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民踊が披露され大会に花を添えました。

模擬店、また、南陵中学校の生徒による

玉入れ・綱引き・ボール置換えリレー

カキ氷など、12 店舗の模擬店がオープン

「第 22 回中央地区体育祭」が、11 月

や障害物競走等、熱戦が繰り広げられ、

し、全店舗完売の大盛況となりました。

4 日(日)明峰小学校校庭で開催されまし

最後の支部対抗男女 400m リレーは、最

た。

後の得点種目で最高潮に盛り上がる熱戦

中

央

支

部

当日は何年振りかの雲ひとつ無い見事

となりました。

な秋晴れに恵まれ、午前 7 時の花火の打
ち上げで体育祭が始まりました。この日
は、環境美化運動と重なり、朝から多忙
な始まりでしたが、8 時過ぎには各町内
から役員・選手が集合し、支部席の設置
や横断幕を掲げて応援の準備をするなど

≪親子でパン食い競走の様子≫

独自性が発揮された華やかな支部席が整

また、民生・児童委員と南陵中学校の

いました。

生徒による幼児の参加賞（ヨーヨー）づ

体育祭には約 2,500 名の参加があり、

≪白熱する騎馬戦の様子≫
閉会式では、沢田審判長から成績発表

開会式では金子大会実行委員長の開会宣

があり、優勝は北有楽町の連覇、準優勝

催のバザーも開催され参加者増員にご協

言の後に、清水大会会長より「今年の第

は西所沢、三位は金山町となりました。

力をいただきました。

22 回体育祭は大会関係者や参加者の皆

木暮大会副会長から応援賞の授与、道

午後からは、ベーゴマなどの昔の遊び

様の熱意により晴天の中で開催できます

又大会副会長から「秋晴れの中、大勢の

体験コーナーや吾妻民謡レクリエーショ

ことに感謝いたします。日頃より中央地

参加をいただき、けがもなく心地よい汗

ンクラブによる民踊、中学生と駆け比べ

区で行われる、ところざわ祭りや防災訓

を流しながら親睦も深めることができた

などが行われました。最後は全員で民

練等々にご支援ご協力を賜り厚く御礼申

良い大会でした」との講評をいただき、

踊・フォークダンスを行い閉会式となり

し上げます。今日は地域の皆さんが親睦

最後は田畑大会副会長の万歳三唱、神谷

ました。

と交流を大いに深めて、けがの無いよう

所沢まちづくりセンター長の閉会で体育

競技を楽しんでください。
」とのあいさつ

祭の閉式となりました。

後、
来賓の中村体育協会副会長からは
「中
央地区体育祭も 22 回を数える伝統の行
事です。多くの参加者が集い、この大会

妻

支

終了後は空クジなしのお楽しみ大抽選
会を行い、豪華賞品が当たる度に大きな

文責：体育協会中央支部

吾

くりや、武道場では南陵中学校ＰＴＡ主

部

歓声が上がっていました。
その後は、町内会・学校関係・一般有
志・実行委員会の懇親会が行われ地域住

を通して地域の親睦を深め、地域発展の

「第 15 回吾妻地区ふれあいスポーツフ

礎になればと思います。競技を楽しんで

ェスティバル」が、10 月 14 日(日)絶好

毎年のことながら、南陵中学校の多く

頑張ってください」と参加者を激励する

の天気に恵まれた中、南陵中学校の校庭

の生徒さんには、前日の準備から当日の

言葉をいただきました。

で開催されました。

運営まで一生懸命お手伝いいただいてい

民の絆がさらに深められました。

次に、島田市議、明峰小学校の高橋校

吾妻地区の 6 地域の住民の親睦と健康

るお蔭で今年も無事に盛況の内に終了す

長、所沢元町郵便局の深井局長からもあ

の維持増進を図るとともに「明るい地域

ることができました。今後も「吾妻地区

いさつをいただいたほか、多忙の中駆け

社会の推進」を目的として、地域の企業・

ふれあいスポーツフェスティバル」を通

つけていただいた藤本市長、柴山衆議院

商店・各町内会をはじめ各種団体からご

して、町内会・学校・各種団体や企業等

議員から祝辞をいただきました。あああ

支援いただき体育協会・学校開放の役員

と連携を図り「明るい社会づくり」に少

今年の競技プログラムは、対抗種目の

を中心に実行委員会を組織して開催して

しでも寄与できればと思っております。

見直しを行い、
レクリエーション的な
「野

います。

文責：体育協会吾妻支部

菜リレー」を新たに取り入れ、戸惑いな

開会後、準備体操のとこしゃん体操を

がらも盛り上がった種目になりました。

行い、競技のスタートは参加者全員で行

例年、幼児から高齢者まで参加出来る

う大玉おくりから、吾妻の朝市・三人四

平成 24 年 10 月 7 日（日）
「第 13 回松

ようなプログラム作成を心がけており、

脚・親子でパン食い競走・大人と子ども

井地区スポーツフェスティバル」が開催

参加者も大いに楽しめたと感じました。

が一緒に参加する竹取物語などが行われ

されました。

昼休みにはアトラクション競技の男女
騎馬戦が行われ大変盛り上がりました。
午後に入ると、所沢婦人クラブによる

ました。

松

井

支

部

毎年 1 回、10 月の第一日曜日に開催し

午前 11 時頃からは、スポーツ団体に

ており、会場は松井地区の 4 つの小学校

よる、まんじゅう・やきそば、うどんの

で順番に行い今年は安松小学校で開催し

体育協会役員をはじめ、各協力団体・地
域公民館・スポーツ団体など 100 名を超

柳

瀬

支

部

富

岡

支

部

える関係者が運営に携わりまさに地域全

平成 24 年 9 月 9 日(日)柳瀬中学校校庭

平成 24 年 10 月 7 日（日）午前 8 時、

体が一体となって運営されている一大事

において、第 11 回柳瀬地区・柳瀬中学校

小雨で肌寒い天候ではありましたが、第

業です。

合同体育祭が、真夏の余韻を引きずる酷

55 回富岡地区体育祭が富岡中学校校庭

暑の中、絶好のグラウンド状態でスター

で開催されました。例年、天候に悩まさ

トしました。

れる体育祭ですが、天候が回復するとい

当日に向けて 3 ヶ月前から準備を始め
ましたが、前日の天気はあいにくの雨。
天気予報を信じて当日を迎えましたが、

柳瀬地区では、中学校と地域住民が合

当日も朝から雨が降り続き一向に止む気

同で体育祭を行うことにより、相互の交

富岡地区の全自治会 18 チームが参加

配がありません。模擬店もスタンバイ状

流と理解を深め、生徒が地域の一員であ

し「親睦・交流・体力つくり」を目的に

態でしたが、楽しみにしている参加者の

るという意識と、地域が生徒を育てるこ

約 1,000 名の選手、また、午前中は天候

ためにも「体育館で開催しよう！」と判

とを目指し毎年実施しております。

のこともあり来場者は少な目でしたが、

断しました。

競技は、足がもつれてゴール前で転倒
したりするなど、気持ちは焦り体は思う

う天気予報を信じ開催に踏み切りました。

最終的に約 1,500 名の来場者が集まりま
した。

様に行かない様子でした。
「大縄跳び」や「綱引き」ではものすご
い砂埃が巻き起こり、目や口の中まで砂
が入るありさまで、水を撒きながら生徒
と地域の方の熱気と応援で勝負を争いま
した。

≪集中して狙いを定める参加者≫
開催が決まればあとは頑張るのみ。数

≪呼吸を合わせて大縄跳び≫

少ない屋根の下に模擬店を工夫しながら

競技には幅広い層が参加できるよう

配置し、競技内容も体育館の中でできる

20 の競技種目から構成されていました

もので急遽対応し、また、地域内を「体

が、天候やグラウンド状況を考慮し、午

育館で実施します！」と宣伝カーでアナ

前中の一般参加 3 種目を減らしての実施

ウンスをして参加を呼びかけました。そ

となりました。

の甲斐もあり約 300 名の参加者が集まり
ました。チームを組んでのボール運び競

昼休みには長生クラブを中心とした
≪中学生二人三脚リレーの様子≫

「八木節」や「所沢市民音頭」の披露が

走やオリンピックにちなんだ聖火リレー

また、
「玉入れ」のプレーでは感心させ

ありました。午後には雨も上がり絶好の

などを行ったほか、また、お昼休みには

られるものがありました。玉を拾って渡

コンディションの中、競技が行われまし

安松小学校の和太鼓クラブの演舞披露を

す人・カゴをめがけて投げる人、時間内

た。

みながら模擬店の食べ物を楽しそうに食

にほとんど入れたチームもあり住民同士

べていました。

の信頼とチームワークが見事でした。

が入り大変盛り上がりました。大会最後

最後は全員でビンゴゲームを行い、大

「台風の目」競技では、回転する時に中

の自治会対抗レースでは、毎年恒例の白

盛り上がりの中で終了しました。体育館

の回し手が外の友達を思いながら回して

熱したレースが展開されました。

という狭い空間だからこその“会場の一

いる姿が良くわかり、大変頼もしく思い

体感”があり、参加者、関係者のつなが

ました。

大会後半では、選手、応援団ともに力

今年度は、従来の一般種目「パン食い
競走」を参加者がより楽しめるように工

りが強く感じられた一日でした。天候不

成績は東所沢１丁目が優勝し、前年優

夫し「デカパン競走」に変更して競技を

順の中で、関係者全員が臨機応変に工夫

勝の本郷が第２位、南永井が第３位とな

実施した所、選手、来場者ともに例年以

しながら対応できたこと、参加者にもそ

りました。熱中症の心配もありましたが、

上に楽しめる競技となりました。

れが伝わったからこそできた“絆”なの

それもなく、またケガ人もなく無事に終

だと思います。

了することができました。

「本当にやってよかった！」関係者の

地域住民が一緒に協力し、生徒も大変

皆様、参加者の皆様、お疲れ様でした。

真面目に取り組み、競技の中で新記録が

そしてありがとうございました。
文責：体育協会松井支部

所沢市イメージマスコット「トコろん」

最後に、今年の成績は優勝が岩岡自治
会、準優勝にネオポリス自治会、第 3 位
が神米金自治会という結果になりました。
文責：体育協会富岡支部

でるなど素晴らしい成果もでました。生

【体協だより
体協だより問合
だより問合せ
問合せ先】

徒は地域と一体になり力を出し切り、相

体育協会事務局（
体育協会事務局（スポーツ振興課
スポーツ振興課）
振興課）

互の交流ができ地域の一員であるという

a9248@city.tokorozawa.saitama.jp

自覚とともに生徒を守り育てる場となっ

体育協会ホームページアドレ
体育協会ホームページアドレス
ホームページアドレス

た体育祭であると思います。

http://tokorozawahttp://tokorozawa-taikyo.org

文責：体育協会柳瀬支部

