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  日本のスポーツ界では、昨年一年いろいろな不祥事が続き、

2020年の東京五輪・パラリンピック開催意義を危惧する意

見が相次いで出された。

　その根底に、上に立つ指導者の自己保身から生まれた、

弱者いじめと味方(身内)・敵の選別意識が如実に出ている

と思った。

　これでは、純粋に４年に一回の祭典で、メダルを目指して

必死に頑張っているアスリート達がかわいそうであると感じた。

 元来、日本人は法律や規則・罰則がなくても、それなりの行動が取れる民度・

心性の高い国民と今まで言われてきたし、私はそれを信じ誇りに思ってきた。

　子ども達は、友達との遊びやゲーム、時にはケンカを通して、子ども社会のル

ールを膚で感じ身につけ、ライバルを知り、競争を体験する。そうした中で、感

動や達成感と共に、又、挫折や敗北からいろいろなことを学び成長していく。

  この善悪の判断や、他者への思いやり、弱い者を助ける勇気を身につけさせる

ことは、子どもの頃からしっかり育むことの大切さを一層実感した一年だった。

　保土ケ谷区体育協会では、青少年の区民大会を通じて、スポーツマンシップ、

フェアプレー、正々堂々とは何かについて今年も支援し、子ども達の人間形成・

健全育成に少しでも寄与していきたい。

　　　　“区民の皆さん！スポーツを通して

コミュニケーションを図りましょう”

『正義感・善悪の判断は、何時頃から』
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  平成30年度は、区民大会を7回行いました。個人戦3回、
団体戦4回行い、参加者は総勢1,509人に達しました。
ご参加をいただきました皆様に感謝申し上げます。

写真：第160回混成ダブルス団体戦の様子
平成30年12月9日保土ケ谷スポーツセンターにて

　平成30年度、三大会がすべて終了し

た。年をはさんで一月に開催する新春
大会もすっかり定着してきた。

  平成31年度も三大会を開催します。
ママさんバレーの優しい雰囲気の中で

大会を盛り上げていきます。

写真：平成31年1月20日 新春大会

保土ケ谷スポーツセンターにて
1位 ポピンズ(左上)、2位 ANGELS(右上)、3位 ひろリンズ(左下)、3位 瀬戸ヶ谷(右下)

　ほどがやソフトテニスジュニア教室（境木中学校会場）は11年
目を迎えます。
　小学生が対象で平成31年度の募集も始まっています。
詳しくは、体協ホームページや区の広報をご覧ください。

　昨今の国際大会における十代選手の大活躍は目を見張る
ものがあります。国内では、関係者各位のご努力により、
プロ卓球リーグ「Tリーグ」が発足し、2020オリンピック
・パラリンピックに向け、選手の競技力向上、卓球の注目
度のアップに大いに貢献するものと思われます。
　当連盟は、平成30年度も9回の各種大会を計画し、多くの

皆様のご参加をいただき、大いに盛り上がり、予定通り全
ての大会を無事終了いたしました。
　今後も、地域の皆様のコミュニケーションや健康増進への貢献と競技スポーツとしての両面から、

魅力ある大会運営を図ってまいりたいと考えておりますので、ご協力をお願いいたします。

　保土ケ谷区サッカー協会（神奈川県サッカー協会及び横浜サッカー協会にも登録）に登録している
ジュニア（小学生、キッズ）のチームと練習会場の紹介。

FCオフサイド（常盤台小）。岩崎FC（岩崎小、瀬戸ヶ谷小）。
FC YSA（笹山小）。帷子SC（帷子小）。西谷FC（上菅田小）。

藤塚KZ（藤塚小、初音ヶ丘小）。坂本SC（坂本小、仏向小）。
横浜GSFC（権太坂小、境木小）。上星川SC（上星川小）。
桜ヶ丘FC（桜台小、保土ヶ谷小）。

日曜日は必ず各会場でサッカー少年たちがボールを蹴ってます！

お問い合わせは保土ケ谷区サッカー協会 http://hodogaya11.info

　　           　   　************************* 加 盟 団 体 紹 介 *************************

バレーボール連盟

バドミントン協会

卓球連盟

ソフトテニス連盟

サッカー協会

http://hodogaya11.info/


  熱戦が繰り広げられた秋季大会も無事、全ての試合が終了しまし
た。楽しみながらも勝利を目指して真剣なプレーのぶつかり合い！
時に笑いを誘う一生懸命だからこそ起こる珍プレーと！さまざまな
ドラマが展開されました。
  各クラスの優勝は、男子一部：峰岡へタックス、男子二部：上菅
田ボンバーズ、壮年：上菅田ボンバーズ、女子：さくら　です。
  平成31年度に向け新たな参加チームも募集しています。試合は、第3日曜日に保土ケ谷公園少年
野球場を主な会場として開催されます。興味のある方は是非、会場にお越しください。なお、試合
開催の情報は「保土ケ谷区ソフトボール協会」と検索していただくとご覧になれます。

　平成30年度春季大会は30チーム、秋季大会は29チームの
参加を得て熱戦が繰り広げられました。
　晴天の下、地域交流・体力増進に向けて、軟式野球を楽
しんでみませんか。また、審判員も募集しています。
奮ってご参加、ご応募をお願いいたします。

　平成30年度の春季・秋季区民大会をはじめとして当連盟
の事業は関係各位のご協力を得て全て無事終わりました。
  12月8日100名の出席を得て納会が盛大に開催されこの一
年間の労をねぎらいました。
　2月10日は保土ケ谷公園多目的運動広場で6年生送別大運
動会を行いました。体育協会からいただきました少年野球
の卒業証書を6年生に渡して無事送り出すことができまし
た。たくさんのご声援をいただきありがとうございました。

　平成30年10月8日常盤公園弓道場にて区民大会を開催しました。
総合優勝（層別優勝者競技）　田野倉 房幸（紫紺会）
シルバー優勝者　男子 田野倉 房幸 ・女子 湯尾 久美子
成年優勝者　　　男子 福田 和太 　・女子 小菅 彩子
高校優勝者　　　男子 松田 慎之介 ・女子 柳瀬 芽音

　我が国の人口動態の傾向を「少子化」と呼ぶようになって久しいが、剣道分野でもその傾向に歯
止めがかからない。1月27日に級位審査会を実施したが、受験者はわずか54名であった。盛んな時
期には、体育館の中に150名以上の少年少女の剣士とさらにその父兄でごった返し、コートを二つ
に分けて審査していたのが、今は昔のこととなってしまった。
  救いは、大人のそれも女性の初心者が増えつつあることであ
る。剣道は習い始めの頃が一番楽しい。級位から段位へと上達
するに従って、乗り越えるべき壁が大きく高くなっていくよう
な気がする。最高位の八段取得者は保土ケ谷区剣道連盟に3名い
らっしゃるが、合格するまでの道のりは、並大抵の苦労ではな
い。生涯剣道を目指す者としては、六、七段が目標で良いので

はないか、とも思う。
　3月には、小学生錬成大会が計画されている。勝つうれしさや
負ける悔しさを通じて、普段の稽古の意義や楽しさを伝えたい。

<連絡先＞理事長　仲亀晃央（剣道七段）　電話045-299-0522

平成30年度春・秋連覇の横浜TODODAS

少年野球連盟

ソフトボール協会

弓道協会

野球連盟

剣道連盟



　平成31年度ミックスダブルスと男子ダブルス大会は、岡村公園で開催。女子ダブルス、ベテランダブ
ルス大会は、三ツ沢公園で行います。
　保土ケ谷区には試合可能な庭球場がなく毎年開催場所、開催時期が変わります。ご参加希望の方は、
体育協会ホ－ムペ－ジや区広報誌などでご確認下さい。
　多くの方のご参加を心からお待ちしています。

　平成30年度は多数の皆様のご参加を頂き、無事大会を終了
することができました。誠にありがとうございました。
≪秋季大会成績  平成30年11月11日 ハマボールにて≫
　　優勝：鈴木 歳子  775点　 男子HG：酒井比呂志 268点
　　2 位：鈴木 信義  747点　 女子HG：鈴木 歳子　255点
　　3 位：酒井比呂志 683点

団体名・代表者 開催日 種  目 会  場 団体名・代表者 開催日 種  目 会  場

野球連盟  5月 4日(土) 春季大会 市内野球場 バドミントン協会  4月21日(日) 162回大会 保土ケ谷SC

堂下 一雄 331-0431  10月 6日(日) 秋季大会 市内野球場 下田 秀美  5月 3日(金) 163回大会 保土ケ谷SC

ソフトテニス連盟  4月20日(土) 春季シニア男女 三ッ沢公園 335-7263  5月 6日(月) 164回大会 保土ケ谷SC

西村 泰  6月 8日(土) 春季中学団体 三ッ沢公園  8月12日(月) 165回大会 保土ケ谷SC

801-1423  9月14日(土) 秋季一般男女 三ッ沢公園 9月15日(日) 166回大会 保土ケ谷SC

 11月 9日(土) 秋季シニア男女 三ッ沢公園 12月 8日(日) 167回大会 保土ケ谷SC

 3月28日(土) シニア団体戦 三ッ沢公園  2月 2日(日) 168回大会 保土ケ谷SC

卓球連盟  4月28日(日) 232回お楽しみ 保土ケ谷SC ソフトボール協会  4月21日(日) 春季大会 区内運動広場

浅野 高嶺  5月 5日(日) 233回大会 保土ケ谷SC 小柴 邦幸 331-4528  9月15日(日) 秋季大会 区内運動広場

371-3018  7月15日(月) 234回お楽しみ 保土ケ谷SC 剣道連盟

石田 昌子  9月 1日(日) 235回大会 保土ケ谷SC 田所 健一 351-8183

332-3646 10月20日(日) 236回お楽しみ 保土ケ谷SC 少年野球連盟  4月 7日(日) 春季大会 区内運動広場

11月 3日(日) 237回大会 保土ケ谷SC 葛西 清夫 351-5637  9月 1日(日) 秋季大会 区内運動広場

12月22日(日) 238回大会 保土ケ谷SC テニス協会  5月12日(日) 春季女子D大会 三ッ沢公園

 1月19日(日) 239回お楽しみ 保土ケ谷SC 蘭 透美  6月30日(日) ベテランD大会 三ッ沢公園

 3月20日(金) 240回大会 保土ケ谷SC 715-2647  10月 8日(火) 秋季女子D大会 三ッ沢公園

バレーボール連盟  4月28日(日) 春季大会 保土ケ谷SC 10月27日(日) ミックスD大会 岡村公園

山崎 都 10月20日(日) 秋季大会 保土ケ谷SC  12月 1日(日) 男子D大会 岡村公園

382-8722 1月19日(日) 新春大会 保土ケ谷SC ボウリング協会  4月28日(日) 春季大会 ハマボール

サッカー協会  4月 7日(日) 社会人大会 常盤公園他 石丸 茂喜 712-2351  11月10日(日) 秋季大会 ハマボール

青島 直樹  5月12日(日) 少年大会 常盤公園他 弓道協会

824-9955 レディースフットサル 軽部 隆 331-1445

社会人フットサル 体育協会  6月19日(水) 総会 保・公会堂

 2月 2日(日) ママ・パパフットサル 保土ケ谷SC 事務局 332-1130  3月 1日(日) スポーツ祭り 保土ケ谷SC

SC:スポーツセンター D:ダブルス

   スポーツ功労賞（A項)　長嶋  孝 氏（少年野球連盟）
   スポーツ普及功労賞    井関 進八氏（剣道連盟）
   スポーツ普及功労賞  　遠藤 和信氏（スポーツ推進委員連絡協議会）

　　問合せ先 ：保土ケ谷区体育協会 事務局 泰良（タイラ）
電話&FAX  045-332-1130    e-mail ： h-sports-a@td6.so-net.ne.jp

 URL　http://www.hsportsa.sakura.ne.jp/

保土ケ谷SC

10月 6日(日) 24回大会
常盤公園
弓道場

平成30年度横浜市体育協会表彰受賞者

保土ケ谷SC 7月15日(月)

11月10日(日) 63回大会

テニス協会

平成31年度事業計画

おめでとうございます！

ボウリング協会


