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第２９回羽村市駅伝大会開催 

 第２９回羽村市駅伝大会が３月６日、羽村市

体育協会の主管で開催されました。町内会・自

治会８チーム、中学女子１３チーム、一般女子

１０チーム、５０歳以上７チーム、中学生男子

１２チーム、一般８２チーム、計１３２チーム、

７６３名が参加しました。 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

本号の主な内容 
◇平成２２年度の活動を振り返る      ２ 

 主催・主管事業の概要／指定管理者への取り組み／ 

上部団体等の大会／共催・協力事業／その他の活動    ３ 

◇平成２３年度スケジュール／最近の話題から   ４～５ 

◇賛助会員の紹介        ６  

 
 

 

羽村市の生涯学習団体による協働発行紙『ひろば』は終刊し、 

本号から『体協だより』が復刊しました。今後ともご愛読よろしくお願いいたします。



 

 ２

  
 

  
  

特定非営利活動法人 羽村市体育協会 
平成２２年度の活動を振り返る 

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災により、

指定管理施設の休館等が余儀なくされましたが、

お陰さまで事業が大過なく行われました。特定非

営利活動法人羽村市体育協会として当協会加盟会

員 1 人当たり約 100 円、計６０万円を大震災の

義援金として日赤経由で拠出致しました。 

（３）第 3５回羽村市完歩大会 

１１月２３日、多摩川沿いコースで開催。 
９６名が参加し秋の一日心地よい汗を流しまし

た。市民の体力・健康増進への取り組みとして新

企画も含め今後も継続開催してまいります 
 
 １．主催・主管事業の概要 

 体育協会の主な目的の一つ、「地域スポーツの

振興」のために、平成２２年度も、体育協会主催

の事業や各種大会を主管しました。  
 
 
 （１）第４１回羽村市総合体育大会 
 

７月３日に総合開会式を開催し軟式野球、陸上

（陸上競技、ジュニア駅伝）、剣道、柔道、卓球、

スキー、ソフトテニス、バレーボール、ソフトボ

ール、テニス、ラジオ体操、バドミントン、カヌ

ー、水泳、弓道、ゲートボール、サッカー、バス

ケットボール、ダンススポーツ、ゴルフ、なぎな

た、インディアカ、居合道、少年軟式野球、中学

軟式野球の２５種目が行われ延べ７，０５２名が

参加しました。 

 
 
 
（４）第 2５回羽村市ふれあい綱引き大会 

平成２２年１月２３日に実施しました。 
町内会・自治会１０チーム、一般男子５チーム、

女子７チーム、混合の部２チーム、小学生 1９チ

ームの計４３チーム、３９６名が参加しました。 
   

（２）第６３回羽村市民体育祭  
 １０月１０日、富士見公園で開催された市民体

育祭は、１７種目に約７，２００名の市民が参加

しました。 
 
 
 なお、体育協会を中核とした実行委員会を組織し

て、無事実施できました。  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
（５）第２９回羽村市駅伝大会 

平成２２年３月６日、富士見公園周辺をコース

として開催されました。 
参加チームも羽村市以外からの参加により昨年

度より２０チーム増の１３２チーム。 
年々大会規模が盛大となっています。 
 

 



また、年間の事業として、 ２．上部団体の大会に参加し活躍 

 ３

 本年度は以下の団体が上位入賞しました。 

○都民大会 

 ●ソフトボール男子 優勝 
 ●銃剣道の部 第５位 

○市町村総合体育大会 

 ●バレーボール女子 第３位 

●剣道女子 第５位 

●陸上競技男子団体 第５位 
 

（１）第６３回都民大会 

都民大会に、陸上競技、駅伝、テニス、バスケッ

トボール、ソフトテニス、卓球、バドミントン、弓

道、ソフトボール、剣道、ゲートボール、ダンスス

ポーツ、バレーボール、なぎなた、ゴルフの１５種

目に選手２２１名・役員１３名総勢２３４名が参加

しました。 
 

（２）第 4４回市町村総合体育大会 

６月２６日、日野市ひの煉瓦ホールで開会式が行

われました。羽村市からは陸上競技、卓球、ソフト

テニス、バレーボール、バドミントン、水泳、剣道、

柔道、弓道、ダンススポーツ、ゲートボール、軟式

野球の１３競技、１７種目、選手１６２名が大会に

参加しました。 
 

（３）第２０回西多摩広域行政圏体育大会 

１１月２１日に瑞穂町・羽村市を中心とした会場

において開催され、羽村市からはバレーボール、剣

道、バドミントン、テニス、ゲートボール、インデ

ィアカ、卓球、綱引き、ソフトテニス、ソフトボー

ル（ファーストピッチ・スローピッチ）、軟式野球、

陸上競技、グラウンドゴルフ、サッカーの１５種目、

選手２８１名が大会に参加しました。 

３．共催・協力事業 
体育協会では、羽村市や関係機関との協働により、

健康づくり教室、健康体力相談、健康ダイエット講

座を共催として実施するとともに、 
①  市民チャリティーゴルフ（震災のため中止） 

②  障害者スポーツ・レクリエーションの 

つどい 

③  羽村市少年少女球技大会 

④  はむら夏まつり 

⑤  高齢者レクリエーションのつどい 

①  スポーツトレーナーによるトレーニング 

ルームでの指導・運営 

②  スイミングセンターの受付業務 

③  富士見公園クラブハウスの運営 

④  スポーツ教室（バドミントン、テニス、 

卓球、水泳、インディアカ）の開催 

⑤  初心者水中ウォーキング 

⑥  アクアビクス 

などを実施しました。 

指定管理者の取り組み 

羽村市体育協会は、平成１６年４月１日からＮＰ

Ｏ法人としての事業を開始し、７年が経過しました。 
これまでのスポーツ振興事業に加え、「社会的地

位の確立」と「財政基盤の確立」という 2 つの大き

な目標の実現に向けて、平成２２年度も、指定管理

者として、羽村市弓道場、羽村市スイミングセンタ

ーの管理運営を行いました。 
今後も、利用される方に満足いただける施設管理

に努めていきたいと考えています。 
 

役員研修会を開催しました 

平成２２年度の役員研修会を１月１６日（日）コ

ミュニティセンターにおいて、教育委員会主催の『ス

ポーツリーダ養成講習会』とタイアップして実施し

ました。内容は下記の講演聴講です。 
 

『地域におけるスポーツ指導について』 

＜東海大学教授 川向妙子氏＞ 
 

『羽村市のスポーツ振興とスポーツリーダ 

への期待』 
 

 

 

 

 

 

＜羽村市教育委員会 堀松 英紀氏＞ 

 

本研修で得た情報や知識を今後の体協事業に有用

に活用して行ければ、と考えております。 

 
などに協力しました。 

 
 

 



 ４

  

  
 

本年度の体協主催、主管の主たる事業予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜詳しくは NPO 法人羽村市体育協会ホームページ 

から『スポーツカレンダー』をご覧下さい＞ 

 

平成２３年度ジュニア育成 

地域推進事業 
 
東京都・㈶東京都体育協会、（特非）羽村市体育協

会の主催で、下記の（特非）羽村市体育協会加盟の

各団体が主管となり、平成２３年度も積極的にジュ

ニア育成地域推進事業を展開する。 

主管団体名 事 業 名 

陸上競技クラブ はむら桜づつみジュニア駅伝大会 
ソフトテニス 

連盟 
西多摩近郊中学生ソフトテニス技術研修会 

サッカー協会 国体選手を目指すジュニアサッカー選手の育成 

バレーボール 

連盟  

国体選手を目指すジュニア育成バレーボール教室 

たまがわ流域中学校バレーボール大会 

スキー連盟 
羽村市近郊ジュニアスキー教室＆記録会 

羽村市近郊ジュニアアルペンスキー教室 

バドミントン 

連盟 

国体選手を目指すジュニアバドミントン

選手の育成中学生強化練習・研修会

体協事務局 
ジュニア育成地域推進事業に 

おける指導者の役割 

 

 

平成２３年度ＮＰＯ法人羽村市体育協会スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加盟団体一覧（平成２３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２３年度通常総会を開催 都民体育大会で第３位入賞 
５月２１日(土)午後４時から通常総会を開催し

ました。 ソフトボール男子『羽村選抜チーム』 

本年５月に行われた大会において見事活躍。 

 

昨年に引き続いての連覇は逃しましたが堂々

の成績をおさめました。 

 ○準決勝 

羽村市４－５大田区 

（決勝は大田区２－１板橋区で大田区が優勝） 

 

 

 

 
通常総会で報告し認定、審議決定した内容は、

ホームページ 
 

 
http://www.hamura-taikyo.npo-jp.net/ 

 
をご参照下さい。 

 
役員の体制は次の通りで、平成２２年度と同

様の体制で活動してまいります。 
 

 

 ５

名誉会長 井上篤太郎 

会  長 小山茂樹 

副 会 長 田村義明 本田文栄 

専務理事 岸浪一正 

常務理事 田村義明 兼任 

総務部長 本田文栄 兼任 

事業部長 田村志津子 

指導・広報部長 市山雄三 

理事は加盟団体の２２団体から１名づつ選任

されています。よろしくお願いいたします。 

 

上部団体大会で活躍 

● 都民体育大会 

○ 『ソフトボール男子 第３位』 

○ 『銃剣道の部 第４位』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（写真提供：東京都ソフトボール協会）

東京都体育協会から功労表彰 

本年度は当体育協会から以下の方および 1 団

体が受賞されました。 

お喜びするとともに長年にわたるご活躍にあ

らためて感謝申し上げます。 
 

□生涯スポーツ功労者 

■本田文栄氏 

（羽村市バレーボール連盟） 

長年にわたり、バレーボール

連盟役員や審判としてバレーボ

ール競技の普及、発展に尽力さ

れるとともに当体育協会の本部

役員としての功績が認められま

した。 

□生涯スポーツ優良団体 

■羽村市剣道玉心会 

大正 1１年の結成以来、剣道

競技の人材・選手育成に尽力さ

れるとともにスポーツを通じて

地域社会へ多大な貢献をされた

功績が認められました。 

（写真は下田宗雄会長） 

 

開会式参加の役員一同 

東京都体育館前：５／８（日） 



㈱島田組、島谷製作所、㈱ジェイテクト、㈱ジャパ

ンビバレッジ、㈱ジュウユウ、樹樹、スイングダン

ス羽村、（学校法人）菅生学園、スナックニュー晴

世、すぎなテニス倶楽部、㈱セイショウ、崇禅寺、

太陽消毒㈱、㈲宅建企画、㈱玉川苑、㈱田村工務店、

チャーム美容室、㈲ちんか、ディーバ、手打蕎麦一

作、㈱電子制御国際、東海大学菅生高等学校、東京

アメニクス㈱、東京コカ・コーラボトリング㈱、東

京プラスチック㈱、㈲ときわ堂、㈱土佐電業社、㈲

鳥市商店、鳥正 小作支店、中根建設㈱、中根美容

室、野崎歯科クリニック、㈲ハクユウスポーツ、橋

本園、羽加美不動産㈱、羽村１ＳＴＤＳ、羽村 DCB、

羽村グリーンゴルフ、㈱羽村工業、羽村ゴルフセン

ター、羽村市金融団、羽村歯科医院、羽村設備㈱、

羽村乳業㈲、羽村ＦＤＣサークル、㈱日立国際電気、

日野自動車㈱羽村工場、ひのき茶屋、平井モーター

ス、ファッションハウスシバタ、㈲吹よせ、㈱福島

屋、㈲武陽交通、(有)プランムサシノ、㈱ホンダカ

ーズ  東京中央羽村店、桝屋商店、松崎滋保険事務

所、松原内科医院、松菱金属工業㈱、丸順商事㈲、

㈱マルフジ羽村店、みきダンス２１、みきダンス研

修会、南商店、㈱村尾重機、森田木材工業㈱、柳田

医院、やよい寿司、横田クリニック、ルネサス甲府

セミコンダクタ㈱、ＭＪウルトラＢＢＣ 

＊＊＊ 賛助会員の紹介 ＊＊＊ 

体育協会賛助会員の皆様、ご協力ありがとうござ

いました。 

平成２２年度は、個人９０人、１１０法人の皆様

から賛助を頂きました。 

賛助会費は１、０９２、０００円となりました。 

心から感謝申し上げます。 

 
１．個人会員（あいうえお順） 
 
青島一也、秋山幹男、朝田慎吾、浅見貞、池田孝信、

石田健一、石田正弘、市川晃、市川幸一、市川光男、

市山雄三、井上アヤ子、井上克巳、井上篤太郎、遠

藤和俊、大沢泰男、太田國生、大野元雄、長内博、

加瀬哲夫、加藤和子、加納正彦、河内準治、神田稔、

岸浪一正、北村健、木下維久子、木下栄一、黒崎音

吉、小松美代子、小山敦、小山茂樹、斎藤誠司、齊

藤俊明、桜沢修、佐藤吉雄、澤柳正彦、柴田忠作、

柴田俊男、柴田昌孝、柴田満行、島崎林蔵、島田弘、

清水武、清水正宏、志村長信、下田宗雄、杉村芳廣、

鈴木貴志、鈴木幹夫、角野征大、平辰男、高橋了三、

竹田てるみ、田村成雄、田村志津子、田村正一、田

村義明、田村芳雄、田村ヨツ、對馬三四年、鶴岡進、

中根久衛、中野保、中野恒雄、中野祐司、中村たみ

子、永岡正美、並木泰、雙木幸光、西野礼子、野崎

功市、羽野義明、羽村達郎、原田眞希佳、樋口信三

郎、藤田力、本田文栄、堀松英紀、間江恵子、増田

勲徳、松橋薫、松原茂充、宮下ミネ子、宮林眞人、

森田佳和、矢ケ崎金造、八鍬町子、山本俊明、吉江

友秋 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

平成２２年度の事業も無事全て終了。 
 

これも、体協からの便りを毎号読んで下さる皆様

のご協力のおかげ、と感謝申し上げます。 
２．法人会員（あいうえお順） 
 

㈲青羽商店、㈲秋山商店、アサヒ印刷㈱、あすか製

薬㈱、㈲アメニティプラン、㈱イーグル、㈲石川新

聞サービスセンター、㈱石善、居酒屋 こうすけ、

居酒屋 鳥の子、居酒屋 なぎさ、稲垣整形外科、

㈱上野組、魚八水産㈱、青梅産業㈱、(有)大広製作

所、大野空調㈱、大野獣医科医院、㈱おおみや、小

作接骨院、㈱小作造園、㈱オザム、開成住設㈱、カ

シオ計算機㈱、㈲加藤製作所、関東バスケットボー

ル連盟、木下動物病院、㈲共栄モータース、魚観荘、

クサジマ電器㈱、工和会、㈱五光社、㈲ことぶきや

衣裳店、坂上建設、酒処 男と女の絆、佐々木石材

店、サンコー機材㈱、㈱三双運輸、三和電気計器㈱、 

羽村市の生涯学習関連６団体による共同発行紙

『ひろば』は終刊し、“体協だより”が復活。 

今後も年４回発行し、皆様へのタイムリーな情報

発信に取り組んでまいります。 

ＮＰＯ法人羽村市体育協会へのご支援、御協力を

今後ともよろしくお願いいたします。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

    体協だより 第１３号 
発 行：特定非営利活動法人 羽村市体育協会
    羽村市羽加美１－２９－５ 

http://www.hamura-taikyo.npo-jp.net/ 
        電話 ０４２－５５５－１６９８ 
発行日：平成２３年６月１日 
編 集：体育協会 指導・広報部 

 
 
 
 
 
 

 ６


