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 令和４年１０月２２日 （２）第２８号 

    

 
 令和４年度ＮＰＯ法人福生市体育協会の総会が５月２１日（土）、福生市中央体育館主競技場で開

催され、令和３年度事業報告および決算報告、令和４年度事業計画書並びに収支予算書などのすべて

の議案が承認され、令和４年度がスタートしました。 

三ツ橋誠一監事 

 

升澤和則議長 

総会は、福生市体育協会横倉成昭事務局長の司会進行により、吉澤英治副会長の開会宣言、村木修会長の挨

拶から始まりました。 

  来賓挨拶は加藤育男福生市長、清水義朋市議会議長、田村利光都議会議員、石田周教育長、撰梅敏夫町会長

協議会副会長の皆様から祝辞を賜りました。 

また、来賓者として福島秀男副市長、町田高司教育部長、野崎昌利スポーツ推進課長の紹介がありました。 

スキー連盟の升澤和則氏が議長に選出され、議長より、社員総数２６名中、出席者１８名、委任状６名の報

告がなされ、本総会が成立しました。 

議事録署名人に、体育協会会長村木修氏、ミニテニス連盟・小川清氏、テニス協会・小林隆夫氏が指名され

ました。 

議長のスムーズな議事進行により議案第１号から第５号まですべての議案が承認されました。 

 

来賓の皆様 

村木修会長挨拶 



 令和４年１０月２２日 第２８号（３） 

    

令和４年度 事業実施の方針 

広く一般市民を対象として体育スポーツの振興、健康、体力づくり、競技力の向上、スポーツ文化に関する

事業を行い、健全なスポーツ精神の涵養を図り、市民の明るい健康的な社会の構築に寄与することを基本にし、

このコロナ禍の中、十分な感染予防対策を図りながら次の事業を行う。 

 

（１）福生市民総合体育大会の充実と円滑な運営を図る。また都民体育大会、都民生涯スポーツ大会、都民                           

スポレクふれあい大会、東京都市町村総合体育大会等に選手、役員の派遣を行うほか、今年度の西多摩

地域広域行政圏体育大会は、福生市と日の出町が幹事市として協力し実施する。  

また、広く一般市民を対象としたジュニア育成地域推進事業、シニアスポーツ振興事業、市民新春駅伝

大会やスポーツフェスティバル等を実施する。 

（２）加盟団体間の連携を密にし、相互の発展と活性化に努める。 

（３）東京都体育協会、東京都市町村体育協会連合会、西多摩地域体育協会連絡協議会などの会議及び行事へ       

   参加するとともに積極的な連携協力に努める。 

（４）福生市中央体育館の運営事業を福生市体育協会が受託して、福生市と連携しながら市民スポーツの普及

とともに市民の健康増進に寄与するように努める。 

（５）市内の体育施設を活用し、就学前児童及び小学生を対象に様々なスポーツを体験させ基礎運動能力の育

成及びスポーツ好きの子どもを育成するジュニアスポーツ体験・育成事業を行う。 

（６）現役世代及び高齢者を対象とする糖尿病・メタボリックシンドローム等の予防を目的とした生活習慣病

予防対策事業を行う。 

（７）福生市が実施している介護予防教室を受けた高齢者を対象に、より細かな指導とフォローにより筋力、バ

ランス能力の向上を図ることを目的とした事業を行う。   

（８）スポーツを「する」「みる」「ささえる」スポーツ参画人口の拡大に努めるとともに各加盟団体のスポー

ツ振興に寄与するように努める。 

（９）地域ぐるみで介護予防に取り組めるきっかけとして、町会・自治会や老人会等の集まりの場に運動指導

員を派遣し、みんなで体を動かす場を提供する事業を行う。 

（10）福生市体育協会発展及びスポーツの普及振興に寄与した者に対し表彰を行う。 

（11）福生市体育協会の会報を発行し、また、ホームページを活用し、より多くの市民に対し迅速な情報提供

を行う。 

（12）指導者登録制度の導入と派遣事業を行う。                    

（13）その他事業として、スポーツ関連用品等の販売を行う。 

 

    

令和４年度通常総会において、福生市体育協会表彰規定により、永年に亘り体育協会の活動に

貢献され、退任された役員の方へ表彰を行いました。 

 

◆特別功労賞（敬称略） 

    野中 直人 （前理事）  

 

福生市体育協会表彰 
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東京都知事  
小池百合子氏 

東京都体育協会会長  
山本博氏 

 

 

     

 第７５回都民体育大会・第２３回東京都障害者スポーツ大会合同開会式が令和４年５月８日（日）、東京
体育館メインアリーナにおいて開催されました。 
 総合司会はフリーアナウンサー笠井信輔さんと司会のフリーアナウンサー坂本梨紗さんが進行し、 第
１部・合同開会式[開会宣言・国歌斉唱・主催者挨拶・来賓紹介・優勝杯返還・選手宣誓]が行われ、第２
部・交歓プログラム[東京２０２０大会メダリスト水谷隼さんと楽しく学ぶ卓球、東京２０２０大会出場の
パラリンピアン高田千明選手・大森盛一さん（コーラー）と学ぶブラインド陸上の世界]が行われました。 

 

 

第 75回 

第 23回 

【陸上競技】６月５日 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 

      一般男子 5,000ｍ   決勝２０位 16分 57秒 97 塚越健太 

【軟式野球】５月７日 都立光が丘公園野球場 

１回戦 福生市 ５－７ 武蔵野市 敗退 

【ソフトボール】５月１５日・２１日・２２日 男子 篠崎公園野球場（初日のみ） 

女子 武蔵村山市総合運動場 

男子１回戦 福生市 ２－２大田区 抽選敗退 

女子１回戦 福生市１９－１墨田区  勝利 ２回戦 福生市 ７－０立川市 勝利 

３回戦 福生市 ４－２大田区  勝利 準決勝  福生市３５－１中央区 勝利 

決勝戦 福生市 ０－７世田谷区 敗退準優勝 

【ソフトテニス】５月７日女子、８日男子 八王子上柚木公園テニスコート 

 女子１回戦 福生市２－１立川市 勝利 ２回戦福生市１－２江東区 敗退 

 男子１回戦 福生市１－４中野区 敗退 

【バスケットボール】男子５月 ７日 武蔵野の森総合スポーツプラザ 

          １回戦 福生市 ８１－７９  北区 勝利 

５月１４日 駒沢オリンピック公園総合運動場 

          ２回戦 福生市 ８６－１０５ 武蔵野市 敗退 ベスト１６ 

【バドミントン】５月１５日男子、５月２２日女子 稲城市総合体育館 

男子１回戦 福生市１－２杉並区 敗退 

女子初 戦 福生市３－０中野区 勝利 ３回戦 福生市０－２台東区 敗退 

【弓 道】 ５月２１日 男子、５月２８日女子  東京武道館 

男子団体戦５人×四矢１回計２０射 結果４中でベスト８ならず 

女子団体戦５人×四矢１回計２０射 結果７中でベスト８ならず 

【テニス】 ５月１５日男子 ２１日女子 都立舎人公園テニスコート 

男子（ダブルス×2・シングルス×1試合）１回戦 福生市２－１八丈町 勝利 

２回戦 福生市０－３府中市 敗退 

 女子（ダブルス×2・シングルス×1 試合）１回戦 福生市０－３日野市 敗退 

【卓 球】 ５月２８日 墨田区総合体育館 

男子 ２回戦 福生市０－３港区 敗退  女子１回戦  福生市０－３調布市 敗退 

【ライフル射撃】５月 1 日 埼玉県長瀞総合射撃場 

 1０ｍＡＲＳ６０ＭＷ  ５５８．２点  第７位 細谷幸生 

東京都体育協会表彰 
 

体育功労賞  万場晋二氏 

体育優良団体 軟式野球連盟 

東京２０２０大会 
メダリスト水谷隼さん 
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ソフトボール男子優勝 

大会旗を第１ブロックへ 

 

バドミントン女子 

弓道 

選手団 

視察団 

 

  

第５４回東京都市町村総合体育大会開会式が、令和４年７月１６日（土）、稲城市中央文化センター「ホール」で

開催されました。 

第１ブロック、稲城市、八王子市、町田市、日野市、多摩市の５市による共催です。 

福生市からは、陸上競技、軟式野球、弓道、バドミントン、卓球、ソフトテニス、ソフトボールの７競技、選手

１２１名が参加しました。 

 東京都市町村体育協会連合会表彰では、田村元彦氏が体育功労賞を受賞されました。 

 
  

 

【陸上競技】７月２４日 東京フットボールセンター八王子富士森競技場 

 男子 ５０歳以上 １００ｍ 予選１組  相羽吉男 １４秒４２ 

    一般５，０００ｍ決勝 １３位 塚越健太 １７分３９秒０９ 

【軟式野球】７月９日 八王子市滝ガ原運動場野球場  

２３日 稲城市中央公園野球場 

     １回戦 福生市  ８－１ 青梅市    勝利 

     ２回戦 福生市 １０－４ 日野市    勝利 

     ※以降雨天のため ベスト８となる 

【弓 道】７月１７日 町田市立総合体育館弓道場 

    予選 ２０射８中で予選８位タイが４チームあり１枠を掛けて 

１本競射実施したが１歩及ばず予選敗退。 

【バドミントン】７月１７日 稲城市中央公園総合体育館 

男子 １回戦  福生市 ３－０ 瑞穂町     勝利 

   ２回戦  福生市 ０－２ 国分寺市    敗退 

女子 １回戦  福生市 ２－１ 日野市     勝利 

   ２回戦  福生市 ２－０ 小平市     勝利 

   準々決勝 福生市 ０－２ 町田市     敗退  

【卓 球】７月２４日 日野市市民の森ふれあいホール 

男子 １回戦 福生市 ２－３ 国立市     敗退 

女子 １回戦 福生市 ０－３ 青梅市     敗退 

【ソフトテニス】７月２４日 男子 八王子市松木公園テニスコート 

              女子 稲城市北緑地公園テニスコート 

  男子 １回戦 福生市 ５－０ 瑞穂町    勝利 

     ２回戦 福生市 ２－３小金井市    敗退 

  女子 １回戦 福生市 １－２ 立川市    敗退 

【ソフトボール】７月１８日男子 １日目 多摩市関戸公園野球場 

          ２３日   ２日目 稲城市多摩川緑地公園ソフトボール場 

             女子 １日目 日野市万願寺中央公園グラウンド 

                ２日目 稲城市多摩川緑地公園ソフトボール場 

男子 １回戦  福生市 ７－５ 日野市   勝利 

   ２回戦  福生市 ８－３ 羽村市   勝利 

   準決勝  福生市 ２－１ 調布市   勝利 

   決 勝  福生市 ９－３ 国立市   勝利 優 勝 

女子 １回戦  福生市１６－０ 小平市   勝利 

   ２回戦  福生市 ７－０ 立川市   勝利 

   準決勝  福生市 １－５ 西東京市  敗退 

 ３位決定戦  福生市 ５－８ 多摩市   敗退 第４位 
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 バレーボール連盟 
 

                     

 

 

 「ジュニア育成地域推進事業」は今年度で１７年目を迎え、この事業は「国民体育大会」のジュニアアス
リートの発掘と、底辺の拡大を目的に実施されています。福生市では現在、少年軟式野球連盟、ソフトボー
ル連盟、空手道連盟、バレーボール連盟、サッカー連盟、剣道連盟、バドミントン連盟、卓球連盟、ソフト
テニス連盟、バスケットボール連盟の１０団体が参加しています。 
 

 
 

空手道連盟 
  

 バレーボール連盟 
 

ソフトボール連盟 
 

バレーボール連盟       
 

少年軟式野球連盟 
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サッカー連盟 

 

バドミントン連盟 
 

ソフトテニス連盟 
 

令和４年６月５日（日）、福生市中央体育館多目的

室にて午後７時から第１回指導者連絡会が行われ、事

業の成果と今年度の計画等の報告がありました。 

 

 

                     剣道連盟 
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 令和４年７月９日（土）、福生市中央体育館多目的室にて午後１時３０分から、『スポーツ推進と

ジュニアスポーツ指導者の役割』と題して、「ジュニア選手の育成方法」について学び、実践的で効

果的な指導者としての資質向上を図ることを目的として、[日本ウェルネススポーツ大学講師非常

勤・ＮＰＯ法人狛江市体育協会理事・堀松スポーツ行政研究所所長]堀松英紀氏に講演をしていただ

きました。   
 

          

堀松英紀氏 

福生市体育協会    
村木 修会長 

スポーツ指導者の役割 

プレイヤーズセンタード（プレイヤー

がパフォーマンスを最大に発揮できる

ように関係者が連携協力すること） 

格言 我々は学ぶことをやめたとき

に、教えることをやめなければならな

い。（ロジェ・ルメール）  

熱中症事故は指導者責任、指導者には、

「安全配慮義務」「注意義務」がある。 
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【陸上競技協会】  連絡先 田中 梅夫 042-551-0090 

近隣地区や都内における陸上競技大会の審判活動を中心に

行っています。 

 

【柔道連盟】    連絡先 勝田 隆信 042-553-8870 

柔道を通じて小・中学生の心身の健全な育成を図っております。 

「組み手に勝つ柔道」、「中学生で初段を目指す」 

・道場訓 

１．礼儀正しい少年 ２．がまん強い少年 ３．心やさしい少年 

 

【軟式野球連盟】 連絡先 宗像 正雄 090-5209-4949 

仲間と共に楽しく汗を流そう 

 

 

 

【弓道連盟】    連絡先 椎名甲子夫 042-551-6185 

和気あいあいの団体です。弓道は老若男女どなたでもでき

ます。 

いちど挑戦してみませんか。 

 

 

 

【ソフトボール連盟】連絡先 兒島 和夫 042-553-3618 

ソフトボールに定年なし、ソフトボールのまち福生！ 
 

【スキー連盟】  連絡先 升澤 和則 090-7830-4215 

スキーを通して生涯スポーツの重要さ楽しさを伝えたい。 

 

 

 

 

【空手道連盟】  連絡先 小杉 春海 090-6348-1138 

老若男女を問わず個人に合った練習を行います。無理せず

楽しくをモットーとしております。練習日に見学、体験し

てみてください。 

 

 

 

 

【卓球連盟】    連絡先 成末回天雄 042-530-4220 

みんなで卓球を楽しみましょう！ 

 

 

 

【ゲートボール協会】連絡先 新貝 信子 080-5170-9578 

レクリェーションスポーツとして、最適なゲートボール 

 

【バスケットボール連盟】連絡先 髙野 昌幸 090-8500-9345 

バスケットボールを通じて、色々な人と出会い、豊かな人

間になっていく 
 

 

【グラウンドゴルフ協会】連絡先 清水 信作 042-551-0922 

グラウンドゴルフは我々の大切な「健康」「からだ」「ここ

ろ」をいつまでも健やかに保つことを目的に、上手、下手

は二の次で、みんなが楽しく練習出来ているか、楽しく交

流出来ているかを心掛けています。 
 
【ミニテニス連盟】 連絡先 小川  清 042-530-3977 

和気あいあいをモットーに、老若男女一緒に楽しく活動し

ています。 

手軽にできて奥深い、やって楽しい生涯スポーツ 

 
 【早朝野球連盟】  連絡先 北瀬 孝範 042-552-2212 

参加チーム募集！年間１０試合以上行っており、チームの

レベルアップに最良。朝の早い時間を有効に使い、楽しく

野球をしましょう。 

、 
 【テニス協会】   連絡先 大川内周二 042-553-6195 

当協会はテニスを通じ、生涯スポーツとして会員相互の健

全な身体の育成と親睦を図ることを目的としています。 

 

 

【剣道連盟】    連絡先 緑川  満 042-513-7876 

身体と精神の鍛練 

【バドミントン連盟】連絡先 奥村 雄二 042-552-0940 

年代に関係なく楽しめます。 

体を動かしてみたい方、一緒に汗を流しましょう。 
 

 

 

 

【バレーボール連盟】連絡先 三森 二野 042-551-2827 

「一つのボールを追いかけ良い汗を流しましょう。」 

 
 【ソフトテニス連盟】連絡先 菊地  肇 090-9106-2822 

ソフトテニス大好きな１９才から中高年まで、男女の会員

が楽しくボールを追いかけています。 

傘下にはクラブチームも誕生し、広く活動中！ 

 
【サッカー連盟】  連絡先 金井 久典 080-3023-5454 

サッカーを通じて心身共に健全な育成を目指しています。小学生 

５チーム、社会人１７チームにてサッカーを楽しんでいます。 

 

 
【インディアカ連盟】連絡先 今井 正実 090-4074-5295 

インディアカは１０代から６０代まで幅広い世代の老若男

女が楽しんでいる活気ある団体です。 

是非一度インディアカ競技を体験してみて下さい。 

 【少年軟式野球連盟】連絡先 設樂  司 090-5543-8169 

少年野球を通じ選手の健全なる心身と和の形成を第一に活

動しています。親子共々良い想い出を作りましょう。 

 
【バウンドテニス協会】連絡先 本井 恵 090-9140-5656 

テニスコートの 1/6 の大きさの人工芝のコートを体育館につく

り、ボールを打ち合います。小学生から大人（いくつになって

も）だれでも楽しめる生涯スポーツです。 

「健康のために」「親子で楽しむために」「仲間づくりのために」

「大会に出場するために」等々参加目的はさまざまです。体力に

合わせた練習を日々楽しみながら行っています。 

 

 

【ビーチボール連盟】連絡先 臼井 寿夫 042-553-5478 

いつでも、どこでも、だれでも、手軽に楽しめるスポーツ

です。 

運動不足、ストレス解消にＰＬＡＹしてみませんか！ 

 
【太極拳連盟】   連絡先 久下 泰子 042-848-0414 

いきいきと楽しく太極拳で健康づくり 

誰でも いつでも いつまでもできる太極拳を目指す 

 

 

【ゴルフ協会】   連絡先 北村 良之 042-551-0493 

春、秋 月 4 回のプロによるレッスン会 

会長杯、福生ゴルフ大会、有志による研修会 

初心者大歓迎 

【スポーツダーツ協会】連絡先 森田 雅幸 042-551-0241 

“老いも若きも一緒に頭の体操”をキャッチフレーズに生

涯スポーツとして、又、スポーツダーツの運動効果を体験

して頂き、若者から年配者まで幅広く交流を深めていくこ

とを目的としています。         
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決勝戦 2022年 6月 25日・大田区多摩川ガス橋緑地野球場 

  

 

大阪府四天王寺中学校 

２年生 

福生市第１小学校出身 

 
  
  

 

2022年 8月 20日～22日 青森県武道館 

2022年 9月 3日～5日  
広島県尾道市 

 

加藤育男福生市長 

に表敬訪問 
 

加藤育男福生市長 
に表敬訪問 
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福生市体育協会加盟団体連絡先 
 

野方統括指導員  大澤指導員  星野主任指導員 
    中澤指導員   狩野指導員   佐藤指導員 

 

令和４年度福生市体育協会スポー

ツ指導員です。 

よろしくお願いいたします。 

中央体育館にご来館の際は、お気軽

に声をお掛けください。 

体育館では幼児から高齢者までを

対象とした各種教室を随時開催して

おります。 

 

＊詳しくは NPO法人福生市体育協会ま

でお問合せください。 

 

 
福生市体育協会組織図（敬称略） 

特定非営利活動法人 福生市体育協会 

専務理事 
野方  孝 

正 会 員 
２６名 

監 事  三ツ橋誠一 
監 事  森田 雅樹 
監 事   

会 長 
村木  修 

専門委員会 
○総務委員会（５名） 
委員長 吉澤 英治 

 
○広報委員会（１３名） 
委員長 横山惠美子 

 
○事業委員会（１９名） 
  委員長 奥村 雄二 

賛助会員 
団体会員：６８ 
個人会員：７８名 

副会長  吉澤 英治 
副会長  横山惠美子 
副会長  池田 浩三 

常務理事 奥村 雄二  
常務理事 兒島 和夫 
常務理事 中村 利夫 
常務理事 宮野 正宏 
常務理事 児島 幸恵 

事務局 

事務局長 横倉 成昭 

事務局次長 藤田  充 

事務局員 目黒 克彦 

 

スポーツ指導員 

統 括  野方  孝 

主 任  星野 智子 

     狩野 敬介 

     大澤  聖 

     中澤 海里 

業務委託  

○体育館スポーツ指導業務 

○トレーニング室運営業務 

○体育館受付・管理業務 

 シルバー人材センター（６名） 

理 事（２６名） 
冨田 正見 武井 洋士 宗像 正雄 万場 晋二 
狩野 茂樹 坂本 昌己 渡邊 善子 大村 久雄 
小杉 春海 町田浩太郎 古川 淑江 浦野 惠子 
川島 靖貴 金井 久典 島田 雅由 大久保洋子 
菱田 秀雄 設樂  司 浅野美知子 本井  恵  
津野田圭吾 岡田 達夫 北村 良之 藤野 敦志 

 田村 元彦 島田 廣行  

広報委員会（１３名） 
横山惠美子 兒島 和夫 宮野 正宏 
武井 洋士 宗像 正雄 万場 晋二 
狩野 茂樹 大村 久雄 古川 淑江 
川島 靖貴 菱田 秀雄 本井  恵 
田村 元彦 

事業委員会（１９名） 
奥村 雄二 中村 利夫 児島 幸恵 冨田 正見  
坂本 昌己 渡邊 善子 小杉 春海 町田浩太郎 
浦野 惠子 金井 久典 島田 雅由 大久保洋子  
設樂  司 浅野美知子 津野田圭吾 岡田 達夫  
北村 良之 藤野 敦志 島田 廣行  
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令和4年度賛助会員 

ご協力ありがとうございます。 （順不同敬称略） 

◆団体会員 
青山医院 

042-530-3011 
税理士法人旭サポート 
  042-513-0230 
㈲麻生マーク 
  042-552-9541 
石川酒造㈱ 

042-553-0100 
一品料理 庄作 

042-552-0485 
うな扇 

042-551-6465 
㈱大多摩ハム小林商会 

042-551-1321 
大塚製薬㈱ 

042-526-3841 
桂川内科医院 
  042-552-1031 
北田園歯科 

042-552-1700 
㈱交運社 

042-551-0541 
㈱塩田組 

042-553-0808 
清水工業㈱ 

042-551-4651 
㈲セイビ印刷所 

042-552-0505 
㈲西武葬祭 

042-551-2547 
セブンイレブン福生 
牛浜駅南店 

042-553-8627 
㈲ダイワ徽章 
  042-561-2451 
高村内科クリニック 

042-530-2710 
田村酒造場 

042-551-0003 
東京福生ライオンズクラブ 

 042-551-9126 
東京福生ロータリークラブ 
  042-553-3400 
㈲冨田屋 

042-551-2711 
㈱トヨタレンタリース多摩 
  042-553-5454 
Pizza＆イタリアンレストラン 
ＮＩＣＯＬＡ 
  042-551-0707 

◆団体会員 
㈱西多摩新聞社 

042-552-3737 

㈱西東京アイビー化粧品 

042-551-3927 

西村医院 

  042-553-0182 

日展ホーム㈱ 

042-530-1128 

トヨタＳ＆Ｄ西東京㈱ 

042-551-2812 

のぐち酒店 

042-551-0206 

ハーツヒグチ㈱樋口商店 

042-551-3274 

㈱藤美 

042-551-9558 

福生熊川南郵便局 

  042-552-3643 

福生市観光協会 

  042-551-2927 

福生 二見屋 

042-551-1540 

【福生市金融団】 

042-551-0111 

青梅信用金庫福生支店 

多摩信用金庫福生支店 

西武信用金庫福生支店 

西武信用金庫牛浜支店 

大東京信用組合福生支店 

ＪＡにしたま福生支店 

福生市社会福祉協議会 

  042-552-2121 

福生市商工会 

042-551-2927 

【福生市柔道整復師会】 

  042-539-0015 

内浦接骨院 

牛浜大野接骨院 

勝田接骨院 

拝島堂整骨院 

あきやま整骨院 

さかい鍼灸・接骨院 

おけ接骨院 

福生リトルシニア野球協会 

(前田)090-3069-6413 

 

  

ＮＰＯ法人福生市体育協会では、市民の方々が心身とも
健康で活力ある生活の実現を図るため、あらゆるスポーツ・
レクリエーション活動の普及と奨励に努めております。 
 賛助していただきました会員の皆様のご芳名を広報誌に
掲載させていただきます。 
 何卒、多くの市民の皆様方に活動の趣旨をご理解いただ
き、ご協力をお願い申し上げます。 
賛助会員年会費 団体：１口 5,000円（1口以上） 

個人：１口 1,000円（1口以上） 

申込み・問合せ ＮＰＯ法人福生市体育協会事務局 
TEL・FAX 042-551-0211 

 

賛助会員のみなさまへ 

 

賛助会員募集！  

 スポーツ団体として、地域スポーツの振興発展と市民の健

康づくり、更に青少年の健全育成に努めております当体育協

会の趣旨にご理解をいただき、賛助会員として多大なるご支

援を賜り厚くお礼申しあげます。賛助会費につきましては、

スポーツ振興活動や体育協会広報誌の発行のための一助と

させていただいております。今後とも皆様のご指導ご支援を

賜りますよう心からお願い申し上げます。 

                 会長 村木  修 

 

◆個人会員 
 渥美 孝子  天野石太郎 

池田 浩三  石川 和夫  

石川 健三  石田  周

板寺 正行  岩木  健  

上村 純也  臼井 寿夫  

大川 健治  大楠 功晃

大倉  誠  大村 正仁  

小川  清  小川 裕司  

荻島 正義  奥村 雄二  

菊地 信吾  勝山  朗  

狩野 茂樹  神田 士郎    

熊谷  修  小池 和重  

兒島 和夫  児島 幸恵  

小嶋 壽夫  小林喜代子  

澤田理恵子  清水 靖弘  

下田 俊章  下田まり子  

鈴木  彰  瀬谷 次子  

高山 浩之  田中 梅夫  

田中 誠雅  田村 清孝  

田村 浩司  田村 道生  

田村 満利  内藤 毅誠  

中岡 保彦  永澤亜紀子  

中島 雅人  中村 利夫  

野方  孝  野崎 昌利  

野澤 久人  橋本 満彦  

原田 康正  久松 尚武  

菱山榮三郎  福島 秀男  

藤井  勲  藤田  充  

細谷 幸子  町田 和子  

町田 高司  三ツ橋誠一  

宮﨑 昭夫  宮野 正宏  

宮林 和也  武藤 恭幸  

村木  修  村野 和彦  

目黒 克彦  本井  恵  

森田 雅樹  矢ケ崎冬木  

山口 哲也  山中 一郎  

横倉 成昭  横山惠美子  

吉澤 英治  吉野真寿美  

渡辺 浩行  

◆団体会員 
武陽ガス㈱ 

042-539-7111 

㈲ホリエ看板店 

042-551-1690 

ボアソルチサッカー・フット

サルクラブ(渡辺淳一) 

042-551-4499 

㈱マルミ運動具店 

042-551-0072 

みいだ Dental Clinic 

    042-551-0479 

森田助産院 

042-551-0323 

㈲Ｙaｎaｇaｗa ガレーヂ 

042-551-4466 

山﨑石材 

042-530-1414 

やまみ屋 

042-551-1079 

㈱ラケットショップフジ 

八王子店 042-623-5191 

㈱ワン・スター 

  042-556-5558 

（体育協会加盟団体） 

福生市空手道連盟 

福生市弓道連盟 

福生市グラウンドゴルフ協会 

福生市ゲートボール協会 

福生市剣道連盟 

福生市サッカー連盟 

福生市スポーツダーツ協会 

福生市早朝野球連盟 

福生市ソフトボール連盟 

福生市太極拳連盟 

福生市卓球連盟 

福生市軟式野球連盟 

福生市バドミントン連盟 

福生市バレーボール連盟 

福生市ビーチボール連盟 

福生市ミニテニス連盟 

福生市陸上競技協会 

 


