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みなさんのスポーツを支えます！みなさんのスポーツを支えます！

新年度スタートにあたり
■■スポーツ推進委員会会長　山﨑　積■■

コロナの不安と共に暮らす生活
は三年目を迎えました。私たちス
ポーツ推進委員はこの二年間ス
ポーツの意義や活動意義について
自問自答することが多かったので
はないかと思います。スポーツに
は行う楽しさ、観る楽しさの二つ
の側面があります。その両面を長きにわたり奪われてし
まったことは少なからず私たちの心と身体に影響を及ぼし
ているように感じています。裏を返すとそれだけスポーツ
を楽しむことは私たちの心身の健康のために欠かせない

スポーツ推進委員会事業部について
■■スポーツ推進委員会事業部長　富永　貢造■■

事業部の役割としてとても大事な
事項が、事業やイベントの実施の際
に誰を、何名派遣するのかというこ
とです。

スポーツ推進委員とは、「スポー
ツ推進のための事業実施に係る連絡
調整、並びに住民に対するスポーツ
の実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行う
もの」とうたっており、一人のスポーツ推進委員として、住
民に対し実技の指導及びコーディネート役をこなすことです

ものであるということです。スポーツは私たちにどのよう
な価値を提供してくれるのか、それらを見直すことで今
後のスポーツ推進委員としてのかかわり方や、活動意欲
が変わってくることでしょう。

そういった思いのなかで、今期選任された50名(定員
52名)体制で新年度がスタートしました。今年度は「2020
大会」のレガシーとしてスポーツに親しむきっかけ作りの
拡充を基に、障がい者のスポーツ推進の取り組みの中で
ボッチャの出前講座・区民障がい者体力テスト・ボッチャ
交流大会などさまざまな事業が予定されています。

私たちスポーツ推進委員会は、今後も国・都・本区の
スポーツ推進計画を基に第二期推進計画の達成度や動向
を見ながらスポーツの指導、普及に努めてまいります。

が、スポーツ環境の中での効果的・効率的なスポーツ推進
を展開するための連絡調整は大変なことです。

私たちスポーツ推進委員が、対面でスポーツの楽しさを
教えることができるのは、とても少ない人だけに限られて
いると思いますが、スポーツの力を信じて取り組んでいくこ
とが大事なことだと認識していかなければならないと思いま
す。事業（イベント）のコーディネート役として、できるだけ多
くの人たちに気持ちの良い汗をかいてもらい、笑顔で帰っ
てもらえるよう日々の努力とチームとしての協力関係がなけ
ればなりません。今後、住民のスポーツの実施率向上に向
け、行政担当者の協力なくしてはスポーツ推進委員の連絡
調整は実現できないことは言うまでもありません。
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令和４年からのニューフェイス！！

■栗原　清　※砂町地区委員会
今年度から就任しました、栗原清です。
これから、講習やイベントに参加し、い

ろいろと勉強したいと思います。よろしく
お願いします。

■鈴木　康之　※富岡地区委員会
大学まで競泳をしており、マスターズ

水泳継続中。カヌー倶楽部にも所属。皆
様と江東区のスポーツ活動を頑張ってい
きたいと思います。

■田中　俊朗　※地域SC（東陽・木場）
地域の方々とスポーツを通じて、互い

に健康増進に励んでまいりたいと思いま
す。皆様とご一緒できる日を楽しみにして
います。

■根本　大聖　※江東区軟式野球連盟
今年度よりスポーツ推進委員に就任し

ました根本です。
今まで野球しかやってきていないので、

色々なスポーツに携わっていけたらと思
います。

令和２年からのニューフェイス！！

■安藤　直子　※江東区バレーボール連盟
多くの事業が中止になるなか、初級障

がい者スポーツ指導員の資格取得の講習
会は貴重な経験になりました。今期はより
多くの事業に参加し学びながら楽しんで
活動していきます。

■大野　輝子　※江東区ビーチボール連盟
コロナ禍という緊急事態に活動もまま

ならない日々でしたが、改めてスポーツ
を楽しむ喜びを実感しました。このピンチ
を乗り越えスポーツの楽しさを広くお伝え
できるよう頑張ります。

■奥野　浩次　※江東区弓道連盟
スポーツ推進委員会の活動は少しずつ

ではありますが再開をしております。
感染拡大に細心の注意を払いつつ、区

民の皆様に身体を動かす楽しさを感じて
いただけるよう、スポーツ推進委員会全
体でサポートをして参ります。

■小原　基雄　※江東区剣道連盟
1期目は行事が中止となり残念でした

がコロナも落ち着き、少しずつ活動が出
来るようになってきたので出来る限り参加
したいと思っております。

■川口　大吉　※富岡地区委員会
コロナ禍の中、多くのイベントが中止

になりました。今年こそはスポーツを愛す
る皆様のお力になれる活動ができること
を願います。

■森戸　章江　※江東区ラジオ体操連盟
いろいろなスポーツの活動ができるこ

とは楽しく、健康面でとても良い影響が
でています。多くの人に広めるよう頑張り
ます。

■桝口　秀司　※亀戸地区委員会
今年度より皆様とご一緒に活動をさせ

ていただきます桝口です。小学生から始
めた水泳は今もマスターズスイマーとし
て継続しています。

スポーツ推進委員会の活動を通して子
供たちにスポーツの楽しさを伝えていければと思います。こ
れからどうぞよろしくお願いいたします。

■森口　貴教　※江東区ゲートボール連盟
江東区ゲートボール連盟より令和４・５

年度のスポーツ推進委員になりました、
森口貴教です。
「江東区スポーツ推進計画」に掲げた施

策を実現するために、ほかの委員と協力
し、東京2020オリンピック・パラリンピック後の有形・無
形のレガシーを残せるよう頑張っていこうと思います。

■渡邊　紳一郎　※江東区柔道連盟
区民の皆様にスポーツを通じて健康づ

くりだけでなく、仲間づくりの喜びを少し
でもお伝えできるように頑張ります。よろ
しくお願いいたします。

※は所属団体

※は所属団体
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第34回江東こどもまつり
■■廣瀬　和枝■■

令和4年5月15日（日）に都立猿江恩賜公園にて3年ぶ
りに開催することができました。新型コロナウイルス感染
症拡大防止のためメイン会場の入場制限を設け、抽選で午
前・午後各1,000名の2交代制での実施となりました。

毎年、ドッジボールを炎天下の中で行っていましたが、
今年は児童館コーナーでのストラックアウト。ブース内の
人数制限もあり午前・午後7名ずつで担当しました。

投球は一人5球。小さくて届かないちびっこに対しては、
さすがスポーツ推進委員メンバー、いろいろな対応で、こ
どもたちみんなを楽しませていました。

景品が午後開始1時間半くらいですべて無くなってしま
い、受付で伝えると「大丈夫です。やらせてください。」と
不満を言う方は一人もいませんでした。参加者はのべ888
名となりました。

私は、3年ぶりの開催で初めて行うストラックアウト、
とても疲れてしまうだろうなと少々緊張をしておりました
が、こどもたちの笑顔と保護者の方も一緒に楽しんでいる
姿に触れたら疲れなど感じず、逆に元気をいただきとても
楽しい1日となりました。

深川北ボッチャ講習会
■■石井　潔■■

去る、令和4年6月7日（火）に深川北スポーツセンター
にてボッチャ講習会が開かれました。参加者は、健康ス
ポーツ公社職員11名、スポーツ推進員1名、計12名に
より行われました。コートは3面あり、1面は既に正式な
コートとして作られておりました。残りの2面は参加者が

二手に分かれ、
レクリエーショ
ンボッチャコー
ト を 作 り ま し
た 。講習会の流
れとして初めに
ボッチャの由来
などを教えてい
ただき、チーム

のクラス分けと細かい説明と丁寧なゲームの基本的ルール
を学び、各コートにてゲームが始まりました。私が担当し
たコートでは主審の点数の付け方、その他レクリエーショ
ンボッチャのルールなどの説明を含め進行しました。時間
が経つにつれて、各コートからの歓声も大きく、とても楽
しんでいる様子を伺う事ができました。今回、この講習会
に参加してくださった方々に何か一つでも感じた事を実践
していただけたら嬉しいです。

区民障害者体力テスト
■■松尾　直子■■

新規事業の区民障害者体力テストが令和4年6月11日
(土)午前にスポーツ会館で行われました。体組成を計測
後、握力測定・上体起こし・長座体前屈・開眼片足立ち・
棒つかみ・タイムドアップアンドゴーの6種目を行いまし
た。障害には、さまざまな種類があり、特徴も異なるため、
参加される方々の数だけ測定の仕方が変わってきます。測
定が困難だった参加者のなかには見本をみせたり、補助を
することで測定が可能になりました。普段からスポーツを
している方には、上記の6種目に加え、反復横跳び、急歩
を追加。全種目終了後のキラキラとした目と汗がとても印
象的でした。参加者からは「コロナ後、体を動かす機会が
なかったので、気持ちよかった。運動会みたいで楽しかっ
た。」と感想をいただきました。まずは新規事業への第一歩
を踏み出すことができたと思います。今回の実施により改
善点が明確になったので、次回にいかしたいです。
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令和4年度　下半期活動予定

•1日（土）　江戸川区
　➡第５ブロック広域地区別研修会
•2日（日）　有明スポーツセンター
　➡オリンピック会場を巡るウォーキングツアー
•10日（月・祝）　深川スポーツセンター
　➡深川っ子運動会
•15・16日（土・日）　木場公園
　➡第40回江東区民まつり
•23日（日）　第二亀戸中学校
　➡亀リンピック2022　
　　小学生学年別スーパードッジボール大会
•30日（日）　夢の島競技場
　➡ファミリースポーツチャレンジ

10
月
10
月

•11日（日）　スポーツ会館
　➡第7回みんなでスポーツフェスタ
•18日（日）　東砂スポーツセンター
　➡東砂スポーツセンター
　　小学生スーパードッジボール大会

•4日（日）　深川スポーツセンター
　➡深川スポーツセンター
　　小学生スーパードッジボール大会

12
月
12
月

12
月
12
月

•15日（日）　東砂スポーツセンター
　➡東砂ジャガイモウォーキング
•21日（土）　東砂スポーツセンター
　➡障害者スポーツ体験

1
月
1
月

•4日（土）　東砂スポーツセンター
　➡ボッチャ講習会
•19日（日）　深川スポーツセンター
　➡深川スポーツセンター杯カローリング大会
•19日（日）　有明スポーツセンター
　➡冒険ウォーキング
•21日（火・祝）　スポーツ会館
　➡ボッチャ交流大会

3
月
3
月

•12日（日）　スポーツ会館
　➡親と子のスポーツ教室　カローリング大会
•19日（日）　スポーツ会館
　➡小学生スーパードッジボール KOTOチャンピオンズリーグ

2
月
2
月

•6日（日）　深川北スポーツセンター
　➡深川北スポーツセンター
　　小学生スーパードッジボール大会
•13日（日）　スポーツ会館
　➡スポーツ会館小学生スーパードッジボール大会
•17・18日（木・金）　滋賀県
　➡第63回全国スポーツ推進委員研究協議会
•20日（日）　有明スポーツセンター
　➡有明スポーツセンター
　　小学生スーパードッジボール大会　
•27日（日）　夢の島競技場
　➡第40回江東シーサイドマラソン大会

11
月
11
月

•毎月第2土曜日  区内スポーツセンター 
　➡ 江東スポーツデー
•毎月第4土曜日  区内スポーツセンター 
　➡ みんなでスポーツデー
•各館随時 ➡ 小学生スポーツ塾

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては中止や延期になる場合もございます。

区民体力テスト
■■安藤　直子■■

令和4年6月11日(土) 午後、江東区スポーツ会館で
区内在住・在勤の20歳〜 79歳の方を対象に区民体力テ
ストが3年ぶりに行われました。私はスポーツ推進委員に
なって3年目で初めて指導員として参加いたしました。コ
ロナ禍で運動する時間も減り、自分の体力がどれだけある
のかを知るにはちょうどいい機会だと思いました。

私は長座体前屈の担当をしました。長座体前屈は柔軟性

を測定しま
す。下肢の
柔軟性が低
いと大股で
歩 け な い、
転びやすい
などの日常
生活での活
動低下にも
なるようで
すが、私が測定をしていて印象に残ったのは、多くのシニ
アの方がとても柔軟性があったことです。日ごろから健康
に対する意識がとても高いのかなと感じました。他にも握
力・上体起こし・開眼片足立ちなどいろいろな種目があり、
総合判定により体力年齢もわかります。

年に一度ですが、測定し体力が向上したのか低下したの
か把握もできるので、今後もたくさんの方に参加いただ
き、健康維持に役立ててもらいたいと思いました。私も実
年齢より体力年齢を若く保つために、日常生活の中で意識
して動きたいと思います。


