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平成25年度
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こども相撲大会（富士見公園相撲場）

（公財）川崎市スポーツ協会表彰（会館とどろき）

尾瀬燧岳及び尾瀬沼周回コース
学童泳力記録会（川崎橘高等学校公認プール）
サマースポーツ・スクール
青少年スポーツ都市間交流（川崎から益田へ）

ママさんバレーボール大会開会式（幸市民館他）
夏の市民登山（岩木山、八甲田山）
「八ヶ岳宿泊スポーツ体験学校」（八ヶ岳少年自然の家）
青少年スポーツ都市間交流（益田から川崎へ）

ママさんバレーボール大会（とどろきアリーナ他）

市民ふれあいダンスの集い（川崎市教育文化会館）
市長杯争奪市民ゴルフ大会（川崎国際生田緑地ゴルフ場）
体育の日記念事業・親子ふれあいゲートボール
秋の市民登山（木曽駒ケ岳）
レディース川崎テニス大会（等々力テニスコート）

2013川崎国際多摩川マラソン大会（等々力陸上競技場）
トランポリン全日本選手権大会（とどろきアリーナ）　

市長杯サッカー大会（等々力陸上競技場）
川崎市長杯争奪2013国際トランポリン　
ジャパンオープン（とどろきアリーナ）
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）
バスケットボールフェスティバル（川崎市体育館）
ウインタースポーツ・スクール
ウインタースポーツ体験学校（スキー教室・八ヶ岳）

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）　　　　　　　　

ウインタースポーツ体験学校「市民スケート教室」（同上）
市町村対抗「かながわ駅伝」（秦野市～相模湖）     　

2014多摩川リバーサイド駅伝in川崎（古市場陸上競技場）
第14回川崎市高等学校駅伝大会
ウインタースポーツ体験学校（スキー教室・八ヶ岳）
　　　　　　　　　　　　（八ヶ岳少年自然の家）

※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。

　8月の17日（土）～ 19日（月）にかけて、涼しい高原に位
置する八ヶ岳少年自然の家に宿泊して、陸上、バレーボール、硬
式テニス、サッカーなどのスポーツを楽しみながら技能や体力を
高めます。夜は、トップコーチの話を聞いたり、星の観察などを
計画しています。自分の好きなスポーツに思う存分取り組むには、
貴重な宿泊体験学校だと思います。

　例年より寒く感じられた冬も終わり、
スポーツに適した季節を迎えました。
川崎市スポーツ協会の普及・振興事業
でもある教室やイベントも行われます
ので奮ってご参加ください。
詳しくは、川崎市スポーツ協会各担当

までお問い合わせください。（連絡先　☎044-739-8844）

　川崎市と益田市とのスポーツ交流が、今年も夏休み中に行われ
ます。7月は26日～ 29日にかけて川崎市の小学生の柔道、ミ
ニバスケットボールのメンバーが益田市を訪問します。8月は

23日～ 26日に益田市のソフト
テニスの中学生が川崎市を訪れて
スポーツ交流をします。川崎市と
益田市の子どもたちは、スポーツ
を通してお互いにふれあいを深め
るとともに、それぞれの地元では
普段体験できないことを楽しみな
がら思い出深い夏休みを過ごすこ
とになるでしょう。

　8月16日（金）夜から19日にか
けて市民登山が行われます。一日目
は岩木山登山（山頂からは北海道が

望めます）、二日目は八甲田連峰周辺と奥入瀬を散策します。宿
泊地は温泉宿です。行程はすべて川崎市山岳協会のメンバーが引
率してくれます。募集は38名です。
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市民登山

ますます深まる
島根県益田市とのスポーツ交流事業
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川崎の子どもたちの体力向上⑫

生きる力を支えるのは体力　
平成25年3月、文部科学省から2012年度の「全国体力調査」の結果が公表されました。そこで、
子どもたちの体力について、川崎市教育委員会学校教育部健康教育課の担当課長杉本眞智子
氏に話を伺いました。

～健康教育課杉本担当課長インタビュー～

子どもたちの体力低下の原因について
　毎年「体育の日」に、体力・運動能力調査の結果が公表
されます。昭和60年代をピークとして、調査結果の値が低
下の様相となりました。体力の低下は、高度経済成長を終
えた我が国の社会生活環境の変化と子どもたちの生活習慣
の変化が大きく影響していると思います。社会生活環境の
変化で最も影響があるのは、車社会の発展による運動不足
です。また、生活習慣においては外遊びの減少です。要因
として考えられることは、遊ぶ時間・遊ぶ場所・遊ぶ仲間
が見つからないという現状とともにゲーム機器の普及でし
ょう。
体力低下を実感する時は
　学校教育活動において子どもたちの体力低下を実感する
のは、筋力や持久力、調整力など、体を動かすのに必要と
する基本的な動きがとれないということです。例えば、転
んだ時に瞬間的に手が出ない、雑巾がけをしていて体のバ
ランスがとれずに顔面を床に打ち付ける、わずかな段差や
高さも降りることができないなどです。また、大人は、疲
れやすくなった、疲れが抜けずにすっきり起床できない、
風邪をひきやすくなったなど「体の調子を一定に保とうと
する時に必要とする体力」の低下を実感することが多くな
ってくることと思います。
体力向上に向けた学校としての取り組みについて
　まず一つは、体育学習の充実です。子どもたちが運動の

特性にふれた楽しさや喜びを味わ
うことが、運動の日常化につなが
ります。また、今回の体育の学習
指導要領ですべての学年に導入された「体つくり運動」の
実践と充実です。この領域では、低学年・中学年では、体
の基本的な動きを総合的に身につけることをねらいとして
います。
　もう一つは、運動や遊びの時間や場の確保です。川崎市
の小学校では、以前からキラキラタイムという時間を設定
し、各学校の実態に応じた取り組みをしているところです。
また、６年生になりますと地区別運動会があります。縄と
びや綱引きなど、手軽にできる種目ですので、地区別運動
会の前には、休み時間にみんなで練習に取り組みます。６
年生の活動は、他の学年にもよりよい影響を与え、結果的
に体力向上に向けた取り組みになっています。
　適度な運動や遊びというのは、学習への集中力を高め、
社会性や創造性も身につけることができます。朝のわずか
な時間にも、体力向上に向けた時間を設定できることを願
っています。　さらに、家庭や地域でも子どものスポーツ
活動に対する関心をもち、学校と地域が連携を図りながら、
環境や地域の特性に応じた方策も工夫できたら嬉しいもの
です。

………………………………………………………………………………………………………………………………
　3月14日（木）理事会、28日（木）評議員会が、会館とどろきにおいて
開催しました。
　1号議案「平成25年度事業計画案」
　2号議案「平成25年度収支予算案」
報告事項
　1.平成25年度事業運営について 
　2.平成25・26年度理事の改選について
　3.加盟団体助成について
　4.ジュニアスポーツ基金について
　5.チアリーディング連盟の新規加入
　6.テニスコート増設の請願署名について
　1～ 2号議案を全て承認し報告事項を確認して閉会しました。

平成24年度 理事会・評議員会

（公財）川崎市スポーツ協会　齊藤義晴会長　『さらなる改革と飛躍』
　4月1日の辞令交付に際し、「今年度の川崎市スポーツ協会は、全職員一丸となり、来るべき川崎
市体育館の閉鎖に伴う諸課題を克服するために加盟団体をはじめすべてのスポーツ関係者と連携
し、常に市民サービス向上を目指して『さらなる改革と飛躍』をしなければならない」と訓示されま
した。「スポーツは元気だからやるのではなく、やるから元気なのだ！この精神と実践が明日の飛躍
へと結びつく原点である・・・」と語り、「職員の一層の奮励に期待している。」と激励されました。
会長の熱い思いに応えて、川崎市スポーツ協会は事業改革プロジェックトチームを設置して新たな
決意に燃えています。

（理事会の様子）
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大奮闘　団体総合　川崎市第３位　
神奈川県市町村対抗スキー競技会

「早寝早起き朝ごはん」運動
推進に対する
文部科学大臣表彰　
　川崎市PTA連絡協議会
川崎市PTA連絡協議会は、4年前から市内の企業の協
力を得て生活習慣改善事業を推進してきました。市内
の小中高校生や保護者が作るお弁当のアイデアを募集
し、表彰する「食育推進コンテスト」（スポーツ協会支援
事業）の成果が認められ、このたび文部科学大臣表彰を
受賞しました。広報紙「市Ｐ協かわさき」でも、健康や学
力にも影響を及ぼす食事と生活リズムについて取り上
げて食育の大切さを広めてきています。

第64回神奈川県市
町村対抗スキー競技
会が、3月1日（金）
～ 3日（日）に長野
県白馬五竜スキー場
と白馬クロスカント
リー競技場で開催さ
れました。川崎市は、
アルペン競技で優勝
者2名、クロスカン

トリー競技では優勝者3名、そしてリレー競技で優勝、その結果団体総合3位
を獲得しました。

　3月24日（日）、少し肌寒く駅伝には絶好の天気の下でリ
バーサイド駅伝が行われました。スタートとゴールの古市場
陸上競技場付近と多摩川河川敷マラソンコースには、雪柳が
一面に咲き、学校や会社の仲間や家族で編成されたチームが
たすきをつなぎました。今年も福島県から福島西高校、安達
高校、田島高校が参加して好成績をおさめました。販売ブー
スには、ふるさと交流フェアで福島、山形、岩手の名産品な
どが並び、多くの人で賑わいました。今年は、1,521チーム、
6,950名の参加がありました。

各部の成績は次のとおりです

多摩川リバーサイド駅伝 in 川崎多摩川リバーサイド駅伝 in 川崎多摩川リバーサイド駅伝 in 川崎
20132013

■ショートの部（466チーム）
ショート混合　　　　チーム名　　　　　　　分：秒
　1位　　　　　　　ＤＡＳＥＷＡ　　　　　33：14
　2位　　　　　　　都市大Ａ　　　　　　　36：29
　3位　　　　　　　グラシアス佐藤　　　　36：47
ショート男子
　1位　　　　　　　平塚市役所　　　　　　32：18
　2位　　　　　　　ＮＡＮＫＵＬ　　　　　32：21
　3位　　　　　　　チーム衝動　　　　　　34：37
ショート女子
　1位　　　　　　　西中原中Ｃ　　　　　　40：20
　2位　　　　　　　ＫＥＧ　　　　　　　　42：11
　3位　　　　　　　桐光ＯＧ　　　　　　　44：45
ショートジュニア（中学生）　　　　
　1位　　　　　　　黒マグロ　　　　　　　31：40
　2位　　　　　　　白虎隊　　　　　　　　32：32
　3位　　　　　　　西中原中Ｂ　　　　　　33：40
ショート高校女子　　　　
　1位　　　　　　　福島西高校　　　　　　37：14
　2位　　　　　　　橘高校（全日制）Ｂ　　37：33
　3位　　　　　　　駒大高校　　　　　　　38：47

■キッズ・ファミリーの部（165チーム）
　キッズ　　　　　　チーム名　　　　　　　分：秒
　1位　　　　　　　ＡＣレンジャー　　　　21：56　　　　
　2位　　　　　　　ＳＫ１４８用賀　　　　22：51
　3位　　　　　　　ｋｕｒｉｇｉ　　　　　24：21
ファミリー　　　　　　
　1位　　　　　　　ＳＰＥＥＤ☆Ｆ　　　　21：07
　2位　　　　　　　カツヘビ　　　　　　　22：29
　3位　　　　　　　ベアーズ　　　　　　　22：38

■ロングの部（828チーム）
ロング混合　　　チーム名　　　　　　　　　 分：秒
　1位　　　　　元ＮＢＴ＋１　　　　　 1：28：04
　2位　　　　　厚南ＡＣ　　　　　　　 1：29：01
　3位　　　　　クノール食品Ｒ　　　　 1：30：52
ロング男子
　1位　　　　　ＤＡＳＥＷＡ　　　　　 1：14：36
　2位　　　　　ラッパッパ　　　　　　 1：21：54
　3位　　　　　西中原Ｂ　　　　　　　 1：23：25
ロング女子
　1位　　　　　ザバス川崎　　　　　　 1：41：12
　2位　　　　　たまプラＳＲＣ　　　　 1：53：03
　3位　　　　　ふんころがし　   　　　 1：59：32
ロングマスターズ
　1位　　　　　チームＡ　　　　　　 　1：24：52
　2位　　　　　十条基地競走部　　　 　1：31：39
　3位　　　　　ランサポ　　　　　　　 1：35：10

■川崎市高等学校駅伝（35チーム）
　男子　　　　　チーム名　　　　　　　　　 分：秒
　1位　　　　　福島西高校　　　　　　 1：22：44
　2位　　　　　高津高校（全日制）Ａ　 1：23：05
　3位　　　　　日大高校　　　　　　　 1：23：08
　女子
　1位　　　　　橘高校（全日制）Ｂ　　　　37：33
　2位　　　　　桐光学園高校　 　　　　　　40：08
　3位　　　　　麻生高校　　　　　　　 　　42：28
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総合型地域スポーツクラブが広げる

「スポーツのまち・かわさき」

いつでも・どこでも・だれでも・いつまでも、
生涯にわたってスポーツに参画できる環境
づくりを目指すものが、総合型地域スポー
ツクラブです。総合型地域スポーツクラブ
は、「多種目・多世代・多志向」をキーワ
ードに掲げて、スポーツ種目の枠組みや競

技志向・交流志向などスポーツへの関わり方の違いを超えたスポーツ文化の振興を目的
としています。川崎市内には現在9つのクラブがあり、地域の特性を活かしながら、人づ
くり、仲間づくり、地域づくり、健康づくりを理念にかかげて活動しています。

幸総合型スポーツクラブPULM
（幸区）連絡先　℡044－223-7430

幸スポーツセンターなどを拠点にパドルテ
ニス、ソフトバレー、グランドゴルフなどの
スポーツを行っています。

平間スポーツレクリエーションクラブ
（中原区）連絡先　℡044-555-9140

市内で第1番目に設立された総合型クラブで、
平間小学校を拠点にソフトテニス、ヨガなどの
教室を開催しています。

元気クラブ
（中原区）連絡先　℡044-299-6466　

西中原中学校区を活動拠点にして、主に健
康体操（ヨガ）、キッズスポーツ教室（ボール
運動）を行っています。

川中島総合型スポーツクラブ
（川崎区）連絡先　℡044－201-7576

川中島中学校区を拠点として、ボール遊び
やフラッグフットボール、陸上競技など幅
広いスポーツ教室を展開しています。

金程中学校区スポーツクラブわ・わ・わ・
クラブ（麻生区）　
連絡先　wa.wa.wa.club @ yahoo.co.jp

スポーツを通して地域の「和・輪・話」づくりを
目指し、金程地区の中学校や小学校を会場に
して陸上、卓球、バドミントンなどの定期教室
を実施しています。

中野島総合型スポーツクラブビルネ
（多摩区）連絡先　℡044-900-3848（柳田）

中野島名産「梨」（ドイツ語で「ビルネ」）のよう
に地域に根ざすように、中野島小、下布田小、
中野島中学校を会場として、フロアボールや
スポーツ吹き矢などニュースポーツなども盛
んに行っています。

菅生スポーツコミュニティクラブ
（宮前区）
連絡先　http：//sugao－sports.jimdo.com/

菅生小、稗原小学校を拠点に、月に1度の体
験会と毎週開催の種目別コースを展開して
います。

高津総合型スポーツクラブSELF
（高津区）連絡先　℡044-833-2555

高津中学校区の小中学校を拠点にして、球
技、ニュースポーツ、ダンスや武道など多種
目にわたってプログラムを提供しています。

かわさきスポーツドリーマーズ
（中原区）連絡先　℡044-733-4408

中原区を拠点にして、川崎市全域での活動を目
指しています。川崎市スポーツ協会やその加盟
団体などと連携して、子どものたちの体力向上
を掲げて、様々な種目の教室を行っています。

市内9つの総合型地域スポーツク
ラブの連携・交流を図るために、今年の

1月に川崎市とどろきアリーナでスポーツ
フェスティバルを行いました。当日は、1000名以上の子どもやその家族などが集ま
りスポーツを楽しみました。また、学校との連携事業で総合型スポーツクラブと学校
現場の先生方と研修会をもって、総合型地域スポーツクラブへの理解と今後の連携の在
り方について協議を深めました。今後もスポーツのまち・かわさきをさらに広げていくた
めにも総合型地域スポーツクラブへの期待は高まっていくと思われます。
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賞 　　　　 所属 　学年 　受賞者名 賞 　　　　 所属 　学年 　受賞者名 

川崎市
教育委員会賞

川崎市スポーツ
協会会長賞

川崎市学校給食会
理事会長賞

久本小
王禅寺中央中
西中原中

臨港中（合作）

高木学園女子高
久本小
田島中
川崎高
川崎高
久末小
桜本中
西中原中
川崎高
川崎高

4年
2年
1年

2年

1年
5年
2年
2年
1年
4年
2年
1年
1年
1年

望月　美海
竹原　健吾
紺本　彩名
菊地　璃緒菜
宮野　康平
渡邊　直人
小原　里緒
岡本　夏芽
小山　拓己
近藤　沙織
池亀　彩香
田添　愛実
金井　真琴
永田　耀士
岩崎　夢実
竹林　亜侑美

JAセレサ川崎
セレサモス賞

味の素賞

川崎市PTA連絡
協議会会長賞

柿生小
西中原中
田島中
川崎高
長沢小（合作）

麻生高
田島中
犬蔵小ＰＴＡ
長沢小
西中原中
西中原中

川崎高
川崎高

6年
1年
2年
１年
4年
4年
3年
2年
一般
4年
1年
1年

1年
1年

内藤　健介
徳永　菜月
平木　秀門
小池　彩菜
木村　せり
木村　すずな
木村　みき
武田　優子
紅林　瑞枝
鶴巻　莉子
松田　萌波
原　　瞳子

小島　奈々
能勢　紗也花

川崎市スポーツ協会会長賞　受賞作品

近藤　沙織作品 岡本　夏芽作品 池亀　彩香作品 小山　拓己作品

　川崎市ＰＴＡ連絡協議会主催の食育推進コンテスト表彰式
が、昨年の12月15日に高津市民館で行われました。市内の小
中高校生やその親が作るお弁当のアイデアが年々増えて、今年

は661作品の応募がありました。受賞作は、栄養面からも彩り
面からも工夫された作品が集まり、このコンテストが食に対す
る啓発の機会になることを主催者は期待しています。

川崎市PTA連絡協議会主催食育推進コンテストの表彰食育推進コンテストの表彰

期待される選手紹介期待される選手紹介 　川崎市出身で、今後活躍が期待される選手の皆さんを紹介します。
今回は、フラッグフットボールの杉本愛実選手とスノーボードハーフパイプ
の本田未沙選手を紹介です。二人とも、女子大学生で勉強とスポーツを両立し
て励んでいます。

杉 本 愛 実 選手
（玉川大学4年生）

本 田 未 沙 選手
（国士舘大学2年）

（川崎市出身）

　川崎市の生田中、橘高校ではバスケ
ットボール部所属でしたが、大学に入
ってからは富士通マロンティアーズに
入部し、フラッグフットボールに転向
しました。昨年、スウェーデンで行わ
れたIFAFフラッグフットボール世界
選手権では富士通マロンティアーズが

女子日本代表として参加し、５位入賞を果たしました。現在、男女混
合のFFFC川崎トラッピーズにも所属しています。トラッピーズは、
今年の3月に行われた第15回フラッグフットボール日本選手権春
季大会でＪＦ王座に輝きましたが、チームの中でも若手プレーヤー
として大活躍しています。大会では、東日本最優秀選手賞と全国ベス
トファイブにも選ばれました。将来は学校の先生になって、プレーヤ
ーとしても活躍したいそうです。

　父親からスノーボードを学び、小
学生4年生の時には、スノーヴァキ
ッズフェスタでハーフパイプなど
4種目に優勝して幼い時から片鱗
を見せました。応援してくれるスノ
ーヴァ溝の口を本格的な練習拠点
に据えて、川崎の中原中に進学し

て、3年生の時にはプロテストにも合格しました。国内のスノー
ボード競技大会では、2月に行われた北海道大会の準優勝をはじ
め常に上位クラスの成績を収めていますが、今年の3月にトルコ
で行われたＦＩＳスノーボードジュニア世界選手権大会のハーフ
パイプで見事4位入賞を果たしました。夢は、冬季オリンピック
出場です。
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加盟団体紹介加盟団体紹介加盟団体紹介

川崎市フロアボール協会 川崎市アメリカンフットボール協会

　フロアボールという競技を皆さんご存知でしょうか？
　用具はプラスチックやカーボン素材の軽いスティックを使い、プ
ラスチック製のテニスボール大の軽いボールを敵のゴールに入れ
て点数を競い勝ち負けを争います。
　アイスホッケーを室内で行うといえばわかりやすいでしょうか？
ただし、激しいボディコンタクトや危険な行為はすべて禁止という、
安全性に配慮して小学校入学前の小さな子どもから、大人まで生涯
スポーツとして一緒に楽しめるように工夫されています。
　当協会は1984年に川崎市ユニバーサルホッケー協会として設
立されました。
　2012年に国内での一層の普及とオリンピックへの参加を目的
とし、上部団体である日本ユニバーサルホッケー協会と日本ユニホ
ック協会、日本フロアボール協会とが統合され、川崎市も昨年度新
たに川崎市フロアボール協会として出発しました。
　2024年にはオリンピックの正式種目として取り上げられるこ
とを目指しています。
　現在当協会会員登録数は377名、うち小学生は約180名です。
　当協会登録チームは小学生から大人まで全国大会や日本選手権
などで優勝や上位に入賞する実力のあるチームがそろっています。
　また当協会登録選手より、2012年に行われた男子世界選手権
ではキャプテンをはじめ３名を派遣、2013年に行われた女子世
界選手権予選ではキャプテンをはじめ６名を派遣するなど、世界大
会などで活躍する多くの選手を輩出しています。
2004年度に川崎市体育協会（現在スポーツ協会）に加盟し、その
一員として今後も川崎市のスポーツ振興のために努力を続けてい
きます。

会　長　加藤　宗一
理事長　矢野　秀治

　1992年5月、「川崎市アメリカンフットボール協会」は、川崎市
における「普及・発展」、「市内青少年のスポーツ需要への対応」を趣
意に、日本アメリカンフットボール協会のバックアップを受けて設
立されました。設立当初より法政二高、法政大学、専修大学、富士通、
NECと、川崎市内に拠点を置く、いずれ劣らぬアメリカンフットボ
ール界の強豪チームが加盟しての発足でした。
　1998年からは、普及活動の一環として「中学生体験アメリカン
フットボール教室」を開催。その後の中学生アメリカンフットボー
ル躍進の基礎を築き、普及と底辺拡大に大きく貢献しました。
　2006年には、小中学生を中心に、川崎市内全域にわたり普及活
動に取り組むフラッグフットボールが本協会に加盟し、普及、底辺
拡大の共有によって、新たな活動を展開しております。
　2007年、日本のアメリカンフットボール史を変える「第3回ア
メリカンフットボール・ワールドカップ２００７川崎大会」が地元・
川崎市で開催されたことによって、川崎市とより緊密な関係が構築
されました。
　2006年には、川崎市体育協会（現在スポーツ協会）に加盟し、川
崎市内のスポーツ団体の一員となりました。川崎市内のアメリカン
フットボール普及、発展、青少年育成に向けて、草の根活動に使命
感を持って邁進中です。

http://www.kawasaki-football.com
E-mail:info@kawasaki-football.com
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萩・石見空港
拡大促進協議会

http://www.iwami.or.jp//airport/

株式会社
アサヒプリンティング

TEL.044-344-3531 
FAX.044-344-3533

コミュニケーションのクリエイター
本　店　幸区新塚越 201 2F　　　　 044-276-9100
平間店　中原区田尻町24MSビル1F   044-520-1820

株式会社　北野書店
http://www.kitanobook.co.jp

…BOOK・Stationary・CD・DVD・GAME…
NEW!!
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スポーツ協会掲示板 ＜詳細は事務局まで＞お知らせとお願い

編 集 後 記
　文部科学省の全国体力テストの結果が公表されましたが、神奈川県は体力向
上に向けた取組みに大きな課題を残す順位でした。川崎市も体力向上への取組
みとして、さらに学校体育の充実や休み時間の有効活用などを図っていくこと
が大切だと考えます。併せて、地域スポーツとの連携や地域からのサポートが
図られれば一層の効果を生み出すものと思われます。本協会も今後も支援をし
てまいります

平成25年5月1日　
発行　（公財）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
　　　ホームページ　http：//www15.ocn.ne.jp/~taikyo/
編集　（公財）川崎市スポーツ協会広報委員会
印刷　（株）アサヒプリンティング

賛助会員提携スポーツ店のご案内

スポーツかわさき　87号

川崎フロンターレ後援会会員募集
入会金　500円
年会費　個人3,000円　ファミリー6,000円　
　　　　ジュニア500円
※川崎フロンターレ後援会事務局まで
　TEL. 044－739－6070
　FAX.044－722－9432
　mail : info@bluefriends.jp
　H.P.http://www.frontale.co.jp/blue-friends/

2013

平成24年度
（公財）川崎市スポーツ協会賛助会員一覧

〈その2　第86号から続く〉

ご協力ありがとうございました。
【団体会員】　敬称略　1口　10,000円
　株式会社横浜アーチスト
　旬の味とくり
　中幸町1丁目都町東部町内会
　特定非営利活動法人やさしくなろうよ
【個人会員】　敬称略　1口　3,000円
　五島　三津雄
　野口　始男

年会費　
【個人会員】　　1口　　3,000円　　
【団体会員】　　1口　10,000円

平成25年度
（公財）川崎市スポーツ協会賛助会員

加入のお願い

〇賛助会費は、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。
　趣旨をご理解の上ご協力をお願いいたします。
〇本誌『スポーツかわさき』を毎号お届けします。

（株）三愛スポーツ
（株）カワブチスポーツ
（有）アイダスポーツ
（株）フジスポーツ
（有）グリーンスポーツ
（株）ミキスポーツ
（有）エスケースポーツ
（有）ニホンスポーツ

☎３３３－７８１９
☎５１１－１６１５
☎５３３－８４１１
☎７１１－０５０５
☎８５４－３３１１
☎８２２－８８８５
☎９８７－０００７
☎７６６－０８５４

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。




