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　最近理由のよく読めない事犯が頻発しており、心を痛めている。目標の達成

が困難になり、挫折して自暴自棄になったとのこと。

　又、そのはけ口が、他人を道連れにして刺傷することの

意味が分からず悩ましい。

　このような「潔よさ」とは逆の「やましい」思考が、今

までの日本人の遺伝子に入っていたのかどうか検証が必要

だと強く感じている。

　一方への心匠の偏りが気にかかり、心の柔軟性の欠如を思い、

今後、更なる模擬犯が出ないことを願っている。

　スポーツもときには、大会で努力しても結果が報われる時と、ときとして報

われず挫折を味わう時がある。

　でも、その多くの貴重な頑張った体験が、自分の心身を鍛え、次のステップ

に繋がり、人生を更に豊かにしてくれる原動力になっている。

　スポーツの良さは、「達成感」と「親和感」にある。

　大会で優勝を目指しての精一杯の頑張りが、至福の感動と感激となる。

　もう一つは、チームのみんなと一緒に力を合わせ、汗を流し、新しい仲間と

の楽しい会話。自分が孤独でなく繋がりを持った存在との確認ができることで

ある。

　このスポーツの経験・体験を多くの区民に味わって欲しいと願うばかりである。

　　　　“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”

心匠：心の中で思いめぐらすこと

スポーツの効用と良さの再認識を！
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　さー再開だ！と意気込んで令和4年度の区民大会を計画いたしましたが、未だ猛威を振るい続ける新型コ
ロナウイルスの変異株、全く先が読めない状況です。
　よって本当に残念ですが、昨今の状況下（1月29日情報＝新規感染者8万人超え）では、安全な大会として
開催に踏み切ることが出来ないと判断し、当面4月と5月の大会は中止といたしました。
　改装終了のスポーツセンターで多くの方々にご参加頂き、楽しい一日を過ごしたいと思っておりますが、
今はじっと我慢の時、止まぬ雨は無いと信じ、コロナに負けず頑張りましょう。

　令和4年度は例年のように、年3回の区民大会実施を予定し、日程の確保も出来ていました。
　令和2年度、3年度とコロナ禍が続いて「区民バレーボール大会」は全て中止になってしまいました。
　今年度は、コロナ感染者の減少もみられて開催を楽しみにしていましたが残念なことに、ここへきて再
び感染者が急増に転じたため急遽、4月開催の春季区民大会の中止を決定しました。
　10月の秋季大会、1月の新春大会は実施予定です。各チームは練習量も大幅に減っていると思いますが、
区民大会を楽しみにしていてください。
　今年こそコロナ禍の不安が無くなって思いっきりスポーツに打ち込めるように願っています。

　第34回全国健康福祉祭（ねんりんピック）が、本年は11月に初めて
神奈川県で開催されます。
　60歳以上のシニア男女の選手・役員等が全国から約1万人訪れ、4日
間にわたり34種目（スポーツ、ふれあいスポーツ、文化交流等）で交
流戦をおこないます。ソフトテニス競技は、小田原市と南足柄市の2
会場で108チームが2日間にわたって技を競います、もちろん横浜市の
代表チームも交流を深めながら優勝めざして頑張ることでしょう。
　初日の11/12(土)には、総合開会式が横浜アリーナにて、皇族をお迎
えして盛大に開催されます。どうぞ皆さんお出かけください！！

　卓球競技は、昨夏のオリンピックで日本選手の混合ダブルス金メダル獲得等の活躍もあり、大いに盛り上
がりをみせています。
　また、昨年10月には国際ルール改正があり、卓球ラケット（ラバー）の色が従来の2色（赤と黒）に加え、
新たに4色が認められました。カラフル化が進み、トップ選手の使用も始まっており、卓球人口増加が期待
されています。
　令和4度は、8月より年間5大会の開催を予定しております。コロナ対策に十分留意のうえ開催し、初心者
から選手まで、多くの皆さまが楽しめるよう計画しています。
　是非、ご参加くださいますようお願いいたします。

  当協会は、少年、社会人そしてフットサル（パパさん、ママ
さん）のカテゴリーで構成され、老若男女が楽しめます。
　カテゴリー別に区民大会、及び区大会を開催しておりますが、
コロナ禍の影響にて令和2年度に引き続き、令和3年度も大会運
営に滞りが出ております。

　少年の部もなんとか各種大会を行っておりますが、厳しいや
りくりの中での大会運営となっております。
　子供達の元気な歓声、笑顔が日常で見られる日が1日でも早く
来るよう願うばかりです。

　　           　   　************************* 加 盟 団 体 紹 介 *************************
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H29.9  秋田大会開会式の模様



　令和3年度は、コロナ禍ではありましたが。感染対策をとり春季と
秋季大会を無事に開催することができました。
　無観客の試合では打球音が聞こえ、得点シーンやクロスプレーで
も歓声のない、今までに経験したことのない状況ではありました。
　それでも選手はチームのために精一杯のプレーで大会を盛り上げ
てくれました。参加された選手の皆さんありがとうございました。
　男子一般は一部制で通年大会として開催し、優勝はペルソナーズ、準優勝は瀬戸ヶ谷クラブでした。
秋季大会は、男子壮年の部の優勝は瀬戸ヶ谷イーグルス、準優勝は峰岡へタックス、女子の部の優勝は
さくら、準優勝はペルソナーズ女子で幕を閉じました。

  令和3年度春季・秋季大会は、コロナウイルス禍ではありましたが、一部・二部各チームによる熱い
戦いが繰り広げられ、無事に終了しました。
大声で激励、ハイタッチでのチームメイトへの鼓舞など、なかなか出来ず寂しい面も少しありました。
　秋季大会結果 　　一部優勝：LIBERTA045　　　　準優勝：横浜TODODAS

    二部優勝：オールスターズ　　準優勝：今井ヒーローズ

　令和3年度は、2年度から引き続き新型コロナウイルス感染症に翻弄された1年でした。春季大会は予
定道り実施できました。（優勝：坂本少年野球部、準優勝：仏向ベアーズ）
　しかし、秋季大会は9月の開幕時期がコロナ第5波と重なったために、予定より一ヶ月以上遅らせて
開始し12月に終了しました。（優勝：仏向ベアーズ、準優勝：川島イーグルス）
　審判講習会や藤沢市との親善大会、卒業生送別運動会は中止となり、昨年度は十分な活動ができま
せんでした。本年度はコロナ感染症の終息を願うばかりです。

　区民大会は2年連続の中止となりましたが、毎月一度行われる「研修会」は、
8、9月を除きコロナ対策をとって実施いたしました。
　研修会は、施設利用上の約束事を厳守し且つ、一人でも多くの会員に楽しん
で頂くため参加者の協力と、弊会役員の運営への配慮が前提でした。
　令和4年1月には、新たな年の慶事を祈り、「矢渡し」を行いました。
　新たに「オミクロン変異株」の感染拡大の話題があり、区民のスポーツ活動
への影響等心配ですが一日も早く「普通の生活様式」に戻れることを願ってお
ります。

『コロナ渦と剣道Ⅱ』
　コロナ禍も2年目に入り、ワクチン接種も高齢者から始まって、ずいぶんと世の中が落ち着いてきた
な、さあそろそろ剣道大会だ、企画を立て始めた矢先でした。令和4年の正月を越すと、変異種（オミ
クロン株）の爆発的大流行が始まって、またもや企画倒れ。いつになったら収束するのでしょうか。そ

れとも収束無しで、ずっと大流行と小康状態を数ヶ月おきにくりかえすのでしょうか。
　いまや学校の部活動も禁止され、剣友会も貸してもらえる施設が数少なくなり、稽古の場がなくなり
つつあります。このままでは、剣道が廃れてしまう。そんな危機感を抱く今日この頃です。

　令和3年度、当協会は雨天中止となった大会を除き、感染対策徹底の上、無事に大会を実施すること
ができました。
　区民の皆さまに愛される大会を目指して、令和4年度は大会数を増やして開催していきます。
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　令和3年度は多数の皆様のご参加をいただき、誠にありがとうございました。新型コロナウィルス感染防
止対策を徹底し大会を開催することができました。
　当協会は競技スポーツの一環としてジュニアから高齢者が自
由に参加でき楽しんでいただけるよう、役員一同努めて参りま
すので区民皆様のご参加をお待ち致します。
≪秋季大会成績  令和3年11月14日 ハマボールにて≫
　　優勝：古川 二三枝 666点　　男子HG：松井 一雄　 226点
　　2 位：金子　浩　  658点　  女子HG：相澤 扶美子 228点
　　3 位：相澤 扶美子 652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  3月27日(日) 春季大会 市内野球場 バドミントン協会 11月13日(日) 第174回大会 保土ケ谷SC

萩原 則雄  9月18日(日) 秋季大会 市内野球場 下田 秀美  12月18日(日) 第175回大会 保土ケ谷SC

ソフトテニス連盟  6月11日(土) 中学生の部 三ッ沢公園  1月22日(日) 第176回大会 保土ケ谷SC

西村 泰  6月19日(日) 一般の部 三ッ沢公園 バレーボール連盟 10月23日(日) 秋季大会 保土ケ谷SC

 9月 4日(日) シニアの部 三ッ沢公園 山崎 都  1月22日(日) 新春大会 保土ケ谷SC

12月10日(土) 中学生の部 三ッ沢公園 剣道連盟

 2月26日(日) シニアの部 三ッ沢公園 川村 敏巨

 3月21日(火) シニア団体戦 三ッ沢公園 ソフトボール協会

卓球連盟  8月11日(木) 第246大会 保土ケ谷SC 小柴 邦幸

浅野 高嶺  9月 4日(日) 第247大会 保土ケ谷SC テニス協会  5月 8日(日) 女子D大会 三ッ沢公園

石田 昌子  9月18日(日) 第248大会 保土ケ谷SC 板垣 進哉  6月 5日(日) 女子S大会 清水ヶ丘公園

12月 4日(日) 第249大会 保土ケ谷SC  6月19日(日) ベテランMD 三ッ沢公園

 2月23日(木) 第250大会 保土ケ谷SC  6月26日(日) 男子S大会 清水ヶ丘公園

サッカー協会  4月24日(日) 社会人大会 常磐公園・他 9月18日(日) 男子D大会 清水ヶ丘公園

青島 直樹  5月15日(日) 少年大会 長浜公園・他 10月30日(日) 女子D初中級 三ッ沢公園

 2月 5日(日) フットサル大会 保土ケ谷SC 11月20日(日) ベテラン男女D 清水ヶ丘公園

少年野球連盟  4月 3日(日) 春季大会 区内運動広場  1月22日(日) MD大会 清水ヶ丘公園

葛西 清夫  9月 4日(日) 秋季大会 区内運動広場  2月26日(日) 団体戦大会 三ツ沢公園

ボウリング協会 4月10日(日) 春季区民大会 ハマボール 弓道協会・軽部 隆 10月 9日(日) 第27回大会 常盤公園弓道場

石丸 茂喜  11月13日(日) 秋季区民大会 ハマボール 事務局 332-1130  3月 5日(日) スポーツ祭り 保土ケ谷SC

横浜スポーツ表彰
功労賞Ａ項 青島 直樹　氏（保土ケ谷区スポーツ協会・サッカー協会）

普及功労賞　　長島 耕三　氏（保土ケ谷区ソフトテニス連盟）

普及功労賞   大胡田 昌一氏（保土ケ谷区スポーツ推進委員連絡協議会）

優秀選手賞 西谷中学校　全国中学生空手道選手権大会・女子団体組手[優勝]

保土ケ谷区スポーツ協会表彰
功労賞Ａ項   安藤 和子 氏（剣道連盟）諏訪 りつ子氏（保土ケ谷区バドミントン協会）

優秀選手賞 岩崎中学校、境木中学校、保土ケ谷中学校、西谷中学校
（選手名、大会名、成績等は紙面の都合により省略）

　　問合せ先 ：保土ケ谷区スポーツ協会 事務局 泰良（タイラ）
電話&FAX  045-332-1130    e-mail ： h.sport.113zero@td6.so-net.ne.jp

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

11月 6日(日) 第66回大会 保土ケ谷SC

 4月17日(日) 区民大会 区内運動広場

※ 令和4年4月1日～令和4年6月30日まで、卓球・バレーボール・バドミントン区民大会は、

　　　  コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を見送ります。

令和4年度保土ケ谷区スポーツ協会事業計画

おめでとうございます！

ボウリング協会


