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▲玉入れシニア（三ヶ島）
今年度も恒例の「三ヶ島地区レクリ

題字：
題字：斎藤 博 会長

クリエーションクラブの方による「民

の市長さんが他の会場から若干遅れ

謡（踊り）」と昨年に続いて「所沢市

るとの連絡が入りましたが、式次第は

健康体操」を実施しました。

順次進められました。先ず、主催者挨

閉会式では、同点で同じ順位の自治

拶、来賓代表の祝辞をいただき、競技

会があり、じゃんけんで順位を決する

上の注意、準備体操は、今回「とこし

など和やかな雰囲気で終始笑顔の絶

ゃん体操」を行い開会となりました。

えない大会であったと思います。自治

競技は、予定の９時 31 分、小学１・

会対抗の種目による順位は、４区自治

２年生の徒競走 50ｍ競走からスター

会が優勝を飾り、準優勝が２区自治会、

トしました。間もなく、待ち兼ねてい

そして３位が若狭４丁目自治会とな

た市長さんが到着されましたので、レ

りました。

ース終了を待って激励の言葉をいた

最後に一日を通じて１人のケガ人

だく事ができました。その後、競技を

も無く、無事全ての種目を実施するこ

再び続行、午前中 13 種目（町会対抗

とができました。参加された大勢の皆

２種目含む）が行われ、昼食となりま

様に心より感謝を申し上げます.

した。

エーション大会」が 10 月 12 日（日）
に三ヶ島中学校校庭で開催されまし
た。
前日の準備の時から心配された天

広 報 委 員 会 発 行

昼休みは、子ども太鼓連、長生クラ

新 所 沢 西 支 部
地区内の最大のイベントとする第

ブ他参加者によって３曲の踊りが披
露され、大きな拍手を受けました。
午後からは、綱引きから始まり、７

気ですが、大会当日は午前中に風が出

17 回新所沢地区運動会が去る 10 月５

種目（町会対抗２種目）が行われ、町

た程度で運動するにはちょうど良い

日（日）北小学校グラウンドにおいて

会対抗種目では榎木町町会が優勝と

天候となり、各地区自治会対抗得点競

盛大に開催されました。

なり、14 時 38 分に競技は終了となり

技をメインとした一般プログラムと、

この地区運動会は、新所沢地域上げ

ました。

自由参加の常時開催プログラムの二

ての催しとして行われ、今年度も新所

その後は、恒例となっているお楽し

部構成で実施しました。

沢地区町会連合会、体育協会新所沢支

み抽選会を行い、自転車や数々の記念

プログラム内容について、より充実

部が主催、地区内のスポーツ団体、関

品を手に日程が終了しました。

した競技内容としたいとの趣旨で昨

係諸団に協力をいただくと共に、新所

大会役員は、その後係り別の分担で

年度の内容を改善した種目と新種目

沢公民館を事務局とする実行委員会

後片付けを行い、午後４時頃より商連

（区対抗）の中からその一つを紹介し

を組織し運営が行われました。

会館に於いて感謝をこめた慰労会を

たいと思います。

また今回は、新たにエステ・スクエ

開き、一日の疲れを労い、実行委員長

その競技は、男女５名ずつの１チー

ア新所沢自治会が地区町会連合会に

の大締めによって午後５時 30 分散会

ム 10 名で競うものです。逆さにした

加盟したことで 12 町会（５町会７自

となりました。

ペットボトルをバトン代わりに手に

治会）の組織構成となり、更なる弾み

持ち、底の部分にバレーボールを乗せ、

となって活気に満ちた中で事前準備

15 メートル先に設置されたカラーコ

が進められてきました。大会当日は心

ーンを回りボールに体を触れずリレ

配されていた天候も好天に恵まれ、役

ーする競技です。スタート場所を本部

員は午前８時に集合、本番に備え準備

ーツフェスティバルは、10 月 19 日

席側、カラーコーンを応援席側に設置

を急ぎました。

(日)、秋空のもと、南陵中学校校庭を

吾

妻

支

部

今年で 11 回目を迎えた恒例のスポ

したことや審判係を各チームに 1 人

使用して盛大に実施されました。風船

配置するなど厳正なジャッジのもと

を持って吾妻６地区(久米、荒幡、北

行なわれたこの種目は、競技者、応援

秋津、住吉、コーポラス、松ヶ丘)の

者、そして役員と会場が一体となって

老若男女約 500 名の入場行進です。開

白熱した競技になったと思います。

会式の後、今年は準備体操として初め

また、毎年常時開催プログラムとし

て｢とこしゃん体操｣を取り入れ、普及
のために有意義でした。

て好評の「グラウンドゴルフ」は、会
場の都合上、４ホールの種目でしたが、
150 名以上の参加者が集まるなど、一
時は順番待ちの長い列ができる人気
プログラムとなりました。
そして、昼休みに三ヶ島地区レ

午前中は、｢吾妻朝市(野菜取り)｣
▲缶釣り競技（新所沢西）
また、各係別に集まり、分担のミー

から競技をスタートし、合計 10 種目
の競技が行われました。ほぼ例年通り

ティングを行い大会に臨みました。開

の種目で幼児から高齢者までできる

会式は午前９時からですが、来賓予定

種目が組まれており、多くの人たちが

楽しそうにグラウンドを動きまわっ
ていました。

各町内より約 2,000 名の参加があ
り、選手は前年優勝の西所沢支部を先

午後は、ゲーム大会(じゃんけん大

頭に、東町支部をはじめ、全 14 支部

会、風船運びリレー等)、民謡、フォ

がグラウンドを一周する入場行進の

ークダンスと全員で出来る内容のも

始まりです。どの選手も晴れ晴れとし

のを設定し、各地区相互の親睦を深め

た顔で、｢これから頑張るぞ！！｣との

ることができました。(一日の参加人

意気込みが感じられる行進でした。

員 1,200 名有余)

９時から開会式が始まり、中村実行

▲グランドゴルフ（山口）

今年もまた南陵中学校の生徒 70 名

委員長の開会宣言、清水大会会長、当

のボランティアにより準備、競技の進

麻市長より｢中央地区の体育祭はこの

行等を手伝っていただき大変助かり

ような大勢の参加者に恵まれ、地区の

ショットからパットまで非常に上

ました。

結束が感じられます。地域の親睦とス

手く日頃の練習の成果が現れており、

ポーツの振興に努め、今日一日楽しん

大会への意気込みを感じました。又、

でください。｣との挨拶、鈴木教育長、

ホールインワンも数多く出ており、16

秋田議員、菅野所沢小学校長の挨拶後、

ホール中２回ホールインワンされた

西所沢支部代表、小学生２名の力強い

方もおりました。

選手宣誓があり、｢とこしゃん体操｣
の準備体操後競技の始まりです。
小学生のアンバランス競走リレー、

▲竹取物語競技（吾妻）
このフェスティバルの特徴は、競技

参での参加でした。

６月の大会は、前日の降雨のためグ
ラウンドコンディションが悪く中止
となってしまい非常に残念でした。今

幼児の宝探し、小学生と 60 歳代の二

大会は、当日は曇り空で若干肌寒い陽

世帯玉入れ、と競走、世代別リレーと

気でしたが、参加者は伸び伸びとプレ

順調に協議が進み、昼休みは婦人クラ

ーをされておりました。

ブの華やかな｢民謡踊り｣が会場を和

最終組がホールアウトの後、スコア

に出ると着順により枚数に違いはあ

ませてくれました。午後も綱引き、一

の集計、成績発表と賞品の授与そして

るが全員に 50 円単位の｢お楽しみ券｣

般紅白玉入れ、魚釣り競走、障害物競

参加賞の贈呈を行い、無事にグラウン

を配布し、周囲に並んだ各スポーツサ

走、男女 400ｍ支部対抗リレーが優勝

ドゴルフ大会が終了しました。

ークルの出店(17 店舗)で好きなもの

を左右する種目で、応援は最高の盛り

と交換購入できることで、昼休みを中

上がりで競技終了です。

尚、今大会の準備及び運営において
幾つかの反省点がありましたので、翌

心に各店とも大にぎわいでした。今年

年度の大会及び山口地区のスポーツ

は天候に恵まれたこともあって、全て

振興の発展に活かせるように努力し

の店が早々に完売しました。南陵中学

ていきたいと思います。

第 1９回所沢シティマラソン
回所沢シティマラソン
当日は
当日は 5,269 名の参加！！
参加！！

校の作ったサツマイモも完売し、同時
に行われた南陵中ＰＴＡのバザーも

年末の恒例行事となっている所沢

盛況でした。

シティマラソン大会が、晴天の中 12

閉会後、恒例の大抽選会が実施され、

月 7 日（日）に開催されました。

お米券、花等の景品で悲喜こもごもの
▲二世代玉入れ（中央）

フィナーレとなりました。

工事に伴い、会場のレイアウト及びコ

来年も反省会を元に、さらに飛躍し

山

た大会にしたいと思います。

昨年に引き続き、西武ドームの改修

口

支

部

ースが一部変更となりましたが、前回
を上回る 5,957 名の（昨年度 5,422

中

央

支

部

「第 19 回中央地区体育祭」は、昨
年雨で中止となりましたがことしは
晴天に恵まれた 11 月２日(日)所沢小
学校校庭で行われました。

11 月９日(日)に山口地区スポーツ

名）の申込みがありました。

フェスティバル｢グラウンドゴルフ大
会｣が開催されました。
各自治体への事前参加申込みの時
点では 70 名程でしたが、当日申込み

９月から実行委員会を３回行い、前

を含めて 92 名の参加者でグラウンド

日はグラウンドのライン引き、用具点

ゴルフを行ないました。山口中学校を

検等々を行い、当日、役員は６時 20

会場とし、グラウンド全面を使いアウ

分集合し本番に備えました。７時に花

ト８ホール、イン８ホールの計 16 ホ

火の合図で開催を知らせ、８時には各

ールを作り、平均４～５人１組で 22

町内から役員、選手が集合し、支部席

組に分け、16 ホールの合計点で個人

★当日参加者数

の設置、横断幕を掲げて応援の準備

勝者を決めました。

・ハーフ：2,335 名・５ｋｍ：1348 名

等々、各町内の独自性が発揮され華や
かな支部席が整いました。

近年山口地区もグラウンドゴルフ
が各町内会で盛んに行われている様
で、参加者の殆どの方がマイクラブ持

▲ 大会スタート！！

・３ｋｍ：810 名 ・２ｋｍ：1,586 名
※各部門で
各部門で入賞者された
入賞者された方
された方の記録は
記録は
次回号にて
次回号にてお
にてお知らせします
らせします。
します。

