　　 　        ８番乗り場　川22系統「三井埠頭行」

　        　 　いずれも「四つ角」下車 徒歩５分

             
■問い合わせ　電話⇒044－739－8844　川崎市スポーツ協会（平日８：30～17：00）　　　　　

掲載したイベント等は新型コロナウイルス感染症の状況等によって、変更になる場合があります。
開催の可否については、お問い合わせください（☎044-739-8844　川崎市スポーツ協会）

※その他に、川崎市スポーツ協会の加盟団体が主管しているスポーツ大会が年間を通じて開催されます。

ワンコインスポーツ教室のご案内桜本センター

リフレッシュヨガ

　ゆっくりとした深い呼吸をしな

がら、基本的なヨガのポーズで身

体を調整していきます。柔軟性の

向上や筋力アップ、ストレス解消

にも効果的です。週初めの月曜の

朝にヨガで身体を整え、開放感も

得られます。

　・時間　10：30～11：30

　・講師　斉藤　篤子

リンパストレッチ

　リンパの流れがよくなるスト

レッチとセルフマッサージを行い、

自律神経を整え代謝のよい身体づ

くりを体験します。家事の合間や

職場での休憩時間にも手軽にでき

るマッサージを学びましょう。

　・時間　13：00～14：00

　・講師　池田　由美

やさしいフラダンス

　ストレッチやデュアルタスク

（身体と頭を同時に使う）等を取

り入れ、基本からしっかり楽しく

レッスンします。初めての方でも

癒されながらフラダンスの魅力を

体験できます。

　・時間　14：30～15：30

　・講師　大堀　千春

会場周辺の地図

　かわさきスポーツドリーマーズが設立されてから令和２年で10周年を迎えました。いくつかの記念イベトを

企画していましたが、新型コロナウイルス感染症が蔓延したため規模を縮小しての事業となってしまいました。

　陸上教室は、藤崎小・百合丘小・中
原小を会場にして、100ｍ世界記録（９
秒58）・走り幅跳び（8.98ｍ）の世界
記録に挑戦しました。約150名が参加。
　サッカー教室は、東住吉小で基礎技
術を学び、チーム対抗戦を行いました。
　バスケット教室は、中原小でチーム
対抗戦で優勝を目指しました。約250
名の子どもたちが汗を流し、ゲームを
楽しみました。

　KaJACが指導者としてとどろきア

リーナ（メイン）で陸上教室（小学生

160名）、同じフロアーでAC等々力の

指導者がサッカー教室（小学生40名）

を行いました。コロナウイルス感染予

防の対策を十分行い、みんなで10周

年をお祝いすると共に多くの仲間と交

流を深めることができました。

　スペシャル第３弾は、「速く走れる

ための陸上教室」として、宮内小のグ

ラウンドで、高田彬成先生（帝京大学

教授、前文部科学省教科調査官）を講

師に、約130名の子どもたちが、陸上

運動の楽しさを味わいながら、速く走

れるためのコツを学びました。
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ユニフォームなど、ファンにとっては垂涎物のグッズが並んでいました。
　コロナ禍がなかなか収まりを見せないこの時期ですが、川崎の２チー
ムの天皇杯優勝が重なったコラボ企画が実現しました。家族連れや友達
同士とみられる人々が展示物を指さしながら楽しそうに会話をしている
のが印象的でした。
　このコーナーは残念ながらすでに終了しましたが、こんなスポーツ博
物館があったらなと夢が広がりました。

 JR川崎駅北口通路には、川崎フロンターレに関する
多くのパネルが時々テーマをかえ展示されています。
　記事の中でも紹介しましたが、川崎ブレイブサン
ダースが天皇杯に優勝したことから、この通路に、大
きな横断幕とともに新たなコーナーが設けられました。
市内の公共施設などに置かれていて、すっかりおなじ
みになったニック・ファジーカス選手の等身大パネル
とともに、実際の試合で使用されたシューズや選手の

編

後

集

記

■■広報誌「スポーツかわさき」はtotoの助成を受け、年間３回３万部を発行しスポーツ情報を広く発信しています。

天皇杯に優勝した川崎ブレイブサンダース ©KAWASAKI BRAVE THUNDERS
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スポーツ協会掲示板お知らせとお願い ＜詳細は事務局まで＞

令和３年度（公財）川崎市スポーツ協会 賛助会員加入のお願い

　次のスポーツ店では、

学校体育用品からスポー

ツ用品全般を取り扱って

います。

　ぜひご利用ください。

●令和2年度　賛助会員追加

　110号では令和２年11月25日までに加入された団

体・個人のお名前を掲載しました。今号では11月26

日以降に加入された方のお名前を掲載します。

【個人会員】 敬称略 3,000円以上

　　　大日方雄三　　　中野　敏雄　　　小林　光明

　　　鈴木　茂樹　　　丸山　　聡　　　吉田　伸一

　　　高田　彬成

年会費

【個人会員】 １口    3,000円

【団体会員】 １口  10,000円

賛助会費は、川崎市民のスポーツ振興のため、当スポーツ協会

が主催し、各種目団体が主管する大会の事業資金となります。

本誌「スポーツかわさき」を毎号お届けします。

●

●

※賛助会費は、確定申告時に寄付金として控除が受けられるようになりました。

　法人企業におかれましても一般損金算入とは別枠で算入が認められます。

　（発行されました領収書は保管しておいてください）

㈱三愛スポーツ
㈱カワブチスポーツ
㈱アイダスポーツ
㈱フジスポーツ
㈱グリーンスポーツ
㈱ミキスポーツ
㈱エスケースポーツ

☎333-7819
☎511-1615
☎533-8411
☎711-0505
☎854-3311
☎822-8885
☎987-0007

ご協力いただいているスポーツ店のご案内
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公益財団法人川崎市スポーツ協会この広報誌はスポーツ振興くじ助成を
うけています


