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タグラグビー 
令和元年７月２７日（土）静岡市民文化会館 中ホール 

平成３０年度全国スポーツ推進委員連合功労者表彰者 

   奥山 賢司（清水区） 

永年勤続表彰者 

小泉 信高（葵区）   杉山 和江（葵区）   鈴木 勝治（葵区） 

萩原  豊（葵区）   村松 博昭（葵区）   毛利 浩之（葵区） 

内山 宗一（駿河区）  島尻  顕（駿河区）  白石 藤彦（駿河区） 

田中 正行（駿河区）  寺田 光弘（駿河区）  柳原 里三（駿河区） 

山﨑 清治（駿河区）  望月  寛（清水区）  望月 泰男（清水区） 

講演 

   演題 「スポーツ好きの子どもを育てるには」 

   講師  佐塚 元章 氏（スポーツジャーナリスト／元 NHKアナウンサー） 

静岡県スポーツ推進委員連絡協議会表彰式 



全国・県スポ推表彰者 

 

平成３０年度スポーツ推進委員功労者表彰 清水区 奥山 賢司 

 平成３０年１１月１５～１６日に開催した、全国スポーツ推進委員研究

協議会鹿児島大会にて表彰されました。 

スピーチの感想 

 表彰式当日は、受賞スピーチがあり、今までの苦労話が聞けました。 

委員として長く務められたのは、苦労と同じいやそれ以上の楽しさがあっ

たからではないのでしょうか。後に続く私も、できる限りのことはやって

いきたいと思います。別に表彰された永年勤続を何年か前に受けておりま

す。気持ち新たに頑張っていきたいと思います。（清水区 小長井信明） 

 

永年勤続 10年表彰 葵区 毛利 浩之 

 この度は、永年勤続にて表彰していただき、誠にありがとうございます。 

 お世話になっている自治会の方に、3 期だけと頼まれ始めましたが、後

継者不足もあり 10年を迎える年となりました。 

 スポーツ推進委員は、委員として及び学区での役割が多く、毎日のよう

に行事があり大変ですが、年齢や職業の違う方々と交流できて、これらの

経験は大変有意義であったと思います。 

 世代交代を考えると、あと何年続けられるかわかりませんが、これからも仲間との交流を大切に、

これから起こる新しい出会いに期待して、頑張っていきたいと思います。 

 

永年勤続 10年表彰 駿河区 田中 正行 

 この度は、永年勤続表彰をいただきありがとうございました。 

スポーツ推進委員を受けた当初は、10年という長い間務めることになる

とは思いませんでしたが、皆様のご指導・ご協力をいただき務めることが出

来ました。また、前期まで担当していました機関誌に、表彰者コメントを載

せることになるとは思わず、戸惑っております。 

 これからも、スポーツをする人たちの笑顔を楽しみに、スポーツ振興・普及に努めてまいりたい

と思います。 

 

永年勤続 10年表彰 清水区 望月  寛 

この度は、永年勤続表彰をいただきありがとうございます。 

 私は、由比の体指（当時）が少なくなってしまうということで、仲間入り

させてもらいました。 

頼んだ先輩たちは、すぐ辞めていき今では由比の最年長になってしまいまし

た。この１０年で、大勢の人に出会い勉強させてもらえたのは、よかったか

なと思っています。 

 今後、できる範囲で頑張っていきたいと思っています。 

 

 



 

 

 

平成３１年４月 2１日（日）清水総合運動場体育館 

「静岡市民ディスコン交流大会」の 

          ディスコン講習会 

 

今年、第２回大会を開催 

参加者  葵区   ５２名 

      駿河区  ３２名 

      清水区  ２９名 

        計 １２３名 

清水区活動だより 
 

令和元年５月２６日（日）長崎新田スポーツ交流広場 

参加数  庵原 ４名、岡 ３名、 

飯田 ２名、 

江尻、有度、不二見 各１名 

     葵区のスポ推 ２名 

 計 １４名 

なわとび事業部 １０名 見城委員長、 

小田副委員長で対応しました。 

 

 

静岡市公認なわとび判定員講習会 

市連絡協議会 実技研修会 



 

 

 

令和元年７月２１日（日）葵区民体育大会「ファミリーバドミントン」北部体育館 

参加学区  Aクラス 優 勝：田町学区     Bクラス 優 勝：服織学区 

各１６学区      準優勝：水見色学区         準優勝：西奈学区 

           3 位：服織西学区          3 位：麻機学区 

令和元年８月２５日（日）葵区民体育大会「スカイクロス」西ヶ谷総合運動場 

参加学区  Aクラス 優 勝：三番町学区    Bクラス 優 勝：城内学区 

A１５学区      準優勝：美和学区          準優勝：伝馬町学区 

B１３学区      3 位：一番町学区          3 位：西奈学区 

 

地区行事 

令和元年６月２３日（日）北地区ファミリーバドミントン大会 賤機南小学校 

 選手 ８１名       スポーツ推進委員 ２３名 

令和元年８月 4日（日）北地区スカイクロス大会 下グラウンド 

 選手 ３７名       スポーツ推進委員 １６名 

令和元年９月１５日（日）西地区交流大会 田町小学校 

 選手 ３２名   応援子供 ３名    スポーツ推進委員 １５名 

葵区活動だより 



 

 

 

 

平成 3１年４月１４日（日）         令和元年６月６、１３、２０、２７日（木） 

第１ブロック ビーチボール大会       第３ブロック ヨガ教室＜４回＞ 

中田小学校                 南中学校 

令和元年６月９日（日）駿河区交流ファミリーバドミントン大会 北部体育館 

参加人数  Aクラス 優 勝：東豊田学区    Bクラス 優 勝：長田北学区 

約１００人      準優勝：長田北学区         準優勝：長田西 B学区 

           3 位：富士見学区          3 位：東豊田学区 

 

令和元年７月７日（日）駿河区民体育大会「ファミリーバドミントン」 南部体育館 

参加学区 １７学区  優勝 東豊田学区 準優勝 川原学区 3位 中島学区 

令和元年８月２5日（日）駿河区民体育大会「スカイクロス」 有度山総合運動場 

参加学区 １８学区  優勝 南部学区 準優勝 長田北学区 3位 東豊田学区 

駿河区活動だより 



                  

 

 

令和元年５月１２日（日）清水区スポーツ推進委員会親睦会 三保真崎グランドゴルフ場他 

 グランドゴルフ大会 ２６名・バーベキュー ２５名参加 

 10：15～ グランドゴルフ大会（三保真崎グランドゴルフ場） 

 12：30～ バーベキュー（三保ハーバルキャンプ場） 

 

令和元年５月１９日（日）チャレンジスポーツ DAY 清水総合運動場体育館 

実施種目 ビーチボール、ファミリーバドミントン、ディスコン、ペタボード 

      キンボール、タスポニー 

 参加者数 ２２名 

 

令和元年６月２日（日）親子で運動会 清水総合運動場体育館 

実施種目 玉入れ、魔法のじゅうたん、大玉ころがし、障害物リレー 

シッポとり、デカパンリレー 

 参加者数 ６６組 １３２名 

令和元年６月９日（日）第１回チャレンジなわとびテスト会 清水総合運動場体育館 

 合格者 個人１４５名、組３４名、チャンピオン 6名 持久力１３名、初参加１３１名 

令和元年９月 15日（日）第 2回チャレンジなわとびテスト会 清水総合運動場体育館 

 合格者 個人５０名、組１４名、チャンピオン０名 持久力７名、初参加２8名  

清水区活動だより 



新任紹介 

スポーツ推進委員会 葵区担当 宮城島 健生 

 スポーツ振興課は今年度で５年目ですが、これまではスポーツ施設の管理を

担当しており、４月からスポーツ推進委員葵区の担当になりました。推進委員

のみなさんは、各学区や各地区の代表ということもあり「市民一人１スポーツ」

の目標に向け、一生懸命取り組んでくださっています。 

 これまでのイベントでは、参加者も推進委員も笑顔でスポーツをしている姿

が印象的だったので、継続していけるように私も協力していきます。 

よろしくお願いします！ 

 

３区合同ボウリング大会 

令和元年８月３１日（土）ヤングランドボウル 

 多くの参加者のもと、にぎやかに開催されました。 

 結果  優勝 団体  瀧  裕徳 419 

            内山 宗一 310 

            長嶋  出 311 

     優勝 個人男 瀧  裕徳 419 

        個人女 杉山とき恵 278 

 

 皆様、お疲れさまでした。 

 

優勝団体（左より、長嶋、内山、瀧）  優勝個人（左より、男子 瀧、女子 杉山） 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

第 2６号編集を終えて 

 皆様方のご協力により機関誌第２6号ができあがりました。厚く御礼申し上げます。 

今号は、大運動会・区民大会を入れて編集しようと計画したのですが、台風により清水区民大会は

中止になりページ配置に苦慮しました。年度末の２月には、

東海四県の発表があります。委員の方が発表の準備をしてく

れていますが、当日は、皆で大会を盛り上げましょう。 

委員長  原木 義和 

委員   洞口 幸雄、長谷川和義、杉山とき恵 

       柳澤 重夫、小長井信明 

 

 



 

 

 

令和元年１０月 2０日（日）第３回葵区民体育大会「大運動会」西ヶ谷総合運動場 

Ａゾーン          Bゾーン          Cゾーン 

優勝  麻機学区      優勝 伝馬町学区     優勝 玉川学区 

２位  服織学区       ２位 安倍口学区      ２位 水見色学区 

３位  千代田東学区     ３位 南藁科学区        ３位 松野学区 

 

 

第 3回駿河区民体育大会「大運動会」及び 

第１７回静岡市清水区民体育大会は、台風の為中止となりました。 

大運動会・区民大会 


