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Fussa Amateur Athletic Association

『オール福生』全国大会へ！！
東京都ソフトボール大会４種別制覇

［オール福生シニア］

［オール福生ハイシニア］

やったー！
福生の底力
飛躍する福生

［オール福生実年］

［オール福生壮年］
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平成２４年度ＮＰＯ法人福生市体育協会通常総会
平成２４年度ＮＰＯ法人福生市体育協会の総会が５月１９日（土）、福生市商工会館で開催され、
２３年度事業報告および決算報告、２４年度事業計画書（案）並びに収支予算書（案）およびすべ
ての議案が承認され、平成２４年度がスタートしました。
総会は、福生市体育協会森田専務理事の司会進行により、三ッ橋副会長の開会の言葉、石川会長の挨拶
から始まりました。
来賓挨拶は加藤福生市長、田村市議会議長、長谷川教育委員会委員長、笹本町会長協議会会長の皆様か
ら祝辞を賜りました。また、林田東京都議会議員よりの祝電が披露され、来賓者紹介（坂本副市長、宮城
教育長、田村教育次長、藤田総務部参事、石川国体推進室長、鳥越スポーツ推進課長）がありました。
ソフトテニス連盟の菊地肇氏が議長に選出され、議長より、社員総数２７名中、出席者１４名、委任状
１０名の報告がなされ、通常総会が成立しました。
議事録署名人に、体育協会会長・石川和夫氏、軟式野球連盟・冨井功氏、柔道連盟・宮川宏太郎氏が指
名され、スムーズな運営によりすべての議案が可決されました。
今回、スポーツダーツ協会が２８番目の体育協会加盟団体として正式に承認され、加盟団体旗が石川会長
より代表者の森田雅幸氏に手渡されました。
最後に、前田副会長の閉会の言葉があり、平成２４年度通常総会が終了しました。

石川体育協会会長

加藤福生市長

総会会場

来賓の皆様
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平成２４年１０月２７日

菊地議長

総会模様

加盟団体旗授与

スポーツダーツ協会（平成 24 年度正式加盟）

平成２４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、市民の明るく健康的な社会の構築に寄与することを基本に、次の事業を行う

（１）福生市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、西多摩地域行政圏体育大会等に選手、役員の派遣を行うほか、ジュニア育
成地域推進事業や広く一般市民を対象とした市民駅伝大会、スポーツフェスティバルを実施する。
（２）平成２５年度に開催される東京国体には、体育協会としても全面的に協力体制の強化に努め、市内で開催される各
種イベントでゆりーとダンス等により国体周知や普及啓発を行う。
（３）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。
（４）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に参加する。
（５）福生市中央体育館の一部の運営事業を行う。
（６）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
ーツ好きの子供を育成するジュニアスポーツ体験・育成事業を行う。
（７）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。
（８）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。
（９）シニア世代を対象としたスポーツ振興事業を行う。
（10）福生市体育協会発展のため体育の普及振興に寄与した者に対し表彰を行う。
（11）福生市体育協会の広報誌を発行する。 また、ホームページを活用し迅速に情報提供を行う。
（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、自動販売機によるジュース類の販売を行う。
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第６５回都民体育大会
第 13 回

東京都障害者スポーツ大会

合同開会式

第６５回都民体育大会・第１３回東京都障害者スポーツ大会合同開会式が
５月１３日(日)、駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場において開
催、来年のスポーツ祭東京２０１３のプレ大会として盛大に実施されまし
た。
総合司会は、テレビ等でおなじみの福澤朗さんと亀井京子さん。
さすがはプロの司会者。 オープニングアトラクション、合同開会式、交歓
プログラムをよどみなく適格に喧伝されました。
合同開会式では、開会通告、国旗・都旗・大会旗掲揚、主催者挨拶、優勝
杯返還、選手宣誓と続きました。
東京都体育協会表彰は、駒沢公園体育館で行われ、福生市では団体表
彰・少林寺拳法連盟、個人表彰は目黒克彦氏が表彰されました。

陸上自衛隊演奏

【陸上競技】

炬火リレー

期日：平成２ ４年６月３日
４位

１５分５１秒３３

塚越健太

男子走り高跳び決勝

５位

１ｍ７０㎝

中村秀光

期日：平成２ ４年５月１３ 日

会場：小金井 公園野球場

成績：男子１回戦(４－５)千代田区 （負） ＊延長戦の末
【弓

道】

期日：平成２ ４年５月２０ 日

成績：女子４０射

９中

サヨナラ負

会場：明治神宮至誠館 弓道場

予選不通過

期日：平成２ ４年５月 ２７日
成績：男子４０射 １８中

福生市選手団

会場：駒沢公園陸上競技場

成績：男子５０００ｍ決勝
【軟式野球】

福澤朗さん オリンピアン朝原宣治さん
パラリンピアン土田和歌子 亀井京子さん

選手団入場

会場： 明治神宮至誠館 弓道場

予選不通過

【ソフトボール】期日：平成２ ４年５月１２ 日・１３日
会場：八王子市滝が原運動場
成績：男子 初戦(９－１)文京区 （勝）
【バドミントン】期日：平成２ ４年５月１３ 日

３回戦(０－６)大田区（負）
会場：稲城市総合体育館

成績：女子１回戦(１－２ )葛飾区（負）
期日：平成２４年５月２ ０日

会場：稲城市総合体育館

男子１回戦 (２－１)三鷹市（勝）２回戦 (０－２)品川区（負）
【バレーボール】期日：平成２ ４年５月１９ 日

会場：町田総合体育館

選手宣誓

成績：女子１回戦(０－２)多摩市（負）
球】

期日：平成２ ４年５月２７ 日

会場：郷土の森 総合体育館

成績： 女子１回戦(０－３)墨田区（負）
男子１回戦(０－３)小平市（負）
【ソフトテニス】期日：平成２ ４年５月１３ 日

会場：小金井公園テニスコート

成績：女子１回戦 (０－３)日野市（負）
【ゲートボール】期日：平成２ ４年５月１ ９日
成績： 女子第２試合(21-10)練馬区

会場：駒沢公園 第２球技場

（勝）第３試合 (15- 8)小平市（勝）

第６試合(12- 8)奥多摩町 （勝）
決勝トーナメント進出

＊女子コート優勝

第１試合(9-15)北区（負）＊敗退

男子第１試合( 5-25)杉並区（負）第３試合 (16-19)渋谷区（負）
第５試合 (10-13)練馬区（負）３敗で予選敗退
【テニス】

期日：平成２ ４年５月２０日

成績： 女子初戦(０－３ )三鷹市 （負）
男子初戦(０－３)豊島区（負）

会場：有明テニスの森

東京都体育協会表彰

【卓

体育功労賞
目黒 克彦氏

体育優良団体
少林寺拳法連盟
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第４６回東京都市町村総合体育大会
第４６回東京都市町村総合体育大会は３０の市町村が参加し、第３ブロックの国立市を中心に立川市、昭
島市、東大和市、武蔵村山市の５市主管により開催され７月２１日（土）
、くにたち市民芸術小ホールで総
合開会式が行われました。
福生市からは、陸上、柔道、軟式野球、弓道、バドミントン、バレーボール、卓球、ゲートボールの８競
技に参加、弓道競技で優勝の栄誉に輝きました。
本大会への出場者数は８競技、選手１０６名の参加があり、大会の総合順位は２３位でした。
参加選手・役員の皆様、また応援していただいた市民の皆様、大変ありがとうございました。

柔道競技

陸上競技

弓道競技 優勝

東京都市町村体育協会連合会表彰

【陸上競技】期日：平成２４年７月２２日 会場：東京女子体育大学陸上競技場
成績：一般男子５０００ｍ
６位 １６分０６秒 ０２
塚越健太
一般男子砲丸投
６位
８ｍ５３
中出雅俊
一般男子走高跳
３位
１ｍ６５
中村秀光
一般女子３０００ｍ
７位
１３分１３秒０４ 福島みき
３０歳以上女子１００ｍ
１位
１４秒８
下元知美
３０歳以上走幅跳
１位
４ｍ２３
下元知美
４０歳以上男子１５００ｍ ７位
４分４３秒５
高水良治
４０歳以上走幅跳
１位
６ｍ３３
下元唯人
５０歳以上３０００ｍ
１７位 １２分００秒９
小作富雄
【軟式野球】期日：平成２４年７月１４日～２９日
会場：国立市河川敷公園野球場
成績：１回戦（１－０）国分寺市（勝）
２回戦（０－１）武蔵野市（負）
【弓 道】 期日：平成２４年７月２９日
会場：昭島市総合スポーツセンター弓道場
成績：予選４０射２４中 予選通過
決勝トーナメント １回戦（５－２）立川市（勝）
準決勝（４－３）府中市（勝）
決勝（４－２）町田市（勝）
優勝 福生市
【柔道】
期日：平成２４年７月２２日 会場：昭島市総合スポーツセンター
成績：１回戦（１－２）小平市（負）
【バドミントン】期日：平成２４年７月２２日 会場：立川市泉市民体育館
成績：女子１回戦（１－２）稲城市
（負）
男子１回戦（３－０） 武蔵村山市（勝）
２回戦（１－２）国分寺市 （負）
【卓 球】 期日：平成２４年７月２２日
会場：東大和市民体育館
成績：女子１回戦（０－３）あきる野市（負）
期日：平成２４年７月２９日
会場：くにたち市民総合体育館
男子１回戦（２－３） 東久留米市（負）
【ゲートボール】期日：平成２４年７月２２日 会場：東大和市桜が丘市民広場
成績：第２試合（１０－１４）国分寺市（負）
第３試合（１１－１１）東大和市（負） *ｹﾞｰﾄ通し３－２福生市×
２敗で決勝トーナメント進出ならず 。
【バレーボール】期日：平成２４年７月２９日 会場：立川市泉市民体育館
成績：女子１回戦（１－２）東大和市 （負）

バドミントン競技

総合開会式

福生市選手

体育功労賞 久保田俊男氏
（代理 相羽則男氏）
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平成２４年１０月２７日
うぇ

平成２４年度ジュニア育成地域推進事業
『指導者・保護者（選手）対象啓発事業』講演会
知って良かった『救急救命』について実技講演会

『救命の連鎖（チェーン・オブ・サバイバル）の重要性』
平成２４年６月９日（土）、午後２時～４時、福生市商工会館３F ホールにて、スポーツ指導者・保護者・
選手・市民を対象に、救急救命知識を身に付け、
「体験」をしながら学べる講演会が開催されました。
スポーツをしている時、またしていない時でも、何時どこで、どんな時怪我をするか分らない、知って於い
て良かったと思うことがあるそれは安全の確保です。

講師：国士舘大学体育学部スポーツ医科学科
救急救命処置実科担当助教 坂本正秋氏

気道異物除去

心肺蘇生・AED を用いた除細動
スポーツ祭東京 2013
国体オリジナルポロシャツ
好評販売中！
＊詳しくは、体育協会ホームページをご覧くださ
い。 http://www.faaa.or.jp
福生市体育協会では、国体と福生市の PR のためデ
ザインした、国体オリジナルポロシャツを作成しま
した。1 着 2,500 円！
＊購入・問合せ
Tel 042-551-0211
福生市中央体育館内 福生市体育協会事務局へ

外傷の応急手当
＜平成 24 年度シニアスポーツ振興事業＞

シニアウォーキング大会

参加者募集！

＊詳しくは、体育協会ホームページをご覧ください。
http://www.faaa.or.jp
日
時：平成 24 年 11 月 25 日(日)午前 9 時 15 分集合・・・小雨決行
会
場：多摩川中央公園
○コースは多摩川中央公園をスタートして南公園を周回し市営競
技場を折り返す約１０キロコースと市営競技場を折り返す約６
キロコース
○出発前にウォーキングの講習会を受けてから出発します。
講師：目黒直美先生（日本 ウォーキング協会 /健康ウォーキング指導士）

参 加 費：1 名＝1,000 円（荒天等の中止による返金は有りませが、参加賞
はお渡しします。）
参 加 賞：参加者全員にオリジナルキャップと完歩後に豚汁を用意します。
参加資格：概ね 60 歳以上(50 歳代でも可)で市内在住・在勤者
※参加者は健康で歩行に支障のない方。
申 込 み：平成 24 年 11 月 11 日(日)までに福生市中央体育館内
福生市体育協会事務局へ Tel 042-551-0211
主
催 特定非営利活動法人福生市体育協会
協力団体 福生市健康づくり推進委員の会、福生市スポーツ推進委員会
福生ウォーキング・タートルズ、福生市老人クラブ連合会
後
援 福生市、福生市教育委員会
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平成２４年１０月２７日

東日本大震災復興支援

第６７回

国民体育大会関東ブロック大会
ソフトボール競技 ８月１８日（土）～２０日（月）

第６７回 国民体育大会 関東ブロッ会が開催されました。
この大会は、本年、岐阜県で開催される「ぎふ清流国体」ソフトボール競技（成年男子・成年女子・少年男子・少年女子／各種
別８チーム：合計３２チーム）の関東ブロック（１都７県）予選会として行われました。国体代表出場枠は、各種別とも上位２
チームとなります。
福生市は、各都県代表３２チームが一同に会しての開始式を挙行するとともに、成年女子の８チームの競技運営を受け持ちま
した。
結果（成年女子）、第一代表は北京オリンピック金メダリストの上野由岐子を擁する群馬県、第二代表は決勝戦で群馬県に敗れ、
敗者戦から勝ち上がった神奈川県となりました。
東京成年女子チームは１回戦５対２で埼玉県に敗れ、敗者戦で８対３（山梨県）
、４対１（栃木県）に勝利しましたが、再び、
埼玉県に２対１の僅差で敗れました。
競技会役員として尽力されたソフトボール連盟を主管に、福生市体育協会役員および加盟２８団体、福生市交通安全協会なら
びに福生市立第一中学校ソフトボール部の皆様、大変御苦労さまでした。

第 1 代表 群馬県

第 2 代表 神奈川県

群馬県 上野由岐子投手

神奈川県 山口憲子投手

東京都健闘したがチャンスを逃す・・・

第 2 代表表彰式
福生市ソフトボール連盟三ッ橋会長より授与
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第６４回 全日本総合女子ソフトボール選手権大会
第６８回国民体育大会ソフトボール競技リハーサル大会

９月２１日（金）～２４日（月）

！ルネサスエレクトロニクス高崎が連覇、トヨタ自動車は２年連続準優勝
来年、福生市で開催される、「スポーツ祭東京２０１３」国民体育大会・ソフトボール成年女子競技のリハーサ
ル大会として標記の大会が行われました。
この大会は、女子リーグ１部の全１０チームならびに各地域の予選を勝ち抜いた２２チーム、計３２チームによ
るトーナメント戦です。試合は三鷹市、福生市、あきる野市、瑞穂町の３市１町が各８チームを受け持ち、決勝戦
は福生市野球場で前年度と同じルネサスエレクトロニクス高崎とトヨタ自動車の対戦となりました。
ゲームは、７回まで０－０のまま伯仲、８回からタイブレーカールール（ノーアウト、ランナー２塁）が適用され、
８回裏、ルネサスチームが決勝点を得、勝利しました。

ダニエル・ローリー投手

豊田自動織機準決勝にて

ルネサスエレクトロニクス高崎
上野由岐子投手

トヨタ自動車
モニカ・アボット投手

表彰式は試合終了後、福生市野球場グランド
内で行われました。
日本ソフトボール協会より表彰状・優勝旗と楯
が贈呈されました。
また、開催市町を代表して加藤育男福生市長が
賞状と記念品、三ッ橋誠一福生市ソフトボール
連盟会長が各選手にメダルを贈呈しました。
競技会役員として尽力された福生市国体推進
室および市職員、ソフトボール連盟、福生市体
育協会加盟２８団体、福生市交通安全協会、一
般ボランティアならびに第一中学校
ソフトボール部の皆様、大変ありが
とうございました。

加藤育男福生市長挨拶
たっけー

ゆりーと

（七夕マスコット）
（国体マスコット）

福生市ソフトボール連盟
三ッ橋誠一会長によるメダル贈呈

優勝 ルネサスエレクトロニクス高崎

準優勝 トヨタ自動車
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加盟団体紹介 ・ 会員募集
体育協会ホームページにも、各加盟団体の連絡先 活動方針 キャッチフレーズ 活動概要 練習日程等 特記事項
ホームページ メールアドレス等が掲載されていますのでご覧ください。 ホームページ： http://ｗｗｗ.faaa.or.jp
【陸上競技協会】 連絡先 田中 梅夫 042-551-0090
（活動方針 キャッチフレーズ）
近隣地区や都内における陸上競技の審判活動を中心に行っています。
（その他）
毎年３月にＢ級陸上競技公認審判員の資格取得講習会が開催されま
すので、興味のある方は連絡してください。
（ホームページ）http://www.fussa-rikkyo.com/
（メールアドレス）info@fussa-rikkyo.com

【軟式野球連盟】 連絡先 河村 一成 042-555-3876
（活動方針 キャッチフレーズ）
仲間と共に楽しく汗を流そう。
多くのチームの参加をお待ちしております。
（活動概要） 場所 福生市営福生野球場
年２回の大会を開催
４月～福生市体育協会旗争奪大会 ８月～福生市民総合体育大会
（その他）随時申し込みを受付しております。

【弓道連盟】 連絡先 椎名甲子夫 042-551-6185
（活動方針 キャッチフレーズ）
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。
＊練習場所 福生市中央体育館内 弓道場
（特記事項）毎年、春と秋に初心者弓道教室を開催しています。
教室開催情報は、連盟のホームページをご覧ください。
（その他）弓道経験者、随時入会可能です。
（ホームページ）http://www2.ocn.ne.jp/~ksikeda/
（メールアドレス）ksikeda@sepia.ocn.ne.jp （池田宛）

【剣道連盟】 連絡先 緑川
満 042-530-0205
（活動方針 キャッチフレーズ）
福生市内に９団体、年齢、性別、国籍に関係なく心と体を鍛え楽しく
活動してます
（その他）一年を通して随時会員を募集してます。
（メールアドレス）yankee-station@tune.ocn.ne.jp
(緑川宛）

【バドミントン連盟】 連絡先 目黒 克彦 042-553-4657
（活動方針 キャッチフレーズ）
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。
（特記事項）
毎年、４月に連盟ダブルス大会、５月に連盟シングルス大会、１０月
に市民大会が開催されます。初参加、大歓迎です。観戦も出来ます。
（その他）随時、加盟出来ます。
（メールアドレス）oku3939@s4.dion.ne.jp
（奥村宛）

【バレーボール連盟】 連絡先 三森 二野 042-551-2827
（活動方針 キャッチフレーズ）
一つのボールを追いかけ良い汗を流しています。
みなさんどうぞ気軽に御参加ください。
＊大会
・都民大会 ・東京都市町村総合体育大会
・西多摩地域広域行政圏大会
（特記事項）練習日は各チームにより異なります。
各チームの練習日は連絡先に問い合わせください。
（その他）年度途中からの加盟も可能です。

【柔道連盟】連絡先 天野石太郎 042-551-2538
（活動方針 キャッチフレーズ）
柔道を通じて小・中学生の心身の健全な育成を図る
「柔道はいつでも・どこでもフェアプレイ」
（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
（練習日程等）
毎週木・土曜日午後５時～７時 福生市中央体育館にて定例練習
（特記事項） 入会は原則小学生以上。ただし、個別に未就学児を受
け付けることがある。

【ソフトボール連盟】 連絡先 児島 和夫 042-553-3618
（活動方針 キャッチフレーズ）
ソフトボールに定年なし、ソフトボールのまち福生！
（特記事項）
第 21 回全日本実年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 9 月 22 日～24 日
高知県高知市
第 26 回全日本ｼﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 9 月 29 日～10 月 1 日 香川県丸亀市
第 12 回日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ大会 10 月 20 日～23 日
高知県高知市
第 7 回全日本ﾊｲｼﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 10 月 27 日～29 日
山梨県甲府市
本年度は「オール福生」年代別４チームが全国大会に東京都代表で
出場します。
（ホームページ）http://www.faaa.or.jp/softball/softball.html

【スキー連盟】 連絡先 升澤 和則 090-7830-4215
（活動方針 キャッチフレーズ）
目的はスキーの普及と発展を図り、会員相互の親睦とスキー技術の向
上に寄与すること、また多くの方々にスキーの楽しさ素晴しさを伝え
る事です。
（特記事項）
福生市体育協会、（財）東京スキー連盟、（財）全日本スキー連盟、
東京都下スキー連盟協議会に加盟しています。
（その他）随時入会を受付ます。
（ホームページ）http://www11.ocn.ne.jp/~fsa/
（メールアドレス）kazu04@smile.ocn.ne.jp

【空手道連盟】 連絡先 半澤 道由 042-551-0325
（活動方針 キャッチフレーズ）
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。
（特記事項）
年１回 ９月に福生市総合体育大会、空手道競技大会を開催しており
ます。
（その他）随時入会を受付ます。
（メールアドレス）kaidou1115@trad.ocn.ne.jp （小杉宛）

【卓球連盟】 連絡先 成末回天雄 042-530-4220
（活動方針 キャッチフレーズ）
卓球は３歳～１００歳まで、同じ土俵で楽しめる数少ないスポーツ種
目です。みんなで卓球を楽しもう、をモットーに活動しています。
（特記事項）
毎年９月に開催されている福生市総合体育大会卓球競技は初心者、中
級者、上級者と技術レベル別の大会になっています。
（その他）
卓球連盟登録クラブ数は７クラブ
それぞれのクラブが異なった曜日と時間に活動しています。
詳細は各団体連絡先にお問い合わせください。

平成２４年１０月２７日
【ソフトテニス連盟】 連絡先 菊地
肇 090-9106-2822
（活動方針 キャッチフレーズ）
どんなに忙しくても、大好きなソフトテニスは諦めない！
単身赴任、長期出張、介護、子守 etc・・・を柔軟に乗り越えて
、マイペースで細く長く・・・！
（特記事項）
メンバー募集中！ 月に１回程度の参加もＯＫです。
高校生～７０代まで歓迎！ いつでも遊びにいらして下さい。
（ホームページ）ブログ http://fussasofttennis.blog2.fc2.com/
（メールアドレス）topwater_kikuchi@yahoo.co.jp （菊地）

【サッカー連盟】 連絡先 野中 直人 042-552-9968
（活動方針 キャッチフレーズ）
小学生５ﾁｰﾑ 社会人ﾁｰﾑ２２チームがサッカーをやっています。
（連絡先）
福生 3FC 村野 080-3020-6580
7FC 福生 永徳 090-2446-4968
ﾗｯｸﾎﾞｰﾝ
金井 080-3023-5454
FC ｺﾞﾅ
篠田 090-1428－5812
ARTE 福生牛浜 SS 大池 090-1113-3944
社会人担当 斉藤 090-2626-1317
（その他）少年サッカー入部希望の方の連絡を待っています。
（メールアドレス）naoto.nonaka1939@extra.ocn.ne.jp （野中）

【インディアカ連盟】 連絡先 石崎 一広 042-551-6558
（活動方針 キャッチフレーズ）
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。
（特記事項） インディアカ教室
土曜日１０：３０～１２：３０まで「福生市熊川地域体育館」で誰で
も参加できるインディアカ教室が開催されています。
（メールアドレス）ishizaki@t-net.ne.jp （石崎宛）
・女性が８４％を占めるインディアカ連盟です。華やかさの女子コー
トとパワーの男子コートで熱戦が繰り広げられています。
・会員を随時募集しています。問い合わは上記メールアドレスまで！

【少年軟式野球連盟】 連絡先 設楽
司 042-530-6347
（活動概要）
野球を通じて青少年の心身の健全な育成を目指す
（特記事項）
春季大会（４月） 夏季大会（７月） 秋季大会（９月）
ジュニア育成大会（１１月）等
（ ホ ー ム ペ ー ジ ） http://www.t-net.ne.jp/~phenix/page012.html
(FBBL)で検索
（メールアドレス）fbbl@mail.goo.ne.jp

【少林寺拳法連盟】 連絡先 久保田俊男 042-551-0787
（練習日程等）
毎週火曜日 福生市中央体育館 午後７時～午後９時迄
毎週金曜日 福生市第三小学校 午後７時～午後９時３０分迄
年 4回
東京１５ブロック昇級考試
市総合体育大会少林寺拳法演武大会開催

【早朝野球連盟】 連絡先 北瀬 孝範 042-552-2212
（活動方針 キャッチフレーズ）
野球の好きな人が集まり、楽しく野球をやろういうのがモットーで
す。早朝の時間を利用することにより、１日の時間が有効に使えます。
（活動概要）
４月から１０月までの毎週土曜日ＡＭ5:30～7:30 の早朝に試合を行
っています。連盟杯（リーグ戦）・会長杯（トーナメント戦）・市長杯
（リーグ戦）の３大会を行なっており、球場は加美平野球場と南公園
野球場を使用しています。是非、野球の好きな人は、チーム・個人ど
ちらでも構いませんので参加してみてはいかがでしょうか？
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【バスケットボール連盟】 連絡先 内藤
巌 090-3044-3358
（活動方針 キャッチフレーズ）
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
バスケットボールがうまくなりたい
バスケットボールを通じて体力作りをしたい
バスケットボールをやりたいけどやる場所がない
どんな方でもお待ちしています
気軽にお越しください
（特記事項）随時参加お待ちしております
（メールアドレス）badboys.fussa@gmail.com

【ゲートボール協会】 連絡先 田中 勇 042-551-3381
（活動方針 キャッチフレーズ）
ゲートボールを通じて、世代間交流を推進する。市内各ムームに分か
れて練習及び交流試合を行う。郊外試合に参加出場。
＜活動日＞ 火・木・土・日・各曜日及び、各チームの定めた曜日
＜会
費＞ 一般会費、年額１，２００円、児童は、無料
学童の課外事業の一環として、都内各地域でゲートボールが取り上
げられ普及あり、現在、福生市立第三小学校で（ふっさっ子の広場）
放課後ゲートボール教室として協会役員が、月２回～３回指導及び交
流しています。

【グラウンドゴルフ協会】 連絡先 井上 寅吉 042-553-1600
（活動方針 キャッチフレーズ）
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。
｛年間公式大会｝
（市内）初打ち大会、春季大会、秋季大会、市総合体育大会 GG 大会
（市外）東京都定期交歓大会、（辰巳海浜公園）
、外８大会
（特記事項）
各ブロック練習場には入会者体験用クラブ、ボールが用意してありま
す。お気軽に練習場へ、是非体験してみて下さい。

【ミニテニス連盟】 連絡先 坂口 勝利 042-551-1663
（活動方針 キャッチフレーズ）
楽しく、和気あいあいをモットーに活動しています。ミニテニスはど
なたでも気軽にでき、体への負担も比較的少ないスポーツです。みん
なでスポーツを楽しみたい方、健康のために運動を始めたい方、硬式・
軟式テニスとはまた一味違った体験をしてみませんか？
（特記事項）
下記日時・場所にて、ミニテニス初心者体験会をしています。
・毎月第２日曜日 10:00～12:00、福生第七小学校体育館
（その他）
会員募集中で、随時入会可能です。まずは体験、見学してみたいとい
う方でも構いませんので、お問い合わせ下さい。
（メールアドレス）vslope0211@yahoo.co.jp （坂口宛）

【バウンドテニス協会】 連絡先 久松 尚武 042-553-7717
（活動方針 キャッチフレーズ）
文部科学省公認のレクリエーションスポーツとして全国組織で活躍し
ており、小学生から年配の方まで参加できるスポーツです。
（練習日程等）
場所
福生市第一中学校体育館
日曜日
19:30～21:30 水曜日
19:30～21:30
（特記事項）
年 1 回（１０月第三日曜予定）福生大会を開催しています。
（その他）体験入会（無料）
随時入会可能です。
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【テニス協会】 連絡先 荒井 誠一 042-553-6533
（活動方針 キャッチフレーズ）
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。
（練習日程等）
場所： 武蔵野台、福東、市営競技場テニスコート
（特記事項）春と秋に初心者テニス教室を開催します。
教室の開催情報は市広報またはﾃﾆｽｺｰﾄの掲示板をご覧ください。
（その他）経験者、随時入会募集中です。
（ホームページ）sarai_6666@yahoo.co.jp

【ダンススポーツ連盟】 連絡先 島野 芳一 090-3579-0513
（活動方針 キャッチフレーズ）
楽しいダンスを皆んなで楽しんでいます
（特記事項）
毎年１１月には会員の交流を高めるためにダンス交流会を行ってい
ます、詳しくは団体（ダンス）事務局までお問い合わせください
（その他）
どのサークルでも随時会員を募集しています
ダンスの経験がない方でも新設丁寧にご指導いたします。
（メールアドレス）kondoukhrl@yahoo.co.jp

【ゴルフ協会】 連絡先 高橋 英次 042-551-0525
（活動概要 練習日程等）
６月
レッスン会 羽村グリーンゴルフ練習場（４回実施）
６月下旬 会長杯
１０月
都民ゴルフ大会
１１月
レッスン会 羽村グリーンゴルフ練習場（４回実施）
１１月
市民ゴルフ大会
＊年 ４～５回 有志による研修会兼都民大会選考会を実施
（特記事項）２３年度 都民大会 男子個人優勝 男子団体準優勝

【ビーチボール連盟】 連絡先 澤田理恵子 042-569-8011
（活動方針 キャッチフレーズ）
いつでも、どこでも、だれでも、手軽に参加できるスポーツです。生
涯にわたる心身の健康保持・増進の為、一緒にＰＬＡＹしてみません
か。福生市中央体育館を中心として、活動しています。シニア対象の
親睦交流試合や他地域との交流試合から一般競技試合まで、数多くの
試合を行っています。
（特記事項）
審判講習会及び認定会を行っています。今後、初心者教室を運営して
いく予定です。
（その他）
随時、会員募集中です。高校生以上であれば、個人登録、グループ登
録に関わらず、加盟できます。

【スポーツダーツ協会】 連絡先 石塚 眞吾 042-552-6817
（活動方針 キャッチフレーズ）
スポーツダーツの運動効果を体験し、生涯スポーツとして若者から年
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。
老いも若きも一緒に頭の体操
（練習日程等）
場所： 福生地域体育館内 ２Ｆ会議室
水曜日 19:30～21:30 金曜日 10:00～12:00 土曜日 14:00～16:00
（特記事項）
毎年春にスポーツダーツ初心者教室を開催しています。
（その他）どなたでも随時入会可能です。
（メールアドレス）ma20ts05u-kz@yahoo.co.jp （松野宛）

【太極拳連盟】 連絡先 久下 泰子 042-848-0414
（活動方針 キャッチフレーズ）
いきいきと楽しく太極拳で健康づくり
（特記事項）
各教室単位で随時体験教室を開催しています。市の広報などをご覧く
ださい。
（その他）
体験教室を経なくてもいつでもどの教室にも入会できますので、直接
会場へお越しください。
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森田
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委

員
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委

員

浅野美知子

常務理事
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委
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常務理事

村木

修

常務理事
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吉澤

英治
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監

事
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修

委

員

津野田圭吾

横山惠美子

副委員長

奥村
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委

員

山西

年男

副委員長

池田

浩三

委

員

三ッ橋誠一

委

員

木下

正志

雄二

委

員

天野石太郎

委

員

冨田

正見

委

員

北村

良之

中里

宏

委

員

藤嶋

秀機

委

員

坂本

昌巳

委

員

渥美

孝子

事
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克彦

委

員

万場

晋二

委

員

渡邊

善子

委

員

石塚

眞吾

事務局長

野方

孝

委

員

武山

勇

委

員
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道由
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平成２４年１０月２７日

平成２４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

賛助会員年会費

◆団体会員

◆団体会員

◆団体会員

青山医院
042-530-3011
石川酒造㈱
042-553-0100
一品料理 庄作
042-552-0485
㈲牛浜ガレージ
042-551-0602
うな扇
042-551-6465
㈱大多摩ハム小林商会
042-551-1321
大塚製薬株式会社
042-526-3841
沖倉公認会計士事務所
042-553-3188
片岡歯科医院
042-551-0353
木嵜材木店
042-551-0739
北田園歯科
042-552-1700
健宝堂鍼灸指圧整骨院
野口雅裕 042-552-2385
㈱交運社
042-551-0541
河野歯科医院
042-553-2829
サンクス福生加美平店
042-539-0511
㈱塩田組
042-553-0808
島田プロセス
042-552-0635
清水工業株式会社
042-551-4651
㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｲｰｽﾄ
042-560-8881
鈴島建設㈱
042-552-1609
㈲セイビ印刷所
042-552-0505
西武商事㈱
042-363-0078

㈲西武葬祭
042-551-2547

【福生市金融団】
042-553-6111
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
青梅信用金庫福生支店
大東京信用組合福生支店
ＪＡにしたま福生支店
フットサルクラブ
(渡辺淳一) 042-551-3265
武陽ガス㈱
042-539-7111
㈲ホリエ看板店
042-551-1690
㈱マルミ運動具店
042-551-0072
三井田歯科医院
042-551-0479
居酒屋ミルキーＷＡＹ
042-553-7412
㈲武藤材木店
042-551-0648
森田助産院
042-551-0323
山﨑石材
042-530-1414
やまみ屋
042-551-1079
（体育協会加盟団体）
インディアカ連盟
弓道連盟
グラウンドゴルフ協会
ゲートボール協会
剣道連盟
サッカー連盟
スポーツダーツ協会
ソフトボール連盟
太極拳連盟
卓球連盟
軟式野球連盟
ビーチボール連盟
ミニテニス連盟

セブンイレブン福生牛浜駅南店
㈱貫井伊作商店 042-553-8627

セブンイレブン武蔵野台店
042-551-3463
高村内科クリニック
042-530-2710
珠希
042-551-3408
田村酒造場
042-551-0003
恵心会 田村皮フ科
042-553-3875
東京福生中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
0423-530-5566
東京福生ライオンズクラブ
042-551-9126
㈲冨田屋
042-551-2711
㈱トヨタレンタリース多摩
042-553-5454
㈱西多摩新聞社
042-552-3737
㈱西東京アイビー化粧品
042-530-3927
西村医院
042-553-0182
日展ホーム㈱
042-530-1128
ネッツトヨタ多摩㈱
042-551-7479
のぐち酒店
042-551-0206
㈱ビーポイント
042-559-7925
ハーツヒグチ㈱樋口商店
042-551-3274
㈱藤美
042-551-9558
福生市商工会
042-551-2927

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とご支援を
賜りますよう心からお願い申し上げます。
会長 石川和夫

団体会員 １口
個人会員 １口

５，０００円
１，０００円

◆個人会員
青木 弘行

池田

浩三

石川 和夫

伊藤

章一

井上 寅吉

大越

英世

沖山 和男

奥村

雄二

小池 和重
国体推進室職員一同
児島 和夫

小嶋

壽夫

小林 重雄

西條

一郎

齋藤

巽

坂口

勝利

佐藤 利美

島田

忠好

高倉てい子

高橋

英次

田中 梅夫

田村

博敏

鳥居 信子

鳥越

裕之

中里

宏

中村

利夫

中村 守一

野方

孝

野澤 久人

野島

保代

蓮池 謙一

長谷川貞夫

久松 尚武

平坂

勝利

福島 秀男

藤田

充

前田 京子

三ッ橋誠一

宮城 眞一

宮野

正宏

村木

修

村山

利夫

目黒 克彦

森田

明

森田 秀司

森田

雅樹

横田

横山惠美子

忠

吉澤 英治

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

