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中
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「第 14 回体力つくり中央支部グラウン

輪になって民謡・フォークダンスを踊り、

委員の皆さんが準備の段階から一致団結

お楽しみ抽選会で盛り上がり無事終了す

して運営を支え、地域のスポーツ振興、

ることができました。

地区住民の親睦に大きく寄与することが
でき、大成功に終わりました。

ドゴルフ・ペタンク大会」は、１１月１
日
（日）
明峰小学校校庭で行われました。
グラウンドゴルフでは、前年を上回る多
くの選手が参加し、日頃の練習成果を披
露しようとコースに臨み、ホールインワ
ンが出ると、他のコースからも思わず拍
手と歓声がこぼれ和やかな雰囲気で大会
は進行しました。ペタンクでは気軽に楽
しめるスポーツということもあり、老若
男女様々なチームがエントリーし、チー
ムの一人ひとりが優勝を目指し、各ブロ
ックとも一喜一憂のなか熱戦が繰り広げ

≪大玉おくりの様子≫
文責：体育協会吾妻支部
≪グラウンドゴルフとペタンクの様子≫

松

井

支

部

られ大いに盛り上がりました。それぞれ

平成２７年度「松井地区スポーツフェス

の競技で地域住民同士の親睦と交流が深

ティバル」が、１０月４日（日）牛沼小

まり、今後の体力向上に努められること

学校校庭にて開催されました。松井スポ

≪玉入れの様子≫
文責

新

所

体育協会新所沢東支部

沢

支

部

ーツフェスティバルの目的は、家族で遊

１０月１２日（月・祝）天候にも恵まれ

びに来ていただき楽しんでもらうこと、

た青空のもと、第２４回「新所沢地区運

コミュニケーションを大切に誰とでも話

動会」が北小学校で開催されました。当

が出来ることとしております。当日は子

日は、藤本市長をはじめ多数の来賓の

どもから大人まで楽しめるレクリエーシ

方々、地区内１３町会・自治会から１,

ョンが勢ぞろいし、模擬店の出店もあり

８００名の参加があり、８時５０分から

ました。午前中は「水運びリレー」
「デカ

の開会式では、主催者、来賓のあいさつ

パンリレー」
「玉入れ」などその場にいる

の後、参加者全員が『とこしゃん体操』

メンバーで参加する競技、午後は「スト

で体をほぐしました。午前中は小学生・

ラックアウト」
「ペタンク」
「グラウンド

未就学児・一般の「徒競走」
「おやつ取り

ゴルフ」
「フライングディスク」
「ペット

競争」
「買い物競争」町内対抗の「風船割

ボトルボウリング」
「空缶つり」
「フリー

りリレー」や「ボールはさみリレー」な

スローボール」など楽しみが多く有り、

ど１２種目が行われました。昼食時には

賞品もたくさんもらって皆さん満足して

恒例の『けやき台子供太鼓連』による“こ

吾妻地域の住民が一同に集まる唯一のス

いる様子で、役員の我々も満足のいく一

ども太鼓”、
『ところざわ武藏龍嵐』によ

ポーツの祭典「吾妻地区ふれあいスポー

日でした。

る“よさこい鳴子踊り”に食事も忘れ演

を望みながらケガもなく終了しました。

≪グラウンドゴルフの様子≫
文責：体育協会中央支部

吾

妻

支

部

ツフェスティバル２０１５」は、絶好の
スポーツ日和に恵まれた１０月１２日

文責：体育協会松井支部

新 所 沢 東 支 部

（月・祝）
、南陵中学校に１,０００人を

第４０回「新所沢東部地区親睦運動会」

超える参加者の中開催されました。この

は、小雨降る中９月２７日（日）美原小

フェスティバルは、地域住民の健康の増
進と参加者相互の親睦を図り、明るいま
ちづくりを目指すことを目的に「地域の

学校校庭において開催されました。午前
中は「幼児・小学生徒競走」
「パン食い競
争」
「湯飲みでいっぱいリレー」などの自
縄跳び」などの地区ブロック対抗種目が

年で１８回を迎えました。開会は南陵中

行われました。
お昼休みを挟み午後は
「親

学校の吹奏楽部の演奏により６地域の選

子宝探し」
「障害物競争」などの自由種目

手の入場です。ケガのないよう準備体操

と「地区ブロック対抗綱引き」
「ブロック

後、プログラムスタートは参加者全員の

対抗リレー」が行われ、松葉町会２連覇

主婦にとって賞品の野菜は高騰している
だけに大喜びでした。フィナーレは全員

ルで「ボール運び」
「全員リレー」町会対
抗の「玉入れ」や「頭上・股下ボール送
り」など５種目が行われました。町会対
抗では、向陽町町会、エステ・スクエア
新所沢自治会合同チームが１位になり喜
びを分かち合いました。

由種目と「むかで競争」
「紅白玉入れ」
「大

輪を広げよう」をスローガンに掲げ、今

「大玉おくり」
、
朝一番には
「吾妻の朝市」

技に魅了されました。午後はペットボト

で幕を閉じました。今年の親睦運動会は、
小雨のち曇りの天候で一日涼しく最終的
に１,０００人以上もの参加があり、実行

≪新所沢地区運動会の様子≫
文責：体育協会新所沢支部

山

口

支

部

柳

瀬

支

部

約８００人以上の方に参加頂き大会は盛
況に行われました。区対抗競技による順

１０月４日（日）
、山口中学校体育館に於

平成２７年９月１３日（日）柳瀬中学校

位は、前半から終始トップを走っていた

いて、第７回「山口地区親睦ミニ運動会」

グラウンドにおいて、第１４回「柳瀬地

を開催しました。山口地区自治連合会の

若狭４丁目町会が優勝を飾り、準優勝が

区体育祭（柳瀬中学校との合同開催）
」が

協力のもと、自治会・町内会・スポーツ

盛大に開催されました。競技では、素晴

団体チームの参加を頂き、応援者も含め

らしい成果を出す選手、気持ちだけ先走

総勢２５０名程の来場がありました。競

り転んでしまう選手等、大歓声（と笑い）

技の前に、今回からは“とこしゃん体操”

の一日でした。地区の競技に中学生が混

をとりいれ入念に準備体操を行い、競技

ざり競う種目では、地区代表の中学生が

が開始されました。小・中学生、お父さ

選抜参加、地区関係なくクラス別での応

ん、お母さん、祖父母と幅広い年齢層の

援参加する種目もあり、柳瀬地区全体で

皆さんで和やかに行われました。

の交流を深める事ができました。中学生

「玉入れ」
・
「ボール運び競争」
・
「百足競

の競技では本番で練習以上の成績が出せ

争」
・
「フラフープ」
・
「大なわ跳び」の５

嬉し涙をためている子も見られ、一所懸

種目を、知恵・技・体力を駆使して競い

命さに感動する場面もありました。成績

合い、熱戦が繰り広げられました。

は、東所沢五丁目支部が優勝、準優勝は

今回参加して頂いたチームの皆さん大変

本郷支部、東所沢３丁目支部及び南永井

お疲れ様でした。

支部が第３位という結果となりました。
文責

富

岡

体育協会山口支部

支

部

文責

小

手

指

三ケ島第５区、３位は三ケ島第１１区と
なりました。閉会式では優勝の若狭４丁
目町会に今年度作成した優勝カップが贈
られ、最後まで盛り上がりました。

≪三ケ島地区レクリエーション大会の様子≫
文責

体育協会柳瀬支部

支

部

並

木

体育協会三ケ島支部

支

部

平成２７年１０月１１日
（日）
午前８時、

第６１回「小手指地区体育祭」が、絶好

平成２７年１０月４日（日）中央小学校

第５８回「富岡地区体育祭」が富岡中学

のスポーツ日和の中１０月４日（日）上

校庭にて「並木ふれあいフェスティバル」

校校庭で盛大に開催され、約２，０００

新井小学校校庭で開催されました。例年

が開催されました。午前９時より、小さ

名が集まりました。長生クラブを中心と

行われていた１０月の第２日曜日から第

なお子さんからおじいさん・おばあさん

した「東京音頭」
「所沢市民音頭」の踊り

１日曜日に日程を変更して行われた体育

の披露があり、その中に中学生ボランテ

まで多くの方にお集まっていただいて行

祭は、新たに２団体増えた８団体で優勝

ィアの生徒も加わり和やかに踊りました。

ったラジオ体操は大変迫力がありました。

を争いました。今年は「小学校職員チー

数々の競技も大変に盛り上がり見ている

ム」として先生方の参加もあり、例年に

者も飽きさせることはありませんでした。

も増して大勢の子ども達が参加し、用意

最後のおたのしみ抽選会では様々な景品

した賞品が足りなくなるくらいの賑わい

が用意され、乳幼児に１０ｋｇのお米が

でした。対抗種目では、
「紅白玉入れ」や

当たるなど見ていてほのぼのとなりまし

「綱引き」など上位を目指して精一杯頑

た。最後に役員の方々の活躍により、大

張り選手たちに多くの声援が送られまし

きな怪我もなく円滑に運営が進みました

第３位 岩岡自治会

た。昼休みには、消防団第６分団による

ことを報告いたします。

第４位 郊外マンション自治会

放水訓練、地区のレクリエーションクラ

第５位 ネオポリス自治会

ブ、民踊会、長生クラブの方々の民踊が

第６位 神米金自治会

披露され、会場は華やかな雰囲気に包ま

敢闘賞 北中自治会

れ、楽しいひと時となりました。優勝は

殊勲賞 フラワーヒル自治会

上新井すみれ会、２位には上新井分館、

富岡賞 所沢新田自治会

３位は第４分館合同チームとなりました。

大会後半では選手、応援団共に力が入り
とても盛り上がりました。大会の最後の
自治会対抗リレーでは、例年どおり白熱
したレースが行われました。以下大会結
果の詳細です。
優勝

さつき台自治会

準優勝 上岩岡自治会

文責

三

ヶ

島

体育協会小手指支部

支

部

今年度も２０回目となる恒例の「三ケ島

≪綱引きの様子≫
文責

体育協会並木支部

地区レクリエーション大会」が三ケ島地
区所沢市合併６０周年記念大会として、
平成２７年１０月１２日（月・祝）体育
の日に三ケ島中学校校庭で開催されまし
た。一般プログラム１０種目（内オープ
ン参加５種目、区対抗競技５種目）と自
由参加の常時開催プログラム２種目を実
≪自治会対抗リレーの様子≫

施しました。区対抗競技には地区内１２

文責

自治会の参加を頂き、一般参加者を含め

体育協会富岡支部

【体協だより問合せ先】
所沢市教育委員会教育総務部スポーツ
振興会内
所沢市体育協会事務局
℡：04-2998-9248
Mail:a9248@city.tokorozawa.lg.jp

