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◆野球

東 部 プ リ ン ト（ 加 沢 ）

第48回中部日本地区選抜中学軟式野球大会出場
第39回北信越中学校総合競技大会出場

活動目標「愛されるチーム 愛せるチーム」 大会での目標「中体連 全国大会出場」
チーム目標の実現に向け、３年生１４名、２年生１４名、１年生１２名の計４０名が、日々の活動に取り組んでいます。率
先して大きい声で挨拶をし、東部中のきまりを守ると共に、日々の授業や家庭学習にきちんと取り組むなど、野球部員で
ある前に東部中生であることを意識して、毎日の生活を送ってきました。今年のチームは、
「中体連 全国大会出場」と
いう大きな目標に向かって、主将を中心に毎日の厳しい練習に励んできました。
また、
「打ち勝つ野球」をテーマにして、この1年間一生懸命バットを振り続けてきました。中部日本の本大会や中体連
の北信越大会でも打ち勝つ野球を実現し、東中旋風を巻き起こします。
地域の皆さんに支えられて野球ができることに感謝し、私たちの姿で勇気を与えられるような野球をしてきます。

筑北村 坂北球場にて

◆スキー

第５５回全国中学校スキー大会

Ｈ30.2.8 ～ 2.11
於：秋田県花輪スキー場

東御東部中学校スキー部に入部をして3年目
で念願の『全国中学校スキー大会』
（全中）へ
の切符を手にしました。
回転と大回転の2種目あるうちの1種目、大
回転への出場でした。
本当は2種目での出場を果たしたかったの
で、それだけに全中大回転出場にかける思いは
強いものでした。
シーズン初めから調子の良い種目だったので
自信もあったのですが、試合前日のトレーニン
グで3本滑ったうちの1本もゴール出来ず、気持
ちは焦るばかりでした。
ホテルへ戻り、イメージトレーニングを念入
りに行い体の動きを確認しました。
そして、試合 当日は自分 のスタートが思っ
ていた以 上に 早い順番だったので、早めに
桑原 太陽君
ウォーミングアップを行いました。
1本目は、あ れこれ考えずに 思い 切ってス
（東部中学校３年時）
タートバーを切り攻めに攻めゴールしました。
掲示板を確認すると4位につけていました。
「2本目で行ける！！」と思い2本目をスタートしました、1回コース内で転倒してしまいましたが2本の合計で2位になる
事が出来ました。
1位ではなかったが全中という中学校最後の大舞台でこのような成績を残すことが出来て嬉しく思いました。
今まで私を支えてくださった、両親、コーチ、仲間そして湯の丸スキークラブの皆さんそれから一緒に戦ってくれた道
具に感謝したいです。
これからも自分を大切にし、体調維持管理とスキー技術向上を目指し頑張りたいと思います。
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会長あいさつ

猛暑の
候皆様に
おかれま
し て は、
益々ご健
勝でお過
ごしのこ
とと拝察いたします。
今年度は体育協会にとっては節目の年
体育協会創立十五周年の記念の年でもあ
り指定管理業務を受託して二期目最終年
度の年でも有ります。この間協会員の皆
様はもとより市民の皆様方のご協力によ
り、市民のスポーツ振興に努め体力つく
りの推進とスポーツ選手の育成、競技力
の向上を図り健康で明るい豊かな地域づ
くりを目指す事が出来ました。
又、五月十八日の通常総会では、役員
の改選が有り新理事にサッカー協会より
池田和生氏が加わり他の役員は留任とし
て承認され、また創立十五周年記念行事
の実施も決まり、十五周年記念式典・ス
ポーツ講演会等の事業を開催し、市並び
に体育関係者はもとより市民の皆様にも
体育協会の活動を理解して頂き、今後の
スポーツ振興に寄与し三期目の次期五年
の指定管理業務の受託に向け、体育施設
利用者にとって、安心安全に利用してい
ただける施設運営管理を目指し「元気な
まちづくり」に寄与したいと思います。
会長

鶴田

チャレンジデー2018 ご協力ありがとうございました

（15 分間以上運動を行った
住民の参加率を競う）

チャレンジデー大使のライフル射撃選手、田口亜希
さんも東御市を訪れ、市内企業等をまわって激励する
など、これまでなかった取組みもあった今回のチャレ
ン ジ デ ー 、皆 さ
ん は どの ように
楽しみましたか？
“継続は力なり”
とい い ま す が 、
次 回 の チ ャレン
ジ デ ー ま で 楽し
み な が らコツ コ
ツと運動を重ね、
より 一 層 ス ポー
ツと 親 し む ま ち
をつくっていきま
しょう！

参

▼

結果率 常陸太田市 59.7% 東御市 63.0%
加
▼

毎年５月の最終水曜日は「チャレンジデー」！人口規
模がほぼ同じ自治体同士が、15分間以上継続して運動
やスポーツを行った人数を競います。
我が東御市は５回目のチャレンジデー。これまでの
戦績を振り返ってみると２勝２敗の五分。なんとか勝ち
越したい今回の対戦相手は「茨城県常陸太田市」、人
口５万３千人ほどのまちです。
５月30日に開催された本年は、市内各地でさまざま
な取組みが行われました。なかでも、リオオリンピック
金メダリストの金藤理絵さんをお招きして行われた東
部中学校と祢津小学校での講演会や温泉アクティブセ
ンターでの水泳教室は、子どもたちも大きな刺激を受
けた貴重な機会となりました。
身体を動かす機会はこのほかにも。湯の丸高原での
ウォーキング教室やパラリンピック競技「ボッチャ」を
体験できるコーナーが設置されたりとさまざまな方の
協力や参加がありました。さて、今回の結果は…。
前回を上回る19,154人の参加があり、参加率63.0%
で見事勝利を収めました！！

武夫

年度

事

平成

理

事

会 長
副会長

監

常務理事

役
員

鶴田 武夫
中堀 雅夫
加藤 行孝
片
敏一
南沢 一郎
依田 昭次
伊藤 英和
田畑 宗郎
柳沢 武彦
金井 稔幸
宮澤 利彰
関
一法
西貝 茂夫
寺島 秀希
関
純
保科 勝正
加藤 英人
丸山 幸江
長越 修一
中沢富士子
堀川 幸男
山浦 千明
鳴澤 孝芳
神村 岩男
羽田 秀倫
懸川 相益
池田 昭雄
小林 京子
関
豊春
梶原 邦男
篠原 博文
半田今朝巳
吉池 博美
柄沢 孝雄
清水 正博
小林 経明
櫻井
勉
西原 日文
廣田美和子
池田 和生

東御市体育協会のホームページが開設されています。
徐々に充実を図っていきたいと思っております。
皆様のご意見お待ちしております。
http://tomi-taikyo.jp/
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マレットゴルフ協会

現在会員数は４３２名で年間活動計画を立て海野マ
レットゴルフ場を中心に大会を開催しています。
個人戦なので一人でも楽しむ事が出来、人に迷惑を
かけずにプレーでき性別年齢にも関係なく誰でも楽し
みながら仲間作りや健康増進に役立てる事が魅力で
す。
「申し込み」は地区の協会役員に年会費（1,000 円）
を添えて申し込んで下さい。
皆様のご入会を心からお待ちしております。
《マレットゴルフとは》
マレットとは木づち（ステック）という意味です。
ステックを使い決められた打ち出し地点からホール
へ向かって出来るだけ少ない打数でカップインするス

協会
紹介

ポーツです。
ゴルフのルールで競技することでマレットゴルフと命
名されました。
日本マレットゴルフ競技会のルールに従う事が多い
のですがローカルルールを重視し 36 ホール（9 ホール
× 4 コース）の合計打数で競うストロークプレイが主
流です。

太極拳協会

私たち太極拳協会は現在８教室３２人がそれぞれ入
門、初級、２４式、総合、扇、剣の演目から各教室で
好きなものを選び、週一回のペースで練習に励んでい
ます。
「太極拳」は中国発祥の武術ですが、戦うことではな
く自然な体の使い方、体と対話しながらバランスの取
れた気持ちの良い動きを追及していく奥深い運動です。

初心者も
上 級 者 も、
また健康の
ためという
人も、試験
を受けて昇
段を目指す人もそれぞれが自分のペースで自分の体と
向き合って よりよい動きを目指しています。
行事として年に一回、立科町のグループとの合同演
武会、ビックハットで開催される日本武術太極拳連盟
主催のフェスティバルへの参加、中央公園での演武会
などがあります。
どなたでも大歓迎です。一緒に太極拳を楽しみま
しょう。

こんにちは。ヘルシーダンス協会です。
教室名
さわやか（健康体操）

曜 日
火曜日

練習時間
練習場所
午前10:00〜 第一体育館

エアロビクス

水曜日

午後 8:00〜 リハーサル室・練習室

ヨガ

金曜日

午前10:00〜 リハーサル室・中央公民館

マドンナ

フラ・プルメリア東御 第1・3火曜日 午後 1:00〜 リハーサル室
フラ・ホク・リイリイ

第2・4木曜日 午後 1:00〜 リハーサル室

ヨガ

第1・3水曜日 午後 7:30〜 滋野コミュニティー

コスモスの会

今年も身体を動かして健康な
汗をかいてみたいな…
そう思った方にお知らせです。
協会の教室に参加しませんか？
役員さんが親切に説明します。
直接教室へお出かけ下さい。
お待ちしております。
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平成30年度 スポーツ教室紹介
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

教室名
陸上教室
ソフトテニス教室
ソフトテニス教室
テニス教室
テニス教室
バドミントン教室
柔道教室
剣道教室
空手教室東部会場
空手教室北御牧会場
弓道教室
ミニバスケットボール教室

協会
紹介

対象者
小学３年～一般
一般・中学
小学生
上級者
初・中級者
一般
幼児～一般
小中学生
小学生～一般
年長～一般
中学生～一般
小学１年～６年

№
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

教室名
バスケットボール教室
サッカー教室
卓球教室 夜の部
卓球教室 昼の部
卓球教室 北御牧会場
バレーボール教室
ミニビーチボール教室
社交ダンス教室
脳トレスポーツ教室
ゴルフ教室 ジュニア
ゴルフ教室 初心者
スキー・スノーボード教室

対象者
中学生～一般
小学１年～６年
小学１年～一般
一般
制限なし
小学１年～一般
小学１年～６年
制限なし
中学生～一般
小中学生
一般
小学生～一般

東御市陸上競技協会
第１回 東御市湯の丸高原ランニング
カーニバルについて

本年度から湯の丸高原スポーツ交流施設（全天候型
400 ｍトラック）が本格稼動したことを記念し、７月 22
日㈰に第１回東御市湯の丸高原ランニングカーニバル
（主
催：東御市陸上競技協会 共催：高地トレーニング施設
誘致 推 進市民会議、東御市体育協会 後 援：東御市）
を開催いたしました。
本イベントは、子どもから一般の市民の方まで幅広い
年齢層をターゲットとし、子どもたちの体力向上、市民
の皆さんの健康増進の向上、市全体のスポーツ振興に寄
与することを目的に開催し、事業費の一部に長野県の地
域発元気づくり支援金を活用しました。
当日は、約１１０名の方にご参加いただき、１００ｍ、１，
０００ｍ、１，５００ｍ、４×１００ｍリレーの記録を測定
しました。
また、第１回のイベントを
記念し、北京五輪銅メダリス
トの塚原直貴さんを招待し、
子どもたちと競争する場を設
けたり、速く走るためのラン
ニング講座も行いました。
イベントにはみねむら牧場

様にキッチンカーによる出店をしていただき、また会場
に BGM を流すなど、緊迫した雰囲気というよりは、
「ま
ずは走ることを楽しむ」という雰囲気の中で開催するこ
とができました。
このイベントの開催にあたり、市の職員の有志の皆さ
んにもイベントスタッフとしてご協力いただき、イベント
の準備、当日の会場づくりなど、大変ご協力いただき、
スムーズに進行することができました。この場をお借り
し、感謝申し上げます。
来年度も第２回のランニング
カーニバルが開催できるように
してまいりたいと思います。

行事予定

十月七日㈰
総合体育大会
十月十七日㈬
賛助会親睦ゴルフ大会
十一月四日㈰
マラソン大会
十一月十一日㈰
駅伝大会
三十一年一月
スキー・スノーボード教室

あとがき

最近、某小学校四年生の

烏帽子登山サポートを依頼

され協会員がボランティア

活動としてお手伝いをした

折、後日思いがけないプレ

ゼントを頂きました。

それは参加児童によるお

礼の寄せ書きでした、一人

ひとりの文章の中に児童が

素直に感じたままの気持ち

が書かれておりほほえまし

い内容でした。

寄せ書きは今回で二枚に

なりました。この活動は登

山靴のひもが結べなくなる

幸男）

まで続けたいと思います。

（山岳協会 堀
  川

