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ありましたが、市のスポーツ振興計画及び施
設整備計画に基づき、規模・機能・安全面な
どについて市民や体育協会の意見も充分受け
入れていただき、各種競技団体の活用は勿論、
一般市民の健康・体力づくり等に活用できる
施設、スポーツ文化の創造、一方では災害時



特定非営利活動法人安曇野市体育協会 
会長 赤 羽 高 明

こ の一年 を振 り返 る…
昨年四月二十日、安曇野市体育協会はＮ
ＰＯ法人としての新たなスタートを切りまし
た。前任の下里安生氏からバトンを引き継ぎ
会長に就任した赤羽高明です。よろしくお願
いいたします。この一年を振り返ってみますと、
旧体育協会当時から六月十一日に実施するこ
とが決まっていた創立十周年記念事業を行う
にあたり、新旧役員で実行委員会を立ち上げ、
具体的に準備を進めてまいりました。当日は、
講師に元マラソン選手でオリンピックメダリ
ストの有森裕子氏をお招きし、
「喜びを力に」
と題した記念講演会と創立以来お世話いただ
いた市の関係者をはじめ、ご支援いただいて
いる賛助会員の皆様方をお招きし記念祝賀会
を盛大に実施いたしました。
記念事業が終わるや否や、六月の下旬には
新総合体育館の建設問題が浮上してきました。
元々新総合体育館の建設は、安曇野地域合併
協議会の合意事項であり、安曇野市公式スポ
ーツ施設整備計画では最優先事業とされてい
たのですが、その計画案の建設面積や予算規
模から、建設に反対する意見や規模縮小を求
める声が大きくなり、市民を巻き込んだ事態
に発展してきました。体育協会としての対応
は市が各地域で行った市民説明会にできるだ
け多くの方に参加していただき、正しい理解
をしていただくこと。また財政面での心配は

※写真 式典に参加された皆さん

の避難や生活物資供給施設等の機能を備えた
多目的に利用できる施設、一流選手のプレー
を観て子ども達に夢や希望が育まれるスポー
ツ施設の建設を求め、十一月に市議会議長と
市長に陳情書を提出しました。年が明けた一
月には署名活動を行い、六、
八九二人の署名を
いただくことができました。ご理解・ご協力
いただいた皆様にはこの場をお借りし、心よ
り感謝申し上げます。
体育協会の事業は主に市からの補助金を財
源として運営しており、平成二十八年度は体
育協会が主催するスポーツ教室をはじめ、加
入団体が主催する健康体力づくり事業やスポ
ーツ普及事業、育成・強化事業、競技力向上
促進事業への活動助成などの支援を柱に例年
通り実施してきましたが、法人化を節目に今
後、財政が見直しされる中で補助金に頼らず、
事業の受託、更には体育協会自らが企画運営
する新たな事業の創出を模索し、実現化に向
けた取り組み、事業の拡大を図ることが必要
です。昨年、賛助会員募集のお願いに二十社
ほどの企業を訪問させていただきましたが、
体育協会の認知度をもっと高める必要性を感
じました。現在、生涯スポーツ担当、競技力
向上担当など六つの分野を十一人の役員がそ
れぞれを担当し、少しずつ動き出しています。
体育協会はスポーツを通じて健全な精神と高
揚を図り、健康で明るい社会づくりに寄与す
ることを目的とし、その目的を果たすために
は組織の充実や事業運営のための財源確保は
重要な課題です。スポーツを通じて市民の皆
様のご要望に応えられるよう役員並びに職員
一同頑張って参りますので、今後ともよろし
くご支援いただきますようお願い申し上げます。
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参加料

講師・助手

申込受付期間

1,000円

飯島 重男

4月6日～4月11日

1,000円

飯島 重男

8月22日～8月29日

申込方法

担当者名

安曇野市体育協会･担当者へ 飯島重男
電話申込
090-8329-1048
安曇野市体育協会･担当者へ 飯島重男
電話申込
090-8329-1048

持ち物

備 考

運動靴
運動靴

4月15日～4月28日

安曇野市体育協会･担当者へ 小林通江
電話申込
☎72-2006

健康寿命を延ばす為
に武術太極拳を始め
運動のできる服装 ･ 上履
てみませんか。心身
き･水分・タオル
共に健康作りに役立
ちます。

1回200円 柿本聡他4～7名

随時

担当者携帯へ
（メール又は電話）

柔道着又は運動ができる服装

1回200円
1回200円
200円
200円
200円

随時
随時
7月1日～9月31日
6月1日～6月30日
2月1日～2月28日

担当者携帯へ
（メール又は電話） 柿本 聡
090-4158-7187
担当者携帯へ
（メール又は電話）
kakimoto2010judo@
担当者携帯へ
（メール又は電話） ae.auone-net.jp
担当者携帯へ
（メール又は電話）
担当者携帯へ
（メール又は電話）

当日会場

当日会場

宮澤圭三 090-9664-7990
下里朝水
☎73-3048
090-1537-7152

柔道着又は運動ができる服装
柔道着又は運動ができる服装 広報には載せない
運動のできる服装
運動のできる服装
運動のできる服装
ラケット ( 貸出多少有 ) 運 技術レベルに応じて
動のできる服装
講習を行います。
初心者コースなので、
長袖、長ズボンのジャー
体力に自信のない方
ジ着用
でも参加できます。

2,000円

小林まさ子

柿本聡他4～7名
柿本聡他4～7名
消防署員他
安曇野警察署員他
安曇野警察署員他
安曇野卓球連盟強化
委員・指導者

無料
3,850円

井上勝美5段・
下里朝水七段

6月12日～23日

電話か6/23(19:30～)
開催場所にて

1,000円

鷲澤

5月2日～5月30日

権現宮マレットゴルフ場へ申
佐藤喜四郎
込
☎82-4085
82-0097

筆記用具

無料

日本マレットゴルフ協 各開催日の
会 A級指導有資格者 1週間前まで

安 曇 野 市 体 育 協会 ･ 豊 科マ
赤羽且行 ☎72-1594
レットゴルフ協会事務局

筆記用具･スティック･ボー 広 報 へ は1回・２回
ル・運動のできる服装
を掲載

三郷マレットゴルフ協
4月6日～10月13日
会 A級指導員
安曇野テニス協会員
･ 長野県テニス協会ラ 10月7日～10月31日
ンキング者
安曇野テニス協会員
･ 長野県テニス協会ラ 12月16日～1月16日
ンキング者

電話77-9638黒沢マレットゴ
田山義博 ☎77-6071
ルフ場(午前8時30分～12時)

マレットゴルフ用具
(貸与あり)

安曇野テニス協会ホームペー 一色裕史
ジ掲示板にて（先着順）
080-1266-0976

運動着･テニスシューズ･
テニス保険加入
硬式用テニスラケット

安曇野テニス協会ホームペー 一色裕史
ジ掲示板にて（先着順）
080-1266-0976

運動着･テニスシューズ･
テニス保険加入
硬式用テニスラケット

100円
6,500円

6,500円

300円

守

三郷バドミントン連盟員

8月1日～9月1日

日本グラウンド･ゴル
4月1日～20日
フ協会認定指導員
公社）日本フォークダ
1回200円 ンス連盟公認指導者； 当日会場
清水均・清水晴子
100円

当日会場にて

中村 剛
090-8728-9069

ラケット･上履き･タオル・
飲み物・昼食

電話･直接申込

甕 利秋 ☎72-1946

筆記用具
( 鉛筆 or 黒ボールペン )

当日会場

清水晴子 ☎82-2091

途中からの参加でも
運動のできる服装・室内
楽しく講習を受ける
用シューズ
ことができます。

用具は協会にて貸与

■ 29年度 第８回市民スポーツ祭種目別競技会開催計画
番号

競技会名

1

ソフトバレーボール競技会

実施団体名

期 日

安曇野市ソフトバレーボール連盟 6月25日（日）

時 間

場 所

総合開会式終了後
堀金総合体育館
(9:00～16:30）

2

マレットゴルフ大会

安曇野市マレットゴルフ協会

7月1日（土）

8:00～14:00

豊科水辺公園マレットゴルフ場

3

硬式テニス競技会

安曇野テニス協会

7月17日（祝・月）

8:00～18:00

豊科南部公園テニスコート

4

卓球競技会

安曇野卓球連盟

8月27日（日）

8:00～18:00

堀金総合体育館

5

ソフトボール競技会

ソフトボール委員会

8月27日（日）
予備日9月3日（日）

7:30～16:00

有明運動場

6

空手道競技会

安曇野空手道連盟

9月3日（日）

8:00～15:00

堀金総合体育館

7

バスケットボール競技会

安曇野バスケットボール協会

9月9日（土）9月10日（日）

7:30～18:30

穂高東中体育館・講堂

8

ゲートボール競技会

安曇野市ゲートボール連盟

9月21日（木）

8:30～15:00

三郷文化公園グランド
雨天 常念ドーム

9

ゴルフ大会

ゴルフ実行委員会

10月5日（木）

7:30～18:00

あづみ野カントリークラブ

10

バドミントン競技会

安曇野市バドミントン協会

10月8日（日）

7:30～17:00

三郷文化公園体育館・三郷体育館

11

弓道競技会

安曇野市体育協会弓道部

10月9日（祝・月）

9:00～16:00

豊科弓道場

安曇野市体育協会軟式野球部

10月15日（日）
予備日10月29日（日）

8:00～17:00

堀金総合グランド、県民豊科
運動広場

12

軟式野球競技会

13

柔道競技会

安曇野市柔道協会

11月12日（日）

8:00～15:00

豊科武道館

14

ワンバウンドふらば～る
バレーボール大会

ワンバウンドふらば～る
バレーボール実行委員会

11月19日（日）

7:30～17:30

豊科勤労者スポーツ施設体育館

11月26日（日）

15

剣道競技会

安曇野市剣道連盟

8:00～18:00

三郷文化公園体育館

16

9人制女子バレーボール競技会

安曇野市ママさんバレーボール連盟 12月3日（日）

7:30～17:00

堀金総合体育館・堀金小体育館

17

フットサル競技会

安曇野市サッカー協会

8:00～17:00

常念ドーム・堀金中体育館

12月3日（日）
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■ 29年度 NPO 法人 安曇野市体育協会主催スポーツ教室一覧
番号

実施団体名

1

教室名

開催期間

開催曜日 回数

3

安曇野太極拳同好会

5
6
7
8
9

安曇野市柔道協会

募集対象

定員

4月12日～5月17日

水

5

養生法気功八段錦･太極拳講習会(秋)

8月30日～9月27日

水

5

初心者向け太極拳教室

5月10日～6月21日

水

7

13:00～14:00

豊科武道館剣道場

一般初心者 20人

水

16

19:00～21:00

豊科武道館柔道場

幼年～一般 50人

水
水
月
土
土

18
16
1
1
1

19:00～21:00
19:00～21:00
9:00～13:00
19:00～21:00
19:00～21:00

豊科武道館柔道場
豊科武道館柔道場
豊科武道館柔道場
穂高西中学校柔剣道場
穂高西中学校柔剣道場
豊科勤労者スポーツ
施設体育館

幼年～一般
幼年～一般
市民
市民
市民

50人
50人
50人
50人
50人

一般

40人

豊科武道館柔道場

一般

10人

柔道スポーツ教室 中期
柔道スポーツ教室 後期
普通救命講習会
護身術夏講習会
護身術春講習会

4月5日 ～7月26日
6/14除く
8月2日～11月29日
12月6日～3月28日
10月9日
7月29日
3月17日

柔道スポーツ教室 前期

4

会場

無極館道場
9:30～11:30
一般初心者 10人
（穂高柏原塚原）
穂高総合体育館柔
13:30～15:30
一般初心者 10人
剣道場

養生法気功八段錦･太極拳講習会(春)
日本健康太極拳同好会

2

時間

10

安曇野卓球連盟

安曇野卓球講習会

7月9日

日

1

8:30～13:30

11

安曇野市体育協会合気道部

合気道初心者教室

6月30日～7月28日

金

5

19:30～20:45

12

安曇野市マレットゴルフ協会
穂高マレットゴルフ協会

マレットゴルフ初心者講習会

6月1日･6日・8日

木・火

3

13:00～15:00

13

安曇野市マレットゴルフ協会
豊科マレットゴルフ協会

マレットゴルフ初心者講習会

4月24日･7月10日
9月4日

月

3

8:30～12:00

14

安曇野市マレットゴルフ協会
三郷マレットゴルフ協会

マレットゴルフ 初心者教室

4月13日～10月12日

第2木

7

9:00～11:30

安曇野テニス火曜日
ナイタースクール（初中級）

10月31日～1月9日
1/2除く

火

10

19:00～21:30

常念ドーム

初中級者

12人

安曇野テニス火曜日
ナイタースクール（中上級）

1月16日～3月27日
2/13除く

火

10

19:00～21:30

常念ドーム

中上級者

12人

15

6月1日穂高会館会議
室
市民
6月6・8日 権 現 宮 マ
レットゴルフ場
豊科水辺公園
マレットゴルフ場
成人市民
ノース・18
三郷黒沢マレット
近隣住民
ゴルフ場

20人

各回
15人
15人

安曇野テニス協会
16

市内小・中・
高校生・
60人
一般初心者
18才以上
15人
の市民

17

安曇野市バドミントン協会
三郷バドミントン連盟

第35回バドミントン初心者教室

9月3日

日

1

9:00～15:00

三郷文化公園体育館

18

安曇野市
グラウンド･ゴルフ協会

グラウンド･ゴルフ初心者講習会

4月22日

土

1

9:00～12:00

県民豊科運動広場

19

安曇野市
フォークダンス協会

5月19日～6月16日

金

5

19:00～21:00

穂高東中学校講堂
6/9のみ穂高西小学 一般市民
校講堂

頭と身体の体操
「初心者フォークダンス教室」

安曇野市

生涯スポーツとは、健康の維持、

増進及び人生の楽しみ、喜びを
スポーツを通じて得ることが目
標だと考えます。大変大きなテ
ーマですが、安曇野市生涯スポ
ーツ推進担当と連携して情報を
いただき共有したいと思います。
そして、スポーツ教室から発展
してサークル活動を継続しても
らい、安曇野市体育協会の生涯
スポーツサークル連合に加盟し
てもらうことの一助になればと
考えています。

競技力向上を考える

新体育協会法人化一年の歩み

利夫

スポ ーツを楽しむ

生
 涯スポーツ担当 赤羽

私は、平成二十八年四月二十
日に法人化の認可がおりた安曇
野市体育協会で、生涯スポーツ
担当理事に就任いたしました。
この一年は具体的にどのような
活動ができるのか模索していた
一年であり、何もできないで過
ぎてしまった感があります。そ
の中で、生涯学習課スポーツ推
進担当が開催したスポーツ教室
の開会式に参加させていただき
ました。この教室に参加された
方々の生き生きした表情を拝見
したとき、スポーツを楽しみな
がら豊かな人生を送っておられ
るなと感じました。
 競技力向上担当 鈴木 尚登
平成十七年十一月一日に安曇
野市が誕生、翌年四月に発足し
た安曇野市体育協会も昨年の四
月、ＮＰＯ法人となり新体制で
スタートを切りました。そんな中、
競技力向上担当の役をいただき
一年が過ぎました。幾つかある
役職の中に「競技力の向上を図
る、体協主催の講習会、研修会
の企画」があります。これに関
しては、ルールの違う競技を一
括しての講習会等の開催は大変
難しい事だと考えます。基礎的
な筋力トレーニングの方法とか
（競技により鍛える筋肉も違う）
ストレッチのやり方、あるいは
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20人

メンタル面の講習会であれば競技団体の
枠を越えて開催が可能だと思いますが、
やはり競技力に関することは各団体が個々
で計画実行し、体協が側面から協力、支
援する形にならざるを得ないと考えます。
競技により競技人口の多少は有ります
が、それぞれの団体が一人でも多くの会
員を募って大きく纏まり、一流選手や指
導者を招いて講習会等が出来るように力
をつけていく必要があるだろうと思います。
上部団体との関係を深め、県や全国で行
われる講習会や研修会に参加し、競技力
や指導力の向上を図っていくことも大切
だと思います。
今年は総合体育館の建設が一歩前進を
しました。最初の計画よりも床面積が縮
小されたことは残念ですが、
「競技者の育
成、競技力の向上」の観点から一流選手
の試合等観戦する機会が増えることは喜
ばしい事です。安曇野インター、梓川ス
マートインターからも近いという立地から、
大きな大会の誘致も期待されますので、
立派な体育館ができる事を切に希望します。

上に市民との交流を主体的に進め、地域
コミュニティの醸成に一役買っていかな
くてはならないと思います。スポーツの「楽
しさ」や「喜び」こそがスポーツ価値の
中心です。人生を楽しく健康で生き生き
としたものにするため、市民スポーツ祭
も一つの重要な機会としたいものです。
今 年も第八回市民スポーツ祭が六月
二十五日の総合開会式を皮切りに始まり
ます。より多くの市民の皆様にご参加い
ただきスポーツを楽しんでいただきたい
と思っています。

スポーツ文化を育むために

総務担当 藤森 康友

安曇野市合併十周年の節目となる平成
二十八年四月から、特定非営利活動法人
（ＮＰＯ）安曇野市体育協会として新たに
スタートしております。市民によるスポ
ーツの振興、生涯スポーツとして健康体
力づくりの推進、競技力の向上及びスポ
ーツ文化の創造など、スポーツを通じて
あらゆる世代間交流を実現し、スポーツ
に関わる人それぞれに健全な精神・身体
の育成と高揚を図り、健康で明るい社会
づくり、絆づくりに期待するところです。
市体協を囲むスポーツに関わる環境は
今、ＮＰＯ設立への労力を癒す暇もなく、
次なる課題や取り組みが目白押しです。
勿論今までの流れも受け継がれつつ、必
要な変化を作り出す機会であるのです。
スポーツ文化を育み、更なるクオリテ
ィを向上させてゆく。このことは決っし
て競技レベルの向上とか、個人や団体競
技者が世界レベルに近づくなどという一

面的なことではないと思います。スポー
ツとは、それを「する」だけでなく「観る」
視点、
「支える、関わる」視点、
「学ぶ、
教える、繋ぐ」視点等など、関わる人々
の精神性や身体能力の向上、関わる人々
による交流や地域文化の醸成へと実感で
きることや誇りに思うことが大事ではな
いかと思います。
今、安曇野市は新総合体育館を始めと
するスポーツ施設の整備が必要に求めら
れています。これを単に箱物施設等と位
置づけるのではなく、プロの仕事師が大
切な道具にこだわるのと同じように、す
るも観るも関わるにしても、スポーツを
愛する、必要と思う方々は施設やそのク
オリティにこだわるのが本来なのです。
無いものねだりと我慢している実態から、
一隅の機会を活かして、充実した施設整
備を期待するところです。始動した今、
市体協の今後の在り方が問われていると
感じております。

※委託、広報、スポ少担当は次号に掲載

御理解・御協力ありがとうございます。

（順不同）

◦あづみ農業協同組合
◦安曇観光タクシー株式会社
◦穂高カントリー株式会社
◦あづみ野カントリー株式会社
◦豊科
 総合開発株式会社
豊科カントリー倶楽部
◦株式会社長野銀行豊科支店
◦株式会社八十二銀行豊科支店
◦あづみ野テレビ株式会社
◦南安タクシー有限会社
◦ フジプロ・エネケーション株式会社
◦株式会社オオハタスポーツ
◦株式会社市民タイムス安曇野支社
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スポーツでつながる地域
市民スポーツ祭担当 臼井 良臣

スポーツを通じて多くの世代間交流が
地域に生まれ、地域のコミュニティが「つ
ながり、広がり、結ばれる」事を願って
第七回市民スポーツ祭は、六月二十六日
の総合開会式に始まり十七種目の競技が
十二月四日までの期間に行われました。
それぞれの競技は体育協会の運動種目別
団体が運営、参加者はインフルエンザの
影響もあり前年度よりやや減少しました
が、約二千四百名の市民が楽しむスポー
ツ祭となりました。しかし、中には開催
に苦慮するケースもありました。競技者
の減少で市外からの参加を認めざるを得
ない団体や人集めに地区の実行委員が苦
労した団体もありました。市民スポーツ
祭を盛り上げていただいた各競技団体実
行委員の皆さん、役員の皆さんには深く
感謝申し上げます。
様々な課題が生まれていますが、体育
協会加盟の運動種目別団体が、今まで以

賛助会員

