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4月6日（水）岡崎市福祉会館において、［平成28年度 岡崎市スポーツ推進委員辞令交付式j 及び「平成28

年度 岡崎市スポーツ推進委員連絡協議会総会j が開催されました。

今年は、新たに6学区6名の方々がスポーツ

推進委員に推薦され、辞令交付式では、代表と

して、根石学区の中根久夫さんが高橋教育長

から委嘱辞令を受け取りました。今後は、学区

でスポーツ振興に関する企画、運営に携わって

いただき、多くの方々にスポーツの楽しさを

矢口っていただけるようご尽力いただきたいと思

います。

ヲ｜き続き行われた総会では、以下の議題について開会長を議長に議事が進行され、すべての議案が承認されま

した。

－平成27年度事業報告

・平成27年度 岡崎市スポーツ推進委員連絡協議会決算報告

・平成28年度 事業計画

・平成28年度 岡崎市スポーツ推進委員連絡協議会予算

今後も市民、地域、行政が連携し合い、スポーツの推進を図っていくことが必要となり、地域のスポーツ振興を

下支えするスポーツ推進委員のさらなる活躍が期待されます。
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平成28年度 岡崎市スポーツ推進委員連絡協議会

－~・＝・固
4.6 水総会 岡崎市福祉会館

4.12 火理事会 岡崎市福祉会館

4.14 木研修部会 岡崎市福祉会館

4.19 火広報部会 岡崎市福祉会館

4.21 木事業部会 岡崎市福祉会館

5.15 日第 1 回全体研修会 花園体育センター

5.26 木 岡崎市スポーツ・レクリエーション祭打合せ会 岡崎市福祉会館

6.12 日 岡崎市スポーツ・レクリエーション祭 岡崎中央総合公園

6.18 土 スポーツ推進委員愛知大会 日本ガイシスポーツプラザ

6.22 水理事会 岡崎市福祉会館

6.23 木研修部会 岡崎市福祉会館

7.7 木広報部会 岡崎市福祉会館

7.24 日 ブロック研修会（岡崎ブロック） 城南小学校

8.20 土第2回全体研修会 柳川瀬公園

8.22 月 岡崎市民体育祭実行委員会 岡崎市福祉会館

9.17 土愛知県スポーツ推進委員研修会 東海市

10.9 日 岡崎市民体育祭 岡崎中央総合公園

10.13 木研修部会 岡崎市福祉会館

10.20 木広報部会 岡崎市福祉会館

10.27 木事業部会 岡崎市福祉会館

11.5 土西一河地区スポーツ推進委員実技研修会 知立市

11.6 日 岡崎市スローピッチソフトボール交歓会 岡崎中央総合公園

11.17 木全国スポーツ推進委員研究協議会（～18日） 福井県越前市

11.20 日 ブロック研修会（常磐ブロック） 常磐小学校

12.1 木理事会 岡崎市福祉会館

12.6 火事業部会 岡崎市福祉会館

12.19 月事業部会講習会 岡崎市体育館

1.15 日 岡崎市民駅伝競定大会 市内一円

1.17 火事業部会講習会 勤労者体育センター

1.19 木広報部会 岡崎市福祉会館

1.31 火 学区交歓ソフトミ二バレーボール大会監督会議 岡崎市福祉会館

2.3 金東海四県スポーツ推進委員研究大会（～4日） 一重県伊勢市

2.8 水 学区交歓ソフトミ二バレーボール大会審判講習会 岡崎市体育館

2.12 日 学区交歓ソフトミ二バレーボール大会 岡崎中央総合公園

2.25 土岡崎市スポーツ推進委員研修会 岡崎市体育館

3.9 木理事会 岡崎市福祉会館

随時 役員会 岡崎市福祉会館

事業計画
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5月 15日（日）、花園体育センターにて、第 1 回全体研修会が開催されました。

今回の研修は fファミリーバドミントンj と fスローピッチソフトボールJ の2種目です。

今回はスポーツ推進委員78名の参加。開講式では、洞井副会長、天野研修部長、筒井市民スポーツ

課長よりご挨拶いただき、モーニングストレッチで体をほぐし、研修開始です。

・ ファミリーバドミシトシ
ファミリーバドミントンは、平成26年度西三河地区スポーツ推進委員実技研修会の 1 種目として取り上げられ、岡崎市からの

参加者も何名か実際に体験して、「これは面白い !J と昨年度末のスポーツ研修会では皆さんでその競技を楽しみました。

ファミリ バドミントン講師は本宿学区の畔柳さんと、美合学区の戸松さんを中心に研修部の方たちの実演も交え指導してい

ただきました0

・ 1 チーム3名がコートに入り、前衛 1 人（この方は自コート内全ての場所からプレー可能）と、後衛2人。（自コートの

サ ビスラインを踏むことも、踏み越えることも出来ない。ただし左右が入れ替わることはOK)

－サパ は後衛右側の人が行い、相手コ 卜左側後衛のレシパに打つ。サ ブはフォアハンドのみ、なおかつ下手

打ち（腰より下から打ち上げる）で行う。

－シャトルは 2 打以内で相手コートへ返す。ただしシャトルに触れるのは 人 1 回のみ。

－ラリ の時、シャトルを打った瞬間、打点より下にシャトルが下がるのは不可（スマッシュ等）、必ず、水平より上向きに0

・サ ブ権を得る毎に右回りに 1 つ口 テ ション。
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実際lこ3人ずつ交代でコートに入りプレーを行ってみると、 打で、なく二打目もOKというのが救いになって返せたり、逆に二

打目もOKなのだけれど後衛の人では届かない所へシャトルが落ちできたりと、ル ルの構成がより楽しめるよう工夫されている

なと感じました。

プレーした方にお話しを伺いました。

「ラケットが思いのほか軽いので振り抜ける。J

「シャトルが思う程に飛ば、ないから、安心して強く打てる。J

「後衛ポジ、ションの時、思わずサービスラインから前に出てしまうJ

「審判ジ、ヤツジ、が難しそう（見きれない）J 

などなど、普段普通のバドミントンをされている方もみえて聞きましたが、やはり

慣れればジ、ヤツジ、もとれるようになるとのこと。

道具については、市の員し出しもありますし、購入しても 1 対戦分で 11.000 円程度です。

学区でも 度トライしてみませんか｜

． スローピッチソフトボール
ス口 ピッチソフトボルは岡崎市内でも、盛んに行われており、

毎年11 月には岡崎市大会も開催されています。

スローピッチソフトボール講師は北野学区の重森さんと、岡崎学

区の鈴木さんを中心に行っていただきました。

主なルールとしては、

－ボールは4号球で、投球は山なりボール、ウインドミルは不可0

．守備は 1 0名 0

・ 7イニング、もしくは50分で次のイニングに入らない0

・パン卜、大根切りは不可。

·2ストライク後のファールボールは即時アウト。

－盗塁はなし。離塁もアウト、ランナ は打者が打ったらGo!

研修に参加した2グループを、それぞれ2チームに分け、紅白戦という形で研修を行いましたが＼そのゆっくりとした山なりボー

ルを待ち切れずに大スイングとか、笑いを誘うプレ がある一方、 6 ・ 4 ・ 3のダブルプレ も飛び出すなど「ナイスプレ !J 

と思わず口から出てしまうプレ も見ることができました。

普段はサポートで実際のプレーに参加する機会は少ない推進委員も、実際にそのゲームに参加して、

その面白さに触れれば、より多くの方に楽しさを広められるのではないでしょうか｜

各種目の詳細は、学区のスポツ推進委員にお問い合わせください。

健康の保持 ・ 増進、また学区民の親睦を深めるためにご活用ください。
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私は、週2回練習しているつわものもいらっしゃるmyス

ティックとmyポールをお持ちの組にまぜ‘てもらい、一緒に

プレーさせていただきました。皆さん、 さすがにおじようず

で、 ゴルフでは池にあたるゼブラゾーンや、ホールポストま

での距離を縮めて打数を少なくできるジャンプ台のある

工スケイプゾーンにも果敢に挑戦。一人の方が工スケイプ

ゾーンが2つもあるホールでホールインワンを出すなど、

大変盛り上がりました。また、小学生のグループもなかな

かのもので＼ホールポストをボールの入りやすい方向に向

きを変えるご愛敬もありましたが、大人顔負けのスコアで

回る子も多く見られました。

16ホール全部回った後に坂道を利用してのこアピン員

コーナーも設けられており、皆さん笑顔が、絶えない一日で

した。私のスコアは59。

初めてにしては頑張った方で、しようか。
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六ツ美西部学区岡本 縁

あいにくの曇り空とは言え、外で行うスポーツとしては

とても良い気候の下、 生平地区グランドゴルフ大会に参

加してきました。昨日からの雨のためグランドコンテ、ィショ

ンはあまりよくありませんでしたが、総勢104名（小学生5

2名）のみなさんが参加されていました。 （同じ日に生平小

学校体育館の方でミ二ソフト）＇＼＇レーの試合も行われてい

ました。 ）

グランドゴルフとは、専用のスティック・ポール・ホールポ

ストを使用して、 コ、jレフのように木のスティックで、木のポー

ルをホールインするまで打ち、その打数の多少を競うもの

です。

生平地区の皆さんどうもお世話になりました。

これからスポーツにとても畏い気候となります。是非、

読者の皆さんもその地区のスポーツに参加し、爽やかな

汗を流してみませんか。

気持ちいいと思いますよ。
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Area Report 
学区紹介

豊富学区村上伸一

初夏の候、如何お過ごしでしょうか。

スポーツを楽しむには丁度良い季節となりました。

豊富学区では、地域選出のスポーツ委員さん、社教委員、スポーツ振興部と共に、例年“歩

け歩け大会”“ソフトミ二バレーボール大会”“グラウンド・ゴルフ”に取り組み、昨年から“スローピッ

チソフトポール”も開始しました。

特に“歩け歩け大会”は昨年R473バイパス、昨年は岡崎東インターの、非常に貴重な開通

前ウオーキングイベン卜をさせて頂きました。

老若男女間わず、数えきれない程の参加者数でしたので、非常に困難なイベン卜でしたが、

無事故で行うことが出来た事と、参加者の喜ぶ表情がはっきり伝わって来た事で＼役員にとっ

ても成長と達成感を感じるイベン卜となりました。

ただ、昨年は残念ながら雨天中止となった催しが多かったのですが、皆さんから「雨じゃしょ

うがないけど、出来なくて残念だ、ったね。来年も参加するから、またやってねJ と嬉しい声を複

数の方から頂きました。

また、地域行事の“盆踊り大会”“学区運動会”にも裏方、出店として参加し、率先してキビ

キビ活動するメンバーに対し、地域の方からも信頼が厚く、無くてはならない役割を担えている

事に心から感謝しています。

今期の活動は、先期の反省から雨天に影

響されにくい室内競技の“ファミリーバドミン

トン”や“ウッド力一リンク”にもトライしてい

きたいと思っています。

そして新しい競技にも地域の皆さんが参加

できるように役員一丸となって遭進して参り

ます。
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（矢作南）伊藤さん 皆さん、気楽に始められるスポーツが盛り沢山、楽しくやりましょう。

（大樹寺）植松さん 人の繋がりを大切にガンバります。

（根石）後藤さんラスト1 年頑張ります。

（緑丘）近藤さん今年も様々なスポーツ伝えていきます。

（藤川）棚木さん スポーツ推進委員も2年目突入、今年はもっとステップアップします。

（常盤東）金原さん 色々なスポーツを知ってもらえるよう頑張って広報します。

（六ツ美西部）岡本さん いろんなスポーツに挑戦！紹介していきます。

（夏山）野村さん スポーツを楽しんでるみんなの表情を掲載します。

（城南）中山さん 楽しさと感動を与えられるような誌面作成をします。期待してください。

（連尺）鈴木さん 楽しいスポーツが皆さんの近い存在になるよう丁寧に記事にします。

（生平）原田部長 私たちの感動、そのまま皆さんにお伝えします。ご期待ください！

事理里里担ジ
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今年度より、市民スポーツ課スポーツ指導班の班長として異動して参りました藤

首でございます。

小さい頃からスポ ツをすること並びにスポ ツを観戦することが大好きで、、 10

年程前まで市役所のバレーボール部でプレイヤーとして楽しんで、いました。

今年度はオリンピックイヤーで、 2020 年には日本でオリンピックが開催されるた

め、スポ ツに関する話題が多くなってくると思います。一人でも多くの市民の方々

がスポツに興昧を持ち、スポツに親しんでもらえるよう、スポツの楽しさを伝

えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

発 行．岡崎市スポーツ推進委員連絡協議会
編 集・岡崎市スポーツ推進委員連絡協議会広報部
事務局．岡崎市市民生活部市民スポーツ課（TEL23-6363) ｜古紙パルプ配合再生紙使用｜
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