
○初心者教室と初心者大会
○13時～（12時30分～受付)
○多くの公認指導者が親切指導
■問い合わせ　牛尼正幸　☎090－2631－8281

○第36回柿澤杯卓球大会
○一般（高校３年以上）・ジュニア・小中学生の各男
　女シングルス（茅野市卓球協会登録者及び茅野市
　在住・在勤・在学生)
○現行の日本卓球協会ルールによる公式トーナメ
　ント方式
　使用球：ニッタク公式球（40m/mホワイト）
○締切日　10月４日（金）19：30　厳守
○ゼッケン着用
■申し込み　原　吉彦　☎72－1324
　　　　　　E-mail：zetta@po30.lcv.ne.jp

○第14回　U-10　サッカー大会
○開始時間　13時30分
■問い合わせ　磯野陽市　☎090－4180－2313

○体育の日記念大会
○13時～15時
○７時～７時45分まで受付（クラブハウス前）
■問い合わせ　マレットゴルフ協会
　　　　　　　事務局　伊東徳美　☎73－6817

○テニス講習会＆クリニック
○受付　当日13時から15時まで
○対象者は初心者・初級・中級・ジュニア
■問い合わせ　テニス協会指導普及部長 宮澤国慶 
　　　　　　　☎090－1118－3787

○市民弓道大会
○13時45分～（13時～受付）
○競技：近的12射（立射４矢×３回）
　　　　参加料：１人300円
○表彰：賞状－個人・団体各３位まで　
　　　　賞品－多数用意（参加賞有）
■問い合わせ　竹内　☎090－4460－6098

○第31回ミニ駅伝
○14時～
　・小学生の部（小学生のみの編成）
　　→１区間１㎞×４区間
　・中学生以上の部（小学生が入ってもよい）
　　→１区間１㎞～２㎞×４区間
※学級・家庭・職場・地域・クラブ等で編成、男
　女不問
○受付　当日　13時～陸上競技場にて
■問い合わせ　小平昌紀　☎090－1120－0034

○フリースロー大会（ミニ、ジュニア、高校、一般）
■問い合わせ　山村周一　☎090－4534－2713

○市民剣道大会
○13時30分～　○受付　13時～　体育練成館にて
■問い合わせ　藤原俊明　☎080－1323－4471

興味のある方、体験・見学できます。（男女不問）
○13時～　○居合剣法・制定型居合・試し切り（一般）
○日本刀に触れてみよう！（小学生以上対象。保護
　者同伴）
■問い合わせ　山崎　勝　☎090－4152－3847

主催　NPO法人茅野市スポーツ協会
　　　茅野市
　　　茅野市教育委員会

10月14日（体育の日）（雨天：総合体育館）開会式・表彰式

午後の部：下記の種目を楽しんでください。

開会宣言
国旗・市旗・体協旗掲揚
主催者あいさつ
体育功労者・優秀選手表彰
来賓祝辞
選手宣誓

◆大玉送り
◆茅野ギネスに挑戦
　・大縄跳び
　・10人11脚

◆玉入れ
◆ニュースポーツの紹介
◆ラッキー賞抽選会

第41回市民スポーツ祭第41回市民スポーツ祭
運動公園陸上競技場

天候にかかわらず体育館用の
上履きをご用意ください。

広報ちの　2019.10 16

　午前8時15分～

サッカー　自由広場

マレットゴルフ　マレットゴルフ場

硬式テニス　テニスコート

ゲートボール　屋内ゲートボール場 弓　道　弓道場

陸上競技　陸上競技場

バスケットボール　総合体育館（メイン）

剣　道　体育練成館

居合道　総合体育館（剣道場）

問い合わせ：NPO法人茅野市スポーツ協会　☎82－0606

卓　球　総合体育館（サブ）
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令和元年9月19日
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事務局
（特）茅野市スポーツ協会

茅野市総合体育館内
TEL 8 2 － 0 6 0 6
FAX 8 2 － 0 6 7 8

広報ちの　2019.1017

「（特）茅野市スポーツ協会の歩み」「（特）茅野市スポーツ協会の歩み」 （特）茅野市スポーツ協会　会長　宮坂　章（特）茅野市スポーツ協会　会長　宮坂　章

　このたび（特）茅野市体育協会から（特）茅野市スポーツ協会に名称の変更があり、
本年度４月より会長に選任されました宮坂章と申します。所属はバスケットボール
協会です。どうぞ宜しくお願い致します。今年５月から元号も変わり「令和」とな
り知らない方も増えていると思いますのでスポーツ協会の歴史を振り返ってみたい
と思います。
　昭和30年２月に町８ヶ村が合併して茅野町が誕生した年に茅野町体育協会として
発足しました。初代会長には小川一雄町長が就任し、早速氷上大会が開催されたよ
うです。そして地区対抗による町民体育祭・秋季大会が陸上・排球・野球競技で行
われ、この大会が茅野市総合体育大会となり、現在まで引き継がれています。
　昭和33年８月１日の市政施行により、茅野市体育協会となり体協旗が作成された
ようです。
　昭和36年体協に「茅野市総合運動施設建設促進委員会」を立ち上げ、スポーツ人口の増大に対応出来るよ
うな施設建設の要望書を市に提出しました。
　昭和38年７月に茅野市体育連盟と改組・改名し、競技種目別の専門部がそれぞれ協会として独立しました。
このとき野球・卓球・剣道・陸上競技・バスケットボール・バレーボール・相撲・スケート・庭球・柔道・
射撃の11協会が参加したようです。これにより公民館と一体で進められてきたスポーツの協会が競技団体主
導の体育連盟に生まれ変わりました。
　昭和52年前年の総合運動公園野球場の完成などもあり、弱体化していた改組再発足を８月に行い、この時
より会長は市長でなく、理事長も教育委員長でない、連盟独自の役員構成になり現在に続いています。
　昭和53年やまびこ国体が開催され、茅野市では軟式野球が実施され、翌54年10月に記念事業として市民
総合体育祭が行われ、現在の市民スポーツ祭として続いています。また、この年より内部に総務・市民スポ
ーツ振興・競技力向上の３委員会設置し、理事が任務を分担するようになりました。そして63年にはスポー
ツ少年団育成・施設委員会の２委員会が増設され、現在の５委員会となっています。このスポーツ少年団は
同年７月に青少年の健やかな成長を図り、子供と子供を取り巻く地域や人々のスポーツ活動を活発にするた
め、市の協力を得て茅野市スポーツ少年団を設置しました。当初は10種目の参加がありました。
　平成10年４月より、今まで市の体育課で担っていた体育連盟の事務局を独自の事務局として完全に独立し
た体制となり地域のスポーツ振興に尽くすこととなりました。
　また同年法人化検討委員会も始まり、財源の確率と地位の向上を目的に研究を重ねたが、財団法人も社団
法人も難点があって諦めかけていたところ、特定非営利活動促進法が設定され、非営利活動を行う市民団体
が法人化しやすくなったことを知り、10月に県の説明を受け特定する12分野の中にスポーツが含まれていた
のでNPO法人とすることが最善だとして法人化が進められることになりました。市との意見交換・県担当官
とのすりあわせなどを行い、平成11年11月に臨時評議委員会を開催して法人化が決定されました。そして平
成12年３月26日認証状が交付され、４月１日に特定非営利活動法人茅野市体育協会として新たな第一歩を踏
み出しました。体育協会のNPO法人化としては国内第１号となったため、記念式典・祝賀会も盛大に開催さ
れました。平成15年より体協の事業及び運営に関し、女性の参画を求め、女性委員会が設置されました。こ
の立ち上げにより男女共同参画整い、委員長が副会長へ、副委員長の1名が常務理事に就くこととなりまし
た。そして平成31年４月より特定非営利活動法人茅野市スポーツ協会となり現在に至っています。
　このように長い歴史を持つ茅野市スポーツ協会の長を引き受けるにあたり、先輩や大勢の皆様の並々なら
ぬ熱意と努力の結晶であることを重く受け止め、「市民スポーツ」の推進に努め、「スポーツでいい汗・いい
友・明るい社会」のスローガンの元、微力ではありますが精一杯努力させていただきますので、皆様もご協
力の程を宜しくお願い申し上げます。
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