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通常総会・表彰式開催

特定非営利活動法人安曇野市体育協会

平成二十九年度
安 曇 野 市 体 育 協 会 が 法 人 化 し て 第 一期 目
の通常総会が六月十二日（月）午後七時より、
あづみ農協烏川支所二階ホールにて開催され
ました。平成二十八年度事業報告・決算報告、
平成二十九年度事業計画・予算計画をはじめ
定款の一部改正等、無事に終了することがで
きました。
また、総会に先立ち平成二十八年度中に大
きな大会で活躍された優秀選手の表彰式がお
こなわれました。
受賞者の皆さんを紹介します。
【栄光賞】
○武藤美羽（安曇野空手道連盟）第十七回長野
県ジュニア空手道選手権大会、形・組手中二
女子の部 優勝
○大野翔聖（安曇野空手道連盟）第十七回長野
県ジュニア空手道選手権大会、組手中二男子
の部優勝
【奨励賞】
○小林泰智（穂高西中）全国中学校総合体育
大会、スキーアルペン種目ジャイアントスラ
ローム
○上条康太（堀金中）全国中学校総合体育大会、
陸上三千メートル
○三和瑠夏（堀金中）全国中学校総合体育大会、
陸上二百メートル
○北沢栞（三郷中）第四十三回全日本中学校
陸上競技選手権大会、百メートル・四百メー
トルリレー
○小林大和（明科高）全国高等学校総合体育
大会、バドミントン男子個人対抗シングルス

○藤原一斗（穂高商高）全国高等学校総合体
育大会陸上円盤投げ
○吉森大和（南安曇農高）全国高等学校総合
体育大会、スピードスケート
○中村吉伸（松本工業高）全国高等学校総合
体育大会・第七十一回国民体育大会、自転
車競技ケイリン・スプリント
○森田直生（大町岳陽高）全国高等学校総合
体育大会、体操個人・団体総合
○岡村和美（大町岳陽高）全国高等学校総合
体育大会、体操個人・団体総合
○末継悠河（松商学園高）全国高等学校総合
体育大会、ウエイトリフティング
○青木安里磨（松商学園高）第七十一回国民
体育大会、サッカー
○大月海世（東海大学付属諏訪高）第六十九
回 全 国 高 等 学 校 陸 上 競 技 選 手 権 大 会・
第七十一回国民体育大会、陸上競技共に八百
メートル
○伏見怜奈（三郷中）第四十三回中学校陸上
競技選手権大会、四百メートルリレー
○柳澤結月（三郷中）第四十三回中学校陸上
競技選手権大会、四百メートルリレー
○丸山来美（三郷中）第四十三回中学校陸上
競技選手権大会、四百メートルリレー
○伊藤朱里（三郷中）第四十三回中学校陸上
競技選手権大会、四百メートルリレー
○上條翔子（三郷中）第四十三回中学校陸上
競技選手権大会、四百メートルリレー
○加納優笑（三郷中）第四十三回中学校陸上
競技選手権大会、四百メートルリレー
○松澤美奈（東海大学付属諏訪高）全国高校

総合体育大会、バスケットボール
○竹内優華（東海大学付属諏訪高）全国高校
総合体育大会、バスケットボール
○竹内愛海（東海大学付属諏訪高）全国高校
総合体育大会、バスケットボール
○小西柚貴子（松本県ケ丘高）全国高校総合
体育大会 山岳女子
○山田広大（創造学園高）第六十九回全国高
等学校選手権大会、男子バレーボール
○小澤拓真（創造学園高）第九十五回全国高
等学校サッカー選手権大会、男子サッカー
○赤羽薫（上田西高）全国高校総合体育大会、
レスリング

（順不同）
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八月十九日（土）
、市内の料亭において、
安曇野市体育協会、初代渡辺会長の後
任として平成二十八年三月までの四期
八年、二代目安曇野市体育協会会長と
してご尽力いただいた下里安生前会長

下里前会長に
感謝状を贈る

曇野市体育協会としてスタートを切っ
て一年半が過ぎました。雄大な北アル
プス、郷土の山々を朝な夕なに眺めて
いると、時の過ぎる速さがとても不安
になります。法人となった当協会にお
いて、自分に真の働きが出来ていない
証だと反省しきりです。
安曇野市の新総合体育館建設の可否
に始まり、その具体に翻弄され、個人
的にも不安を隠せない日々、そんな中、
スポーツ好きの高齢者や子ども達を始
めとした、多くの市民に親しまれる新
総合体育館、各スポーツ団体が日々の
練習や大会開催に使い易い新総合体育
館の一日も早い完成に向け、一人の競
技者、指導者、柔道家として関係者に
理解を求めていきたいと思います。
終わりに、会員の皆様、市民の皆様
を中心に本協会の事業の様子など、折
りに触れ見やすく親しまれる広報紙を
作っていきたいと考えています。お気
づきの点や情報をお寄せ下さい。

担 当 理 事の声

内川慶一郎

体協法人化一年
この一年半の活動
委託事業担当

柿本 豊

昨年四月の法人化に伴い委託事業担
当として一年半が過ぎました。当面の
主な役割として、安曇野市から委託を
受けている豊科勤労者総合スポーツ施
設利用窓口業務における諸々の課題解
決に向け、毎月一回の施設管理業務担
当職員との管理人会議に体協事務局長
と共に出席し、現状の把握や課題を共
有し、解決に取り組むことにあります。
管理人会議では施設利用窓口業務に
関わる問題点や、利用者からの苦情の
内容の把握を行い、課題の整理やその
対策を検討してきました。窓口業務に
関わる問題は市の教育委員会に現状を
報告し対策を依頼、また、窓口業務担
当としての問題点や課題は、話し合い
の中で共有化を進め、業務の統一を図
ってまいりました。今後の課題は、安
曇野市が直接行っているスポーツに関
する事業、また、建設が予定されてい
る「新総合体育館」の管理業務を体協
としてどのようにするのか、考えてい
くことにあります。皆さんの建設的な
ご意見をお願いします。

市民と共に歩む
広報担当

安曇野市体育協会からＮＰＯ法人安

（有明）
に感謝状の贈呈式を開催しました。
下里前会長には特に、合併により新
たに発生した様々な課題解決の為にご
尽力をいただいたように思います。同
時に安曇野市体育協会のこれから進む
べき方向をお示しいただきました。お
陰をもちまして二十八年四月には法人
化のための登記が終了し、特定非営利
活動法人安曇野市体育協会として再ス
タートすることが出来ました。
下里前会長、ありがとうございました。
本当にお疲れさまでございました。

下里前会長とともに

第八回 市民スポーツ祭

～総 合 開 会 式 ～

六月二十五日（日）
、堀金総合体育館
メインアリーナを中心に、第八回市民
スポーツ祭総合開会式が盛大に開催さ
れました。式典終了後には早速、種目
別競技会ソフトバレーボールの部の競
技会が行われたり、別の会場では体力
測定やニュースポーツでの交流会など
が行われました。
本年度は、ニュースポーツの体験と
して、最近になって耳にするようにな
った「スラックライン」
（写真）に挑戦、
特に子ども達には人気でした。また、
ドームの中でのグラウンドゴルフには
親子で楽しむ姿が多く見られました。
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後編

10/8 バドミントン
9/3 空手
10/9 弓道

10/5 ゴルフ
8/27 卓球

新総合体育館基本設計

ワークショップ開催される

新総合体育館建設について設計業者

が決定し、十一月五日（日）と同十四
日（火）に基本設計市民ワークショッ
プが開催されました。
①新総合体育館で何をしたい？
②新総合体育館をどう使う？
の二つのテーマに参加者の意見（市民
が利用しやすく質の高い機能、空間の
在り方など）を基本設計に反映させて
いくための作業活動です。今後の進展
を注視しつつ、建設的なご意見、ご提
案などがありましたら行政に働きかけ
ていくことになります。

二〇二七
長野国体に向けて

二〇二七年開催の第八十二回国民体
育大会（本大会及び冬季大会）の長野
県開催が了解（内々定）されました。
今後は、大会開催年の五年前の内定に
向け準備が進められることになります。
行政（松本広域連合三市五村）としては、
松本市を主会場に誘致したい旨、長野
県に要請することになりました。安曇
野市体育協会としてもその方向性で協
力し、行政と意思統一を図っていくこ
とになり、十一月二十四日には行政と
一緒に三体育協会（安曇野市体育協会、
松本市体育協会、塩尻市体育協会）連
盟で長野県に要望書を提出することに
なりました。
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9/28 ゲートボール
9/9・10 バスケットボール
8/27 ソフトボール

平成29年度 第８回市民スポーツ祭種目別競技会から

スポーツ少年団

北信越バレ ーボ ール大会

長野県予選会開催

特定非営利活動法人安曇野市体育

協会へのご理解・ご協力ありがと

うございます。本協会では応援し

ていただける企業様・個人の皆様

に参加をお願いしています。

◦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
◦株式会社ワーク
◦有限会社信州保温
◦有限会社赤羽電気商会

賛助会員の皆様

平成二十九年十一月二十日現在
（順不同）
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北信越バドミントン
交流大会開催

バドダブルス戦での熱戦
安曇野の民話、語り部鑑賞会

八月二十日（日）
、三郷文化公園体育
館において、出場枠一つを目指して十
チームが熱戦を繰り広げました。安曇
野市スポーツ少年団からは二チームが
出場しましたが、残念ながら北信越大
会に進むことは出来ませんでした。

開会式

開会式選手宣誓

八月五・六日の両日、安曇野市におい
てバドミントンの北信越大会が開催さ
れました。各県一チーム（安曇野市開
催地枠で一チーム）計六チーム、選手
四十八名、指導者十六名、他に保護者
の皆さんが安曇野ビレッジに一泊し、
二日間の予定で団体ダブルスリーグ戦
を実施、熱戦が繰り広げられました。
宿舎では、参加の選手、役員、一部
保護者で楽しく夕食、その後の交流会
では安曇野の民話を「あづみのアクタ
ーズアカデミア」の皆さんの語りで鑑
賞しました。

開会式 教育長橋渡先生歓迎の挨拶

