感

●2011FIGトランポリンワールドカップシリ

3…会長挨拶
3…評議員会・理事会報告
3…r新公益法人J制度改革の進捗状況
4…スポーツ環境の再整備計画
5…かわさきスポーツ人の集い
5‥・川崎子どもの体力向上シリーズ⑤
rかわさきスポーツドリーマーズの取組み」
6…全国高等学校対抗ボウリング選手権大会
7…加盟団体紹介
8…体協掲示板

他

方
財団法人川崎市体育協会
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リムム耳う一助…芦ジ・車レンジョージ

1ゴールデンタラップ肌」■脂
蜃周③団
5鎚‥・こども相撲大会（富士見公園相撲場）
8園…ゴールデングランプリ川崎
（等々力陸上競技場）
27園〜29固…市民春山登山（那須連峰三本槍ヶ岳・茶臼岳）

4−毯い5除…日本陸上競技選手権大会混成競技
日本ジュニア陸上競技選手権大会混成競技
（等々力陸上競技場）
25匪l…（財）川崎市体育協会表彰（会館とどろき）
8隠。9陸…2011FIGトランポリン
ワールドカップシリーズ川崎大会
（とどろきアリーナ）
9国。10団‥」ll崎市長杯争奪トランポリンジャパンクラブ
チャンピオンシップ（とどろきアリーナ）
17闇…学童泳力記録会（市橘高等学校フール）
、三周
18園〜20匪…「夏休みスポーツ体験学校」
（八ヶ岳少年自然の家）
19田〜22園…夏の市民登山（槍ヶ岳）

‖蘭…家庭婦人バレーボール大会
（ととどろきアリーナ他）
27幽…初心者なぎなた教室（とどろきアリーナ）

1麹…市民ふれあいダンスの集い
（川崎市教育文化会館）
10匝■‥体育の日記念事業・親子ふれあいゲートボール
14匿・・9秋の市民登山（尾瀬燵ケ岳）
19琵〜21蔭…レディース川崎テニス大会
（とどろきテニスコート）
20駆…市長杯争奪市民ゴルフ大会
（川崎国際生田緑地ゴルフ場）

妻甘汀上声」甘んヨこンゴ茸リン
ニノール■芦カップシリニーズ
ヲ周③国電

馴剥親隊渡遷

20匿‥・川崎国際多摩川マラソン
（等々力陸上競技場）
＝厩…市長杯サッカー大会（等々力陸上競技場）
16匿〜18団…文部科学大臣杯争奪全国高等学校対抗
ボウリング選手権大会（川崎グランドボウル）
23甑…バスケットボールフェスティバル
（とどろきアリーナ）

21駐日dウインタースポーツ体験学校
「市民スケート教室」（神奈川スケートリンク）

4位…ウインタースポーツ体験学校
市民スケート教室（神奈川スケートリンク）
1祁訃・・市町村対抗「かながわ駅伝」（秦野市〜相模湖）

18団…多摩川リバーサイド駅伝in川崎
第12回川崎市高等学校駅伝大会
（古市場陸上競技場）
23琵〜26団‥・ウインタースポーツ「スキー教室」
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2011年は改革と飛躍の年
今年度の指定管理事業は、これま
での成果が認められて今までのと
どろきアリーナと市体育館に加えて、新たに宮前スポー
ツセンターの施設管理をアーバンプラス株式会社と明治
スポーツプラザとの共同事業体で受託することができま
した。これも皆様方の本協会に対するご理解とご支援の
賜物と心から感謝とお礼を申し上げます。
もう一つ重要な事業は、新公益法人認可取得をめざし、
この3月末に神奈川県に申請手続きをいたしました。私
たちは、これを契機に「川崎市スポーツ協会」と改称し、
これまでにも増して川崎市民へのより豊かなサービスを
提供するための組織と制度の改革に努めてまいります。
また、この3月26日には多摩スポーツセンターがオ
ープンし、市内7区にスポーツセンターが整備されスポ
ーツのまち・かわさきがより確かな基盤が固まりました。
苧 さて、今年も世界を代表するスポーツイベントが川崎

斉藤義時

に招致され、トップアスリートの熱い戦いが繰り広げら
れます。
5月に国際陸上大会のコールデングランプリ川崎、7
月にはFIGトランポリンワールドカップシリーズ川崎大
会が続き、スポーツのまち・かわさきを全国、世界に発信
します。3年目を迎えた「子どもの体力向上推進事業」は、
小学生から中学生にも輪を広げ、市民の皆さんの健康や
体力づくりに関心が高まるよう努めてまいります。また、
等々力緑地公園周辺スポーツ施設と富士見公園を含む市
の体育館の改築は、今やスポーツを愛する市民の最大の
関心事であります。これからも私たちは名実ともに川崎
の国際化が発信できる施設への充実と新たなスポーツの
開発に川崎市と一体となって力を注ぎたいと思います。
今後も多くの皆様と手を携えてスポーツのまち・かわ
さきの創造に力を尽くしてまいりますので、より一層の
お力添えをお願い申しあげます。

1、、
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l平成22年度評議員会・理事会

評議員会の様子

去る3月24日（木）会館とどろさにおいて第6回評議員会・第5回
理事会が開催されました。
1号議案「平成23年度事業計画案」
2号議案「平成23年度収支予算案」
3号議案「新公益法人認可申請」
4号議案「23年度の体育協会理事の選任」（評議員会のみ）
報告事項
1．指定管理事業の受託結果
2．事業経過報告と今後の事業予定
1〜4号議案を全て承認し報告事項を確認して閉会しました。
●改選のお知らせ
理事、全員が再任されました。今回の任期は、新公益法人化での登記
完了前日までの変則的な期間となります。引き続きの任務をよろし
くお願いいたします。

「新公益法泉」制度改革の進捗状況

「川崎帝スポーツ協会」と改称し新たなスタートへJ
公益財団法人に向けて、平成21年6月に第1回総務委員
会を開催し、以降、総務委員会、民間のコンサルティング会
社、事務局と連携し法人化を検討してまいりました。平成
22年11月1日に、神奈川県教育委員会教育長より「最初の
評議員選定委員会運営規程」、「最初の評議員選任方法」の認
可を受け、平成22年11月19日の評議員会、平成22年

11月24日の理事会の承認を得ました。また、平成23年3
月24日の理事会・評議員会において「公益財団法人川崎市
スポーツ協会定款」等の承認を得、25日付で神奈川県の主務
官庁に電子申請を行いました。なお、名称を「財団法人川崎市
体育協会」から「公益財団法人川崎市スポーツ協会」に変更を
申請しました。
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ーツ環境の再整備計画
輌前夜は老朽化したスポーツ施設を再構築する
華めに、さ弊年にわたって検討委員会を設置し慎重
に論議を重ねてきました。その一つが富士見周辺
地区整備実施計画であり、それに基づく「スポー

ツ・文化複合施設一仮称市民アリー㌢ナ含む」
の基本的な考えです。更に、等々力地薗こおい
ては「等々力緑地再編整備実施鼓画王か公表連れ
ています。

【l富士見周辺地区整備実施計画 （スポーツ・文化複合施設一仮称市民アリーナー含む）
現在の川崎市体育館は築55年が経過し老朽化した建物で
す。しかしその利用率は100パーセントに近く、年間を通じ
て大変多くの人たちに利用されています。そこで、富士見周
辺地区再編整備に伴って、新たに建てなおされることとなり
ました。
基本計画では、教育文化会館の大ホール機能も併せ持つ複
合施設として検討されてきました。
★大体育室はハンドボールの公式大会が出来る規模で、
1300人程度の観覧席を設ける。
★多目的室は柔道、剣道各1面相当のスペースとタンス等
にも配慮した仕様とする。

★練習場は公式大会開催時の練習機能に対応した規模とす
る。
★その他、弓道場・会議室・トレーニング室・控室・更衣室・
器具庫・専用ホウイ工などを設ける。
★ホール部分は、2000席程度の多目的に利用できるホー
ルとし関連諸室を設ける。
以上のような素案がまとまりましたが、体育協会としてはホ
ール部分は独立機能として設置し、アリーナ部分は現在地で
はなく公園東側の相撲場付近に建設してほしいと申し入れし
ています。（完成までの間、現体育館を継続使用し、スポーツ
活動に空白をつくらないことを求めています。）

B等々力緑地再編整備実施計画
等々力緑地においては、老朽化した野球場・陸上競技場の
改修を中心に緑地全体の緑と人の動線を2年間に亘って様々
な角度から検討してきました。

施設配置計画イメージ園

基本的な考え方は、
（1）緑豊かなやすらぎと安全・安心の場となる公園
（2）川崎から発信するスポーツ・健康づくりの拠点としての
公園
（3）多様な交流を生み出す場となる公園の三点です。
そして、（1）では緑の量と動線を確保し多摩川とつなげ、中心
広場を整備するとともに日常の安全と広域避難場所としての
オープンスペースを確保することです。
（2）では正面広場をメインエントランスとしサブエントラン
スも考慮した整備を進め、配置についてはおおむね現位置と
し、硬式球場については1万人程度、陸上競技場については
3万5千人に配慮する。また、補助競技場の機能の向上を図
り一定の大会が出来るよう配慮する。
（3）では緑地までのアクセスを整備し、商店街・企業などとも
連携して地域の魅力向上につなげるとともに、音楽活動、ス
ポーツ、花づくりなど様々な交流を生み出す場として整備を
進めるとしました。

等々力緑地再編整備実施計画より抜粋
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盛大に開催！「かわさきスポーツ人の集い」
2月19日（土）、川崎日航ホテルにおいて「かわさきスポ
ーツ人の集い」が催されました。阿部孝夫川崎市長、潮田智
信市議会議長、嶋崎嘉夫市議会副議長、寓武俊弘神奈川県
体育協会副会長、大田垣耕造商工会議所副会頭、草壁悟朗
川崎信用金庫専務理事をはじめ加盟団体会長・協会役員な
ど約200名の方々にご列席いただきました。集いの中で、
川崎市スポーツ賞表彰の車耕作川崎市体育協会副会長、神

奈川体育功労者個人表彰2名清水ひろみ氏、斉藤正氏、団
体表彰体操協会（青木泰代氏）の方々の紹介があり皆様方
から祝福の拍手が贈られました。また、第1部では川崎市
ホームタウンスポーツ推進パートナーのプロトランポリ
ンプレイヤーである中田大輔氏のトークショーの中で、ト
ランポリン競技の魅力と7月に行われるワールドカップ
の見所などについてお話を聞くことができました。

表彰された皆様

中田大輔氏のトークショー
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川崎市は、市内7つの地区にそれぞれ総合型地域スポー
ツクラブの立ち上げを支援して、市民のスポーツ活動を促
進しています。総合型地域スポーツクラブは、同じ地域に
住む人達が会員となって自主的に運営する地域のスポーツ
クラブです。学校施設など地域の施設（民間施設を含む）を
南効活用して、幼児から高齢者までがスポーツを通して健
康・体力づくりを進め世代間の交流や地域のコミュニケー
ションの輪を広げています。
芋臥川崎市体育協会の指導のもとに、設立準備委員会
が中心となり、Jt川奇市広域型スポーツクラブ「かわさきス
ポーツドリーマーズ（略称K．S．D．）」が設立し4月から事業
を開始しました。夏休み明けには、特定非営利活動（NPO）
法人の申請が通り本格的な活動に入ります。「広域型」は、
「総合型」と同じく各地域で生涯スポーツや生涯学習を通し
て「健康つくり」「人つくり」「仲間つくり」「まちづくり」を理
念に掲げて運営してまいりますが、将来的には各地域をそ
れぞれ繋ぎ川崎市全地域の活動を視野に広げて取り組んで
いきます。
●詳しくは、（財）川崎市体育協会内の事務局へお問い合わ
せ下さい。℡044−739−8844

い豆十一㍉・いト

●活動場所 等々力緑地公園周辺施設、中原小、宮内小、
東住吉小、橘高校
●対
象 小学生以上の市民
●指導者 川崎市体育協会会員、元学校教員、
小学校体育研究会会員
檜瘍葬完売蒜i故人押0）榊■中
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健威すふわあい広がる

全国高等学校対抗ボウリング選手権
昨年の12月17日（金）から3日間、川崎グランドボウルで大会が開催されまし
た。今年で6年目を迎えた本大会は、市内のスポーツ施設、高校、会場周辺にものぼ
り旗を設置して大会を盛り上げてきました。大会には、川崎市代表として市川崎、
橘、大師、向の岡工業高校が出場し、女子の部で市川崎高校が健闘し6位に入賞しま
した。閉会式後、多くの市内小学生と大会に出場した選手との「ふれあいボウリン
グ」が開かれて、ボウリングの楽しさと子どもたちのふれあいの輪が広がりました。
大会結果は次のとおりです。
男 子の部
優 勝 府 立東榎 高校
（
京都府）
準優 勝 クラー ク記念高 校 （
愛知県）
3 位 大 分高校
（
大分県）

女子 の部
豊川 高校
（
愛知県）
干葉 明徳高校 （
千葉県）
宜野 湾高校 （
沖縄県）

大会風景

食育推進コンテコ．ト
12月18日（土）、「エポックなかはら」で食育環境
の大切さについて啓発することを目的とした川崎市
PTA連絡協議会食育推進コンテストが行われまし
た。小中高校生の子どもたちやPTA，一般の方々か
ら工夫を凝らしたお弁当が集まりました。川崎市教
育委昌会賞をはじめ多くの賞が用意されましたが、
後援の川崎市体育協会からの賞は次の通りです。

川崎市体育協会会長賞
山谷 奨 （
市川崎高校）
小林 裕子（
宿河原小P T A ）
川崎市体育協会努力賞
豊田 茜 （
犬蔵中学校）
野口 大清（
玉川小学校）
野口 幸枝（
玉川小P T A ）

今年の4月から5年間、（財）川崎市体育協会は、明治ス
ポーツプラザとの共同事業体で宮前スポーツセンターを
受託しました。今まで同様に、皆様方から親しまれる施設
を目指して努力してまいります。新規事業として2つ紹介
します。
①「保育ボランティア事業」の開設「親子スポーツ教室」
とFピラティス」に参加するお母さん方の赤ちゃんを保
育希望者やボランティアの方々が預かり楽しく参加し
てもらうようにしました。参加したお母さん方の感謝の
笑顔が広がっています。

（D「新規事業」夏休み小学生スポーツ教室 地域の小学生
を対象に器械運動や縄跳び運動、さらにトランポリンな
どに挑戦、体験してもらいます。できる技をたくさん増
やし、その喜びや感動を味わってもらいたいと願ってい
ます。
他にも、第1期スポーツ教室はすでにスタートしています
が、どの教室も人気が高く、中には抽選となりました。第2
期のスポーツ教室は、6月頃から案内、受付を開始します。
申し込み・問い合せ先は、宮前スポーツセンター教室係
（℡976−6350）までお願いします。

川崎市は、被災者の受け入れを川崎市体育館から施設・設
備が充実しているとどろきアリーナに移し、3月19日から始
めました。多くが東京電力福島第一原発の事故の影響による
福島県出身者が多く、県内では最多の106人（3月22日現在）
を受け入れました。暖房、シャワーやお風呂の施設などが整
い、畳敷きとあって被災者の多くの方々からはほっとした様
子がうかがえます。今後、アリーナの受け入れ状況により、
予定している第1期スポーツ教室は多少の変更があるかもし
れません。

＿J′「品蒜；￣㌫蒜i

川嶋市ハコドポール協会

川崎市拓き拓だ連盟

川崎市ハンドボール協会は、今年で30周年を迎えます。平
成10年の「かながわ・ゆめ国体」では、ハンドボール少年の部
において、男女優勝！という最高の結果で終わらせることが
出来ました。とりわけ女子の出場選手には、川崎市出身の選手
が多く、応援にも熱が入りました。この大会を期に、小学生の

長い柄の先にそりかえった刃をつけた武器、それが「なぎな
た」です。源義経の家来である弁慶が持っていたことでも有名

ハンドポーラーが増え、以前は近県のチームを招待して開催
していた小学生の交歓会も現在では、川崎市内だけで男子が
10チーム、女子が8チームと参加チームが飛躍的に伸びてき
ています。その成果として、西中原中学では、平成16年から
男女で県大会優勝を何度も遂げ、平成20年「春の全国選抜大
会」では、女子が見事に準優勝を掴み取りました。
高校では、男子の法政二高が平成15年から連続で全国大
会に出場し、女子は高津高校が関東大会に5年連続出場とい
う活躍ぶりです。また、一般の部では、マスターズを発足した
ところ、40名を超える人が集まり、年間を通して練習や大会
に参カロするようになって釆ました。本協会では年に3回の大
会を開催し、小学生からマスターズまで、幅広くハンドポーラ
ーの手助けをしています。
平成22年度役員
会 長
持田文男
副会長
蘭田英二
理事長
平木責史
副理事長 相原耕輔

ポーツ施設で、あらゆる世代の人々が大会出場、段位取得、健
康増進など、それぞれの目標に合わせて日々稽古に取り組ん
でいます。
大人になってから始める方も多く、まったくの初心者が三、
四年後には段位を取得したり、県大会で入賞したりというこ
とも珍しくありません。当連盟では、経験を積んだ会員が初心
者に教えるというかたちで会員同士がともに学びあいながら
アットホームな雰囲気で練習をしています。
二人の競技者がお互いに呼吸を合わせながら形をする時の
ぴんと張りつめた空気は、武道ならではのもの。身体だけでは
なく精神の修養にも最適です。
武道に興味はあっても、「ちょっと厳しそう」と不安に思っ
ている方、当連盟ではそんな心配は無用です。ぜひ一度、見学
に来てみて下さい。

嶋崎嘉夫
木下昭彦

です。現在行われているなぎなた競技は刃部は竹、柄部は樫の
木で作られた210〜225センチのものを使います。剣道の
ように防具をつけて指定された部位を打突しあう試合競技
や、二人一組で指定された形を行う演技競技などがあります。
女子の武道として有名ですが、今では男子や外国人の競技者
も増え、女子同様に男子の大会も盛んに行われています。
川崎市なぎなた連盟では、石川記念武道館など市内の各ス

本田義昭

当協会HP http／／www．Kawasaki−hand．gr．jp／

平成22年度役員
会 長
近藤 俊朗
副会長
野崎 房江
理事長
清水ひろみ
【連絡先】
事務局：吉岡高弘 044−272−9414
http：／／homepage2．nifty．com／kawasakinaginata／
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平成22年度（財）川崎市体育協会賛助会員一覧（その2第79号から続く）

ご協力あ がとうござ齢ま』た。来年度も継続をお願齢』まず。
【団体会員】敬称略

1口 10．000円

【個人会員】敬称略

株式会社横浜アーチスト
川崎水泳協会
神奈川県柔道整復師会川崎支部連合会

次のスポーツ店では、賛助会員に対する優待
割引をしていただいています。ぜひご利用く
ださい。

℡333−7819

（株）カワプチスポーツ

℡511−1615

（有）アイダスポーツ

℡533−8411

（株）フジスポーツ

℡711−0505

（株）クリーンスポーツ

℡854−3311

（株）ミキスポーツ

℡822−8885

（有）エスケースボーッ

℡987−0007

（有）ニホンスポーツ

℡766−0854

￣

・▼

￣

￣￣

￣

￣、

￣、

水質日本一の清流を泳いでみませんか

r高津川水泳マラソン大会」
島根県益田市を流れている高津川は、一級河川としては珍しくダ
ムのない河川として全国的に有名です。今回は、第3回目の開催と
なり、全国から多くの参加を期待しています。真夏の時期、水質
日本一番の豊かな清流を皆さんと共に泳いで、夏の思い出をつくっ
てみませんか。
⑳期日 7月24日（日）
⑳会場 島根県益田市高津川3．0km（川くだり）
⑳問合わせ先 大会事務局 塩満 逸二（実行委員長）
℡090−9067−8137 FAX（0856）23−7372
E−mail：taSWmaeC＠iwamj．orJP

東日本大震災への義援金を受け付けます

■ l ■

（株）三愛スポーツ

2．000円

木村 三郎
五島三津雄

ヽ、

賛助会昌提携
■スポーツ店のご案内

1口

大震災によりお亡くなりになられた方々のご冥福と被害を受けら
れた皆様、その家族に心からお見舞い申し上げます。（財）川崎市体
育協会としましても義援金などで応援をしていきたいと思います。
義援金箱は、本協会の指定管理運営施設である「とどろきアリーナ」
「市体育館」「宮前スポーツセンター」に設けてありますので、ぜひ
ご支援を！

川崎フロンターレ開催日程

川崎フロンターレ2011会員募集

東日本大震災の影響で予定されている試合
日程が変更されています。詳しくは、川崎フ
ロンターレのホームページをご覧ください。

入会金 500円（入会初年度のみ）
年会費 個人3，000円 ファミリー6，000円 ジュニア500円

http：／／www．frontale．cojp／bIue＿friends／

※川崎フロンターレ後援会事務局ま
TEL．044−739−6070
FAX．044−722−9432
mail：info＠bluefriends．jp
H．P．http：／／bluefriends．jp／

川崎市広域型スポーツクラブrかわさきスポーツドリーマー
ズ」（略称K．S．D．）が、2年間の準備を終え今年の4月からス
タートしました。多くの教室は、活況で子どもたちはスポーツ
や学習に夢中になって取り組み体力、学力を高めています。
昨今、子どもの学力の向上には体力や身体活動が重要であることが明
らかになってきています。学習環境と運動する環境を提供していくこの
rK．S．D．Jを通して、これからの未来を担う子どもたちの育成に本協会
としましても、応援してまいりたいと思います。

スポーツかわさき80号
平成23年4月15日
発行（財）川崎市体育協会
〒21ト0051川崎市中原区宮内4−1−2
℡04ト739−8844 FaxO44−739−8848
ホームアドレス
http：／／WWW15．ocn．neJp／−taikyo／
編集（財）川崎市体育協会広報委員会
印刷 （株）アサヒプリンティング

