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公益財団法人新座市体育協会 

責任者 会長 嶋村清治 

〒352-0022 

新座市本多２－１－２０ 

ＴＥＬ048-482-2002 

ＨＰ/http://www.niiza-taikyou.or.jp 

賛助会員を募集しています 
公益財団法人新座市体育協会では、当協会の新座市における健康増進、スポーツ普及活動を支援

してくださる賛助会員を募集しています。会費の納入先は、総合体育館窓口の他、口座振込ができ

ます。申込み方法等詳しくは、体育協会事務局までご連絡ください。（☎048-482-2002） 

個人１口 1,000 円・法人１口 10,000円から 

会 長 挨 拶 

 このたび、６月に開催された理事会において会長に選任され、会長就任２期目 

を迎えることとなりました。これから２年間、引続き皆様のご協力、ご支援を得 

て大役に取り組んでいきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 当協会は、市民の皆様に健康ライフを提供するため、様々なスポーツ振興及び健康増進事業を実

施しています。また、新座市の体育施設指定管理者として地域密着運営を掲げ、昨年度はおよそ７

３万６千人にご利用をいただきました。これからの２期目においては、施設管理を通じて、市民の

皆様に「健康」、「喜び」、「楽しみ」といった心身の充実を図る環境を提供するとともに、将来のト

ップアスリートを目指す子ども達を応援してまいりますので、今後とも当協会に対しましてご理解

ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。    会長 嶋村 清治 

秋の歩け歩け大会 参加者募集 

日  時 平成２８年１０月１５日（土）雨天決行 

     集合／午前７時、総合体育館集合 

場  所 栃木県栃木市 ―大平山日帰りハイキング― 
参 加 費 ５，１５０円※軽食代含む 

定  員 ９０名（応募多数の場合は抽選） 

応募方法 往復はがきに①氏名②住所③電話番号④生年月日を記入し、体協まで（新座市本多 

     2-1-20）９月２０日必着。グループでの申し込みも可。 

 

御岳山・日の出山バスハイク 

参加者募集 

 

 

 

 

日  時 平成２８年１１月２２日（火） 

     集合／午前７時３０分、総合体育館集合 

場  所 東京都奥多摩 
参 加 費 ５，１５０円※軽食代含む 

定  員 ４０名（応募多数の場合は抽選） 

応募方法 往復はがきに①氏名②住所③電話番 

     号④生年月日を記入し、体協まで（新 

     座市本多 2-1-20）１０月２１日必着。 

     グループでの申し込みも可。 

スポーツ吹き矢体験教室 

参加者募集 
 

 

 

 

日  時 平成２８年１１月３日(木)、４日       

     (金)、５日(土) 

     午前１０時～午前１１時３０分 

場  所 新座市民総合体育館 

参 加 費 ２１０円 

定  員 ３０名（応募多数の場合は抽選） 

応募方法 往復はがきに①住所②氏名③年齢④        

     電話番号記入の上、総合体育館まで  

     （新座市本多 2-1-20 ）１０月２０日  

     必着。 

           

           大平山では、 

           山頂に近い謙信平から、 

           関東平野が一望でき、 

           眼下の峰々が霧に浮か 

           ぶ雄大な景観は、陸の 

           松島とも称されている。 
 

＜平成２８年度春の歩け歩け大会にて＞ 
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会員募集・大会・教室案内（９月～１２月） 
加盟団体 大会・教室名 ①期日 ②会場 ③対象 ④申込方法・締切 ⑤参加費 

野 球 市民体育大会 
①9/7～毎週日曜日 ②総合運動公園野球場・大和田運動場・殿山運動場 ③中学

校卒業後の 15歳以上で登録チームに所属している者  

ソフトテニス 
市民体育大会

(一般の部) 

①9/11(日) 予備日 9/18(日) ②栄庭球場 ③新座市民(在住･在勤･在校生) ④

電話又は FAX048-477-6121 締切 9/2 ⑤１ペア 1,500円 

卓 球 

ジュニア選手 

育成教室 

①毎週水曜日 午後６時３０分～午後８時 ②市民総合体育館 ③卓球競技選手を

目指す、幼児(５歳児)～小学３年生 ④ＦＡＸ又はハガキで申込み：〒352-0011新

座市野火止 7-7-19 新座市卓球連盟 関口勝也宛・ FAX048-481-6969・携帯

080-4417-2134 締切 9/20(火) ⑤会場使用料として毎教室 100円 

市民体育大会 

(一般男女シン

グルス戦) 

①9/4(日) ②市民総合体育館 ③市内在住･在勤･在学及び連盟会員の方 ④試合

申込書で申込み：〒352-0011 新座市野火止 7-7-19 新座市卓球連盟 関口勝也宛・

FAX048-481-6969･携帯 080-4417-2134 締切 9/4(日) ⑤無料 

第９回新座オ

ープンラージ

ボール団体戦 

(５ﾀﾞﾌﾞﾙｽ団体戦) 

①11/5(土) ②市民総合体育館 ③オープン参加 ④試合申込書で申込み：〒

352-0014新座市栄 3-7-35 新座市卓球連盟 富山久美子宛・FAX048-479-1281 締

切 10/19(水) ⑤１チーム 4,000円 

第３６回新座

オープン大会 

（男女別、一般・年

代別シングルス戦） 

①12/4(日) ②市民総合体育館 ③オープン参加 ④試合申込書で申込み：〒

352-0011新座市野火止 7-7-19新座市卓球連盟 関口勝也宛・FAX048-481-6969・携

帯 080-4417-2134 締切 11/7(月) ⑤１種目 1,000円 

学 童 野 球 市民体育大会 ①9/10～25 ②総合運動公園野球場・堀ノ内少年野球場他 ③４年生～６年生 

硬 式 テ ニ ス 

ジュニア大会 
①9/3(土)・4(日)〈予備日〉9/10(土)・11(日)・17(土)・18(日) 8：40 集合 ②

栄庭球場 ③新座･志木･朝霞･和光の在住･在学の小･中学生 

市民体育大会 

①10/8(土)・9(日)・10(祝)〈予備日〉10/15(土)・16(日)・22(土)・23(日)・24(日) 

8：40 集合 ②栄・本多庭球場 ③市内在住・在勤・在学・及び連盟登録者 ④往

復はがきに、氏名・住所・電話番号・参加種目を記載すること 申込先：新座市体

育協会 締切 9/20(金) ⑤無料 

ミックス大会 

①11/5(土).6(日)〈予備日〉11/12(土).13(日).19(土).20(日) 8：40集合 ②栄・

本多庭球場 ③市内在住・在勤・在学・及び連盟登録者 ④往復はがきに、氏名・

住所・電話番号・参加種目を記載すること 申込先：新座市体育協会 締切

10/24(月) ⑤会員 2,000円 一般 3,000円 

バスケットボール 

市民体育大会

兼秋季大会 

(一般の部) 

①10/30(日)・11/6(日) ②市民総合体育館 ③一般男女 ④メールによる申込

み：igarasi@jumonji-u.ac.jp  

市民体育大会

兼秋季大会 

(ミニバスの部) 

①10/22(土)・29(土) ②市民総合体育館 ③加盟チームのみ 

市民体育大会

兼秋季大会 

(中学生の部) 

①12/17(土)・18(日) ②市民総合体育館 ③市内中学校チーム及び招聘チーム 

④メールによる申込み：igarasi@jumonji-u.ac.jp 

新座カップ 

(ミニバスの部) 

①12/24(土)・25(日) ②市民総合体育館 ④電話 090-3130-2143 北原まで(ミニ

バス部会) 

サ ッ カ ー 

大宮アルディ

ージャによる

サッカー教室 

①9/3(土) ②総合運動公園陸上競技場 ③新座市サッカー連盟に登録しているチ

ーム ④当日グランドにて受付 

ソフトボール 市民体育大会 
①9/4(日)～10/30(日) ②馬場運動場 ③登録チーム ④登録チームに申込書を

郵送 締切 8/20(土) ⑤2,000円 

少 林 寺 拳 法 会員募集 

①毎週月・水・金・土・日 ②月・金・土：市民総合体育館他 火・日：畑中公民

館他 

各地域にて練習をしています。護身術として最適であり、単なる武道、スポーツの

枠組みではなく、強く逞しく自分自身を頼りにでき社会に貢献できる人材育成をし

ています。随時体験練習を受付ています。お問合せ：越智 090-2940-2509 

ゲートボール 親善大会 
①9/16(金) 予備日 23(金) ②総合運動公園多目的広場 ③ゲートボール連盟加入

者 ④電話による申込み：048-477-6570萩野迄 締切 9/2(金) ⑤無料 
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加盟団体 大会・教室名 ①期日 ②会場 ③対象 ④申込方法・締切 ⑤参加費 

ボ ウ リ ン グ 市民体育大会 

①10/10(月) ②新座ＣＫボウル ③市内在住・在勤・連盟会員 ④10/10当日直接

受付又は電話による申込み：ＣＫボウル 048-479-7411 連盟飯塚 042-473-3940 締

切 10/9(日) ⑤会員 1,900円 一般市民 2,100円 

スポーツ少年団 
小学生 

駅伝大会 

①12/4(日) ②総合運動公園陸上競技場 ③市内小学４年生以上 ④所定の申込

書で申込み：新座市体育協会 締切 11/24(木) ⑤無料  

マレットゴルフ 
一般市民 

交流大会 

①9/17(土)・10/15(土)・11/19(土)・12/17(土) ②総合運動公園マレットゴルフ

場 ③一般市民等マレットゴルフに興味の有る方 ④電話・往復はがき等で申込

み：新座市野火止 5-3-31 TEL048-481-3232 髙橋イネ宛 実施月の前月末日締切 

⑤300円  

※野火止コースは別途参加費にて火曜日午前、土曜日午後実施しています。細部に

付きましては事務局までお問合せください。事務局：048-481-3232 

空 手 道 
初心者教室 

親子教室 

①毎週火・木・金・土・日 ②市民総合体育館、畑中公民館、野火止小学校他  

子供に体力をつけよう！大人の運動不足を解消しよう！プロジェクト実施中。幼児

から大人までお近くの教室を紹介します。体験教室の参加費は無料です。

http://niizakarate.air-nifty.com/ 

問合せ先：菅原 090-2752-4267 メール yskarate07@gmail.com 

各加盟団体による大会結果（２月～６月分）は、体協ホームページに掲載しております。 

 

 がんばれ・にいざっ子！ 
        －輝け、未来のアスリート－ 
 新座市体育協会では、オリンピック等を目指す未来のアスリートとして日々練習に励んでいる子

ども達を特集し、応援していきます。 

 記念すべき第１回目は、新座市陸上競技協会に所属する高宮芙季さん、池嶋咲乃さん、学童野球

連盟に所属する各チームから結成された新座選抜チームを紹介します。 
 

第３２回全国小学生陸上競技交流大会（全国大会）に埼玉県代表として出場し入賞しました！ 

    質問：①氏名 ②学年 ③目標とする選手 ④練習時間 ⑤専門種目 ⑥抱負 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     オリンピック・パラリンピック競技大会（２０１６/リオデジャネイロ）ＮＥＷＳ！！！ 
 新座市出身（新座市立東野小・第二中卒）の三宅宏実選手が、重量挙げ女子４８ｋｇ級において２大会連続のメダ

ルとなる銅メダルを獲得しました。また、西武台高等学校在学の宮川紗江選手が、体操女子団体で４位入賞となり、

新座市ゆかりの選手が活躍されました。この後、９月７日から始まるパラリンピックにおいても、新座市ゆかりの選

手として、車いすバスケットボールに石川丈則選手（新座市立第四小・第三中卒）、永田裕幸選手（市内在勤）が出場

されます。是非、活躍を期待したいと思います。頑張れニッポン！！ 

①池嶋咲乃 ②６年生 ③土井

杏南選手 ④週３回 ⑤ハード

ル ⑥ハードルと 100ｍ走でも

っと成長し、中学１年生でリレー

メンバーになりたい。最後まで諦

めずに全てをやり遂げる！ 

①高宮芙季 ②６年生 ③福島千

里選手 ④週３回 ⑤走高跳 ⑥

中学生では背面跳びを、高校生では

400ｍハードルに挑戦したい！ 

僕たちは、市内１６チームから春季大会で活躍した

６年生で組織された、新座選抜チームです。毎週末

練習をし、第９回ガスワンカップ学童軟式野球選手

権大会（関東大会）で第三位の成績を収めました。

一生懸命練習をし、もっと上手になりたいです！！ 
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 平成２８年６月１５日に新たな評議員及び役員が就任しました。新たな組織体制のもと、市民のスポ

ーツ普及、健康増進に取り組んでまいります。 

 

評議員 北村 拡和 松井 和夫 榎本 賢治 渡邊 郁子 大川 久子 

 松竹 宏 進藤 満尾  萩野 文彦  本田 誠 松高 桂子 

 遠藤 良宏 小糸 文子 石井 英子   

会長 嶋村 清治      

副会長 大矢 桂三 田中 靖彦 播磨 真弓   

専務理事 菅原 康人     

理事 川合 利之 三ツ目 新一 獅子倉 良二 北嶋 茂敏 髙橋 利明 

 橋本 正雄 秋本 登 長澤 伸江   

監事 枦元 茂行 高橋 義雄    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当協会主催事業開催報告 

春の歩け歩け大会 

 ５月２８日に山梨県北杜市（美し森・八ヶ岳牧場）

に行ってきました。天気に恵まれ、富士山をはじめと

する山々や新緑を堪能でき、気持ち良く歩くことが出

来ました。 

＜参加人数７８名＞ 

 

夏休みトランポリン教室 

 市民総合体育館において、７月２６日から２９日ま

で、幼児から小学３年生を対象に開催しました。暑い

中、楽しそうに行っていました。＜参加人数１２０名＞ 

新座市・十日町市スポーツ少年団中里地区交歓会開催 

 新座市・十日町市スポーツ少年団中里地区交歓会を８月６日から２日間、開催しました。両市の団

員の親睦を図るために、毎年夏と冬におこなわれている交歓会ですが、今年で３３回目を迎えました。

新座市民総合体育館で歓迎セレモニーとソフト 

バレーを行い、２日目には東武動物公園で親睦 

を深めました。 

 冬の交歓会では、新座市スポーツ少年団が十 

日町市へ行き、普段体験できないスキーや雪遊 

びを通じて交流を深めます。 

新座まちなか観光案内所 

 平成２８年度より、「観光都市にいざ」

への協力として、総合体育館及び総合運動

公園の二か所を「まちなか観光案内所」と

して登録しました。 

体育館の近くを 

流れる野火止用 

水は、埼玉県指 

定史跡のため多 

くの観光客が立 

ち寄ります。 

公益財団法人新座市体育協会 新評議員及び役員が就任 


