
中区マスコット「スウィンギー」

中区体育協会　会長　山口　宏 中区長　牧野　孝一

中区のスポーツ振興に暖かい支援をいただいています企業・団体の皆さんです。
（５０音順・敬称略）

(株)新井清太郎商店 (株)テレビ神奈川 横浜船舶作業(株)
(有)旭屋 (株)トーソー 横浜建物管理(株)
アソカ幼稚園 徳永リアルエステート㈱ 横浜中央ＹＭＣＡ
(株)アルテック トランスマリン(株) (株)横浜ベイスターズ
(株)安藤スポーツ 弁護士法人仁平総合法律事務所 レスト治療院
(株)石川組 (株)根岸の旗や 和英堂興産(株)
協同組合伊勢佐木町商店街 (株)ハシモトヤ運動具店 和光幼稚園
(株)伊勢ビル 馬車道商店街協同組合 (株)渡辺組
かをり商事（株） 早川運輸(株)
金岡清掃(株) (株)日比野スポーツ ☆加盟団体☆
関東港運(株) 藤木企業(株) 山手尐年剣武会(中区剣道連盟)
木下商事(株) 藤木陸運(株) 中区ダンススポーツ連盟
(株)共栄社 富士倉庫(株) 山元ミニバスケットボールクラブ

協同電気(株) (株)藤嘉 (中区バスケットボール連盟)
協和海運(株) 平和工業(株) 北方ミニバスケットボールクラブ
京浜船貨整備(株) (株)ポートサービス (中区バスケットボール連盟)
港栄作業(株) (株)ホテルニューグランド 上野町ニュースターズ(中区尐年野球連盟)
後藤製函(株) (株)ポンパドウル 大里尐年野球部(中区尐年野球連盟)
桜木町１・２丁目町内会 本牧通り動物病院 大平ファイターズ(中区尐年野球連盟)
(株)佐藤商店 誠貿易運輸(株) カージナルスＯＢ会(中区尐年野球連盟)
(株)山九海陸 松村株式会社 本牧元町北部尐年野球部(中区尐年野球連盟)
(株)産業貿易センター (株)みなと輸送 間門イーグルス(中区尐年野球連盟)
三丸興業(株) (株)ロイヤルホール 根岸海城クラブ(中区尐年野球連盟)
(株)ジャパン保険サービス (株)横浜アーチスト 山手シャークス(中区尐年野球連盟)
ジャパンエキスプレス共済組合(株)横浜酒販会館 山手メイツ(中区尐年野球連盟)
白鳥運輸(株) 横浜エレベータ(株) 大和町バンビーズ(中区尐年野球連盟)
関野運輸(株) 横浜川崎曳船(株) NPO法人ＹＳＣＣ(中区サッカー協会)
全日本海員生協協同組合 横浜港埠頭ビル(株) 中区バドミントン協会
第一船舶企業(株) 横浜信用金庫総務部
太洋歯科クリニック (株)横浜スタジアム 他、個人会員４名
中華街鍼灸院 横浜スバル自動車(株)

（平成２３年１０月末日現在）

中区マスコット「スウィンギー」

「被災チームを招待して交流試合」

平成２３年度中区体育協会賛助会員の紹介

　小野田理事長　　　山口会長　　栗原副会長　　太田副会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兼事務局長

事務局　吉野　関野

　　「被災地の子供たちに一時でも震災
を忘れて、思いっきり野球を楽しんでも
らいたい。」中区体育協会加盟の中区
尐年野球連盟（高橋善春会長）は、３
月１１日に起きた東日本大震災の被災
地である岩手県宮古市の尐年野球「磯
鶏（そけい）バッファローズ」（中村融平
監督）を８月１３日～１５日横浜に招待
しました。選手５２名と監督・コーチ・選
手の父兄５６名の計１０８名。岩手県出
身の高橋会長をはじめ区内の尐年野
球チームが「募金だけではなく、横浜で
何か支援ができないか」と考え、今回
の交流試合を企画しました。　１４日、
強い日差しが照りつける海釣り公園尐
年野球場。中区尐年野球混成チーム
と被災地の球児が必死に白球を追い、
そして数多くの方々から熱い応援をい
ただきました。夕方から開催した歓迎
交流会（Lープラザ）では、宮古市長か
らのメッセージが披露されました。「こ
のたびは、横浜市中区尐年野球連盟
のご厚意により、宮古市尐年野球チー
ム「磯鶏バッファローズ」をご招待くださ
いまして誠にありがとうございます。皆
様ご承知のとおり、宮古市は３月１１日
に発生した東日本大震災で甚大な被
害を受けました。磯鶏バッファローズの
子どもたちの住む地
　　域も1,000棟を越す建物被害となり
　　　ました。
　　　　　さらに、練習グラウンドである

磯鶏小学校は避難場所となり、だいす
きな野球の練習もできない状況であっ
たと聞いております。震災の傷跡が残
る中、磯鶏バッファローズはチームの
目標「弱気は最大の敵」を掲げ、６月に
は地区予選を勝ち進み、県大会出場を
果たしております。現在、宮古市は復
旧から復興へと歩みを進めております
が、貴連盟からの招待は、子どもたち・
父兄の方々にとりまして、一生忘れら
れない良き思い出となることでしょう。
終わりに、貴連盟のご支援に感謝申し
上げるとともに、益々のご活躍をお祈り
申し上げ、メッセージといたします。」岩
手県宮古市長　山本正徳（原文のま
ま）
　また、歓迎会には政界・経済界・行政
などから数多くの方々が駆けつけて、
子どもたちに暖かい励ましの言葉をか
けていただきました。

震災ではチームの女性マネージャーや
子どもたちのお母さんが津波で亡くな
り、多くの部員が家を失うなど大きな被
害を受けた磯鶏バファローズの中村監
督は、「震災のショックやストレスで元
気のない子どもも多かった。だからこ
そ、みんな遠く離れた横浜からの誘い
に、本当に楽しみにしていた。」と目を
潤ませていました。翌１５日は短い時
間でありましたが横浜スタジアムの見
学を含め、市内見物や買い物を楽しん
で帰途に着きました。高橋会長は「今
回の企画は各チームの監督、コーチ、
そして保護者の皆さんや、地域の方々
のご支援があって実現できた。短い期
間だったけれど、子ども たちがいい思
い出を作り、これからも元気に野球を
続けてくれたら」と話していました。

中区尐年野球私設応援団　太田

平成２２年度　横浜スポーツ普及功労者の紹介

三木　啓敏　さん　【中区尐年野球連盟】　

　野球を通じて、小学生を対象としてスポーツの楽し
さや礼儀を学び、健全な心身を育むことを目的に、今
までの経験を生かし丁寧に指導し、永年にわたり中
区尐年野球連盟の活動に尽力しています。

鹿島　徹　さん　【中区剣道連盟】　

　中区剣道連盟の会長を補佐しながら、常任理事及び
事務局次長（会計担当）として、平成７年以降、連盟活
動推進には欠くことの出来ない人材です。
また、事務局次長として事務局長を補佐して、連盟の日
常的な庶務・会計業務及び理事会準備並びに各種大会
準備など連盟業務全般に亘り幅広く貢献しています。

【編集後記】
　広報紙発行が話題になったとき「なんとかなるだろう」
と経験も無いのに軽い気持ちで受けてしまいました。専
門部の方々・区役所・市体協のご協力と役員の暖かい
励ましをいただき、発行にこぎつけることができ感謝申し
上げます。今後も広報紙が地域への情報発信・専門部
間の情報交換に尐しでもお役に立てれば幸いです。
　皆さんからご批評・ご意見をいただき２号・３号へと継
続できればと思います。情報提供と、紙面作りにご参加
をお願いします！！　　　　　　　　　　　　―Ｔ・Ｓ－
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なかスポーツナビ

　中区体育協会創立60周年並びに広報紙の創刊、おめでとう
ございます。
　60年の長きにわたり中区におけるスポーツの振興に御尽力
いただきました各競技団体の関係者の皆様に厚く御礼申し上
げます。
　本年は「スポーツ振興法」の50年ぶりの全面改定により「ス
ポーツ基本法」が施行され、スポーツの役割として、すべての
人の健康づくり、青尐年の体力向上、地域の再生が期待され
るところとなりました。
　中区では「安全なまち、安心な暮らし、活力あふれる中区」
の実現に向けて、区民と歩む「共感と信頼」の区政に取り組ん
でおります。そのひとつとして、“区民みんなで元気になろう”
を合い言葉に、「健康づくり」と「仲間づくり」を提案する「第1回
ウォーク＆健康フェスティバル」を関係団体・機関の方々と共
に開催する運びとなりました。　このような健康づくりをきっか
けに、スポーツに親しむ風土が広がり、区民大会の活性化に
つながるとともに、地域の交流や様々なネットワークが広がっ
ていくことを期待しています。
　貴協会におかれましては、区民の健康づくりと交流のための
推進役として御活躍いただくとともに、一層の御発展を祈念い
たします。

　中区体育協会はこの４月に創立６０周年を迎える事が出
来ました。これもひとえに中区役所をはじめとする横浜市
関係機関、地域関係団体、賛助会員の皆様方のご指導ご
支援ご協力の賜物であり、心から感謝申し上げます。
　現在、当協会では１７種目競技団体、１中学校体育団体
が加盟頂いており、それぞれ中区民大会や種々の活動を
通じて区民のスポーツ振興をはかり、地域の元気を発信し
ております。
　スポーツの持つ魅力や意義は語りつくせません。スポー
ツを通じて夢や感動を区民の皆さんと共有してお互いの絆
を深め、「スポーツで笑顔と元気を！」を合い言葉に、加盟
団体の更なる発展向上と一人でも多くの区民の皆さんが参
画頂くことを願っております。
　また、このたび中区体育協会だより「なかスポーツナビ」
創刊の運びとなりました。皆さんの情報交流のお役にたて
れば幸いです。
　関係の皆様方におかれましては、今後ともこれまで以上
のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げま
す。
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  地元と共におかげさまで90年 良い品をより安く！

年中無休
URL：http://www.kyoei-sha.co.jp/

TEL：045-681-0641

【営業種目】

CMPC CMPC 電気工事､空調･衛生工事 建築一式工事､ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ

中区剣道連盟

中区ボウリング協会

ス ポ ー ツ 団 体 の 紹 介
中区硬式テニス協会 中区バドミントン協会

中区卓球協会 中区バレーボール協会
　誰でも気軽に楽しめるスポーツ
を通し、体力向上と地域の交流
を深めるため中区民大会、リー
グ戦及び交流大会を開催してい
ます。
　皆さんも参加し楽しさを体験し
ませんか！

　初心者、初級者を対象に教室
を開催するほか、中区本牧テニ
ス大会（団体戦、男子ダブルス、
女子ダブルス及び混合ダブルス）
を開催しています。
　皆様の参加をお待ちしていま
す！

　中区バドミントン協会は区民大会、レ
ディース講習会を中心に活動していま
す。区民大会は年に４度開催していま
す。経験者から初心者まで気軽に参加
できるようにクラス分けして出場できま
す。
 　ご参加お待ちしています！

　ダンススポーツは社交
ダンスから発展したス
ポーツです。競技志向か
ら健康増進を目的に３歳
児～８０歳代の方まで、
基本を中心に楽しく練習
しています。

　中区を中心として、体力の向上、
バスケットの技術向上及び中区民
の交流を目的に、中区の小学校や
地域で活動しているチームの参加
により各種大会を開催しふれあいの
輪をひろげます。

　卓球協会では、年９回の大会と
３回の教室そして毎月２～３回の
練習会を実施し、初心者から上
級者まで、たくさんの老若男女の
方に参加 いただいております。
卓球を通じて親睦と健康増進を
一緒に図りませんか？

　中区バレーボール協会は、中
スポーツセンターにおいて、主に
９人制男女バレーボール大会な
どを開催し、バレーボールによる
健康増進と友好を深めます。
新しく参加するチームを募集して
います！

中区尐年野球連盟 中区中学校体育連盟

中区ダンススポーツ連盟

　剣道の理念「剣道は剣の理法
の修錬による人間形成の道であ
る」を達成するために修錬を積み
重ねています。区内の１６団体で
は、団体毎の特性を生かし、老
若男女が生涯剣道を目指して稽
古に励んでいます。

中区インディアカ連盟 中区バスケットボール連盟

中区グラウンド・ゴルフ協会 中区サッカー協会
　幼児～小学校６年生まで年齢に応じ
た野球を行っており、年４回のトーナメ
ント大会、年２回のリーグ戦を行ってい
ます。
　全１５チームあり、毎年６年生の選抜
チームが沖縄に遠征しています。

　中区内の市立中学校で構成され、
部活動の顧問等により大会の開催
運営などを行っています。他区と合
同開催するなど交流をはかっていま
す。大会には私立の中学からも参
加しています。

　グラウンド・ゴルフを生涯スポーツ
とする、７団体１７３名の会員が所属
し、年３回交流大会を開催し、対外
試合にも参加しています。
　練習は、週３回程度近くの公園や
学校のグラウンドを借りて、皆で楽
しく行っています。

　サッカー協会は、社会人１０チーム
が交流リーグを行い、尐年は近隣
区からのチームをお招きして春と６
年生の卒業を祝う大会を開催してい
ます。会場確保に苦労しながらも子
どもたちの笑顔を絶やさず運営して
います。

平成２３年度中区体育推進功労者の紹介

中区ゲートボール連合
　　高田　一男　さん
　　　　　　　　【中区剣道連盟】

　　水谷　由喜子　さん
　　　　【中区ダンススポーツ連盟】

　　柴田　孝子　さん
　　　　　【中区インディアカ連盟】

　ハイランドレーンを利用して、老若
男女・初心者からベテランまで、楽し
く、賑やかに、大会・教室・練習会を
開催中！　予防医学の見地から、
生涯教育の一環としてのボウリング
を展開しています。一度見学に来て
ください。

　ゲートボールは昭和２２年日本
で考案され、適度な運動量の為
年齢性別に関係なく手軽にプ
レーを楽しめ、世界でも生涯ス
ポーツとして多くの人が参加して
います。あなたも是非私達と一緒
に始めてみませんか。

　聖光学院剣道部顧問を務め、進
学校として難しい中での剣道指導及
び部活の発展継続に努めていま
す。
　また、中区剣道連盟理事として永
年に亘り運営に参画しています。連
盟事業にも積極的な参画により内
容の充実と円滑な運営及び剣道大
会役員も務めて、連盟の発展に大
きく貢献しています。　また、中学校
体育連盟の剣道の運営にも重要な
役割を果たしています。

　平成８年中区ダンススポーツ連盟設
立に参画するとともに、ダンススポーツ
の選手として活躍し、技術向上に努め
ています。
　平成１３年第１回中区民ダンススポー
ツ大会から企画運営に連続してたずさ
わり、連盟役員として競技の発展及び
技術の向上に尽力しています。
　平成２１年度から中区のジュニア指
導・後輩の指導を毎週行う豊富な経験
を生かし現在も指導者として地域ス
ポーツの発展に貢献しています。

　昭和６３年から連盟に加入しイ
ンディアカの区民大会の運営に
尽力しクラブの主将や大会の審
判員として活躍しています。
　平成元年から連盟の理事として
発展・向上に尽力しています。現
在も豊富な経験を生かしクラブの
指導者として後輩の指導にあ
たっています。

中区小太刀道協会 中区ソフトテニス協会

小太刀道は、長さ６０ｃｍ
の袋竹刀を用い、互い
に剣と剣を交える修練の
場において、心を鍛え、
技を磨き、体を鍛えて到
達する人間形成の道で
ある。

　年に１回中区民大会と世代間交流
大会を「山手公園コート」で開催して
います。
　また、年間を通じ「日のノ出川公園
コート」で、毎月２回主に日曜日に教
室を行っています。初心者から経験
者まで自由に参加できます。

　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊中区体育協会横断幕のお披露目＊＊＊
　１１月５日（土）の「第１回中区ウォーク＆健康フェスティバル」で横浜文化体育館の当協会ブースに掲げます。専
門部のイベントにもご利用ください。
　また、当日は各専門部からご参加の方々が一緒に「文明開化を感じるコース」を歩き交流を深めます。中区野球協会

　春季・秋季の年２回区民大会を開催
しています。社会人クラブ及び企業
チームの参加により３部制で、市内の
市営球場等を使用し行っています。
　また、中学・高校の大会に審判を派
遣し大会運営に協力しています。

中区ソフトボール協会

　２月に中区尐年尐女ソフトボール大
会を開催。３月～１１月に中区民ソフト
ボール大会を年間リーグ戦で開催して
います。　　モットーは、自助の精神、
互助の心、楽しいプレーです。
　皆様の参加をお待ちしています！

上 州 屋　
  　　★　山  手 店　６２９－３２６４　朝１０時～夜１０時
  　　★　上野町店　６２８－７８４８　朝１０時～夜１０時
  　　★　山元町店　６４１－３５５８　朝１０時～夜 ９ 時
  　　★　石川町店　６６２－６８０３　朝１０時～夜１１時
  　　★　本郷町店　６２８－４１７８　朝１０時～夜１０時

しゃ

中区小太刀道協会
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  地元と共におかげさまで90年 良い品をより安く！

年中無休
URL：http://www.kyoei-sha.co.jp/

TEL：045-681-0641

【営業種目】

CMPC CMPC 電気工事､空調･衛生工事 建築一式工事､ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ

中区剣道連盟

中区ボウリング協会

ス ポ ー ツ 団 体 の 紹 介
中区硬式テニス協会 中区バドミントン協会

中区卓球協会 中区バレーボール協会
　誰でも気軽に楽しめるスポーツ
を通し、体力向上と地域の交流
を深めるため中区民大会、リー
グ戦及び交流大会を開催してい
ます。
　皆さんも参加し楽しさを体験し
ませんか！

　初心者、初級者を対象に教室
を開催するほか、中区本牧テニ
ス大会（団体戦、男子ダブルス、
女子ダブルス及び混合ダブルス）
を開催しています。
　皆様の参加をお待ちしていま
す！

　中区バドミントン協会は区民大会、レ
ディース講習会を中心に活動していま
す。区民大会は年に４度開催していま
す。経験者から初心者まで気軽に参加
できるようにクラス分けして出場できま
す。
 　ご参加お待ちしています！

　ダンススポーツは社交
ダンスから発展したス
ポーツです。競技志向か
ら健康増進を目的に３歳
児～８０歳代の方まで、
基本を中心に楽しく練習
しています。

　中区を中心として、体力の向上、
バスケットの技術向上及び中区民
の交流を目的に、中区の小学校や
地域で活動しているチームの参加
により各種大会を開催しふれあいの
輪をひろげます。

　卓球協会では、年９回の大会と
３回の教室そして毎月２～３回の
練習会を実施し、初心者から上
級者まで、たくさんの老若男女の
方に参加 いただいております。
卓球を通じて親睦と健康増進を
一緒に図りませんか？

　中区バレーボール協会は、中
スポーツセンターにおいて、主に
９人制男女バレーボール大会な
どを開催し、バレーボールによる
健康増進と友好を深めます。
新しく参加するチームを募集して
います！

中区尐年野球連盟 中区中学校体育連盟

中区ダンススポーツ連盟

　剣道の理念「剣道は剣の理法
の修錬による人間形成の道であ
る」を達成するために修錬を積み
重ねています。区内の１６団体で
は、団体毎の特性を生かし、老
若男女が生涯剣道を目指して稽
古に励んでいます。

中区インディアカ連盟 中区バスケットボール連盟

中区グラウンド・ゴルフ協会 中区サッカー協会
　幼児～小学校６年生まで年齢に応じ
た野球を行っており、年４回のトーナメ
ント大会、年２回のリーグ戦を行ってい
ます。
　全１５チームあり、毎年６年生の選抜
チームが沖縄に遠征しています。

　中区内の市立中学校で構成され、
部活動の顧問等により大会の開催
運営などを行っています。他区と合
同開催するなど交流をはかっていま
す。大会には私立の中学からも参
加しています。

　グラウンド・ゴルフを生涯スポーツ
とする、７団体１７３名の会員が所属
し、年３回交流大会を開催し、対外
試合にも参加しています。
　練習は、週３回程度近くの公園や
学校のグラウンドを借りて、皆で楽
しく行っています。

　サッカー協会は、社会人１０チーム
が交流リーグを行い、尐年は近隣
区からのチームをお招きして春と６
年生の卒業を祝う大会を開催してい
ます。会場確保に苦労しながらも子
どもたちの笑顔を絶やさず運営して
います。

平成２３年度中区体育推進功労者の紹介

中区ゲートボール連合
　　高田　一男　さん
　　　　　　　　【中区剣道連盟】

　　水谷　由喜子　さん
　　　　【中区ダンススポーツ連盟】

　　柴田　孝子　さん
　　　　　【中区インディアカ連盟】

　ハイランドレーンを利用して、老若
男女・初心者からベテランまで、楽し
く、賑やかに、大会・教室・練習会を
開催中！　予防医学の見地から、
生涯教育の一環としてのボウリング
を展開しています。一度見学に来て
ください。

　ゲートボールは昭和２２年日本
で考案され、適度な運動量の為
年齢性別に関係なく手軽にプ
レーを楽しめ、世界でも生涯ス
ポーツとして多くの人が参加して
います。あなたも是非私達と一緒
に始めてみませんか。

　聖光学院剣道部顧問を務め、進
学校として難しい中での剣道指導及
び部活の発展継続に努めていま
す。
　また、中区剣道連盟理事として永
年に亘り運営に参画しています。連
盟事業にも積極的な参画により内
容の充実と円滑な運営及び剣道大
会役員も務めて、連盟の発展に大
きく貢献しています。　また、中学校
体育連盟の剣道の運営にも重要な
役割を果たしています。

　平成８年中区ダンススポーツ連盟設
立に参画するとともに、ダンススポーツ
の選手として活躍し、技術向上に努め
ています。
　平成１３年第１回中区民ダンススポー
ツ大会から企画運営に連続してたずさ
わり、連盟役員として競技の発展及び
技術の向上に尽力しています。
　平成２１年度から中区のジュニア指
導・後輩の指導を毎週行う豊富な経験
を生かし現在も指導者として地域ス
ポーツの発展に貢献しています。

　昭和６３年から連盟に加入しイ
ンディアカの区民大会の運営に
尽力しクラブの主将や大会の審
判員として活躍しています。
　平成元年から連盟の理事として
発展・向上に尽力しています。現
在も豊富な経験を生かしクラブの
指導者として後輩の指導にあ
たっています。

中区小太刀道協会 中区ソフトテニス協会

小太刀道は、長さ６０ｃｍ
の袋竹刀を用い、互い
に剣と剣を交える修練の
場において、心を鍛え、
技を磨き、体を鍛えて到
達する人間形成の道で
ある。

　年に１回中区民大会と世代間交流
大会を「山手公園コート」で開催して
います。
　また、年間を通じ「日のノ出川公園
コート」で、毎月２回主に日曜日に教
室を行っています。初心者から経験
者まで自由に参加できます。

　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊中区体育協会横断幕のお披露目＊＊＊
　１１月５日（土）の「第１回中区ウォーク＆健康フェスティバル」で横浜文化体育館の当協会ブースに掲げます。専
門部のイベントにもご利用ください。
　また、当日は各専門部からご参加の方々が一緒に「文明開化を感じるコース」を歩き交流を深めます。中区野球協会

　春季・秋季の年２回区民大会を開催
しています。社会人クラブ及び企業
チームの参加により３部制で、市内の
市営球場等を使用し行っています。
　また、中学・高校の大会に審判を派
遣し大会運営に協力しています。

中区ソフトボール協会

　２月に中区尐年尐女ソフトボール大
会を開催。３月～１１月に中区民ソフト
ボール大会を年間リーグ戦で開催して
います。　　モットーは、自助の精神、
互助の心、楽しいプレーです。
　皆様の参加をお待ちしています！

上 州 屋　
  　　★　山  手 店　６２９－３２６４　朝１０時～夜１０時
  　　★　上野町店　６２８－７８４８　朝１０時～夜１０時
  　　★　山元町店　６４１－３５５８　朝１０時～夜 ９ 時
  　　★　石川町店　６６２－６８０３　朝１０時～夜１１時
  　　★　本郷町店　６２８－４１７８　朝１０時～夜１０時

しゃ

中区小太刀道協会



中区マスコット「スウィンギー」

中区体育協会　会長　山口　宏 中区長　牧野　孝一

中区のスポーツ振興に暖かい支援をいただいています企業・団体の皆さんです。
（５０音順・敬称略）

(株)新井清太郎商店 (株)テレビ神奈川 横浜船舶作業(株)
(有)旭屋 (株)トーソー 横浜建物管理(株)
アソカ幼稚園 徳永リアルエステート㈱ 横浜中央ＹＭＣＡ
(株)アルテック トランスマリン(株) (株)横浜ベイスターズ
(株)安藤スポーツ 弁護士法人仁平総合法律事務所 レスト治療院
(株)石川組 (株)根岸の旗や 和英堂興産(株)
協同組合伊勢佐木町商店街 (株)ハシモトヤ運動具店 和光幼稚園
(株)伊勢ビル 馬車道商店街協同組合 (株)渡辺組
かをり商事（株） 早川運輸(株)
金岡清掃(株) (株)日比野スポーツ ☆加盟団体☆
関東港運(株) 藤木企業(株) 山手尐年剣武会(中区剣道連盟)
木下商事(株) 藤木陸運(株) 中区ダンススポーツ連盟
(株)共栄社 富士倉庫(株) 山元ミニバスケットボールクラブ

協同電気(株) (株)藤嘉 (中区バスケットボール連盟)
協和海運(株) 平和工業(株) 北方ミニバスケットボールクラブ
京浜船貨整備(株) (株)ポートサービス (中区バスケットボール連盟)
港栄作業(株) (株)ホテルニューグランド 上野町ニュースターズ(中区尐年野球連盟)
後藤製函(株) (株)ポンパドウル 大里尐年野球部(中区尐年野球連盟)
桜木町１・２丁目町内会 本牧通り動物病院 大平ファイターズ(中区尐年野球連盟)
(株)佐藤商店 誠貿易運輸(株) カージナルスＯＢ会(中区尐年野球連盟)
(株)山九海陸 松村株式会社 本牧元町北部尐年野球部(中区尐年野球連盟)
(株)産業貿易センター (株)みなと輸送 間門イーグルス(中区尐年野球連盟)
三丸興業(株) (株)ロイヤルホール 根岸海城クラブ(中区尐年野球連盟)
(株)ジャパン保険サービス (株)横浜アーチスト 山手シャークス(中区尐年野球連盟)
ジャパンエキスプレス共済組合(株)横浜酒販会館 山手メイツ(中区尐年野球連盟)
白鳥運輸(株) 横浜エレベータ(株) 大和町バンビーズ(中区尐年野球連盟)
関野運輸(株) 横浜川崎曳船(株) NPO法人ＹＳＣＣ(中区サッカー協会)
全日本海員生協協同組合 横浜港埠頭ビル(株) 中区バドミントン協会
第一船舶企業(株) 横浜信用金庫総務部
太洋歯科クリニック (株)横浜スタジアム 他、個人会員４名
中華街鍼灸院 横浜スバル自動車(株)

（平成２３年１０月末日現在）

中区マスコット「スウィンギー」

「被災チームを招待して交流試合」

平成２３年度中区体育協会賛助会員の紹介

　小野田理事長　　　山口会長　　栗原副会長　　太田副会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兼事務局長

事務局　吉野　関野

　　「被災地の子供たちに一時でも震災
を忘れて、思いっきり野球を楽しんでも
らいたい。」中区体育協会加盟の中区
尐年野球連盟（高橋善春会長）は、３
月１１日に起きた東日本大震災の被災
地である岩手県宮古市の尐年野球「磯
鶏（そけい）バッファローズ」（中村融平
監督）を８月１３日～１５日横浜に招待
しました。選手５２名と監督・コーチ・選
手の父兄５６名の計１０８名。岩手県出
身の高橋会長をはじめ区内の尐年野
球チームが「募金だけではなく、横浜で
何か支援ができないか」と考え、今回
の交流試合を企画しました。　１４日、
強い日差しが照りつける海釣り公園尐
年野球場。中区尐年野球混成チーム
と被災地の球児が必死に白球を追い、
そして数多くの方々から熱い応援をい
ただきました。夕方から開催した歓迎
交流会（Lープラザ）では、宮古市長か
らのメッセージが披露されました。「こ
のたびは、横浜市中区尐年野球連盟
のご厚意により、宮古市尐年野球チー
ム「磯鶏バッファローズ」をご招待くださ
いまして誠にありがとうございます。皆
様ご承知のとおり、宮古市は３月１１日
に発生した東日本大震災で甚大な被
害を受けました。磯鶏バッファローズの
子どもたちの住む地
　　域も1,000棟を越す建物被害となり
　　　ました。
　　　　　さらに、練習グラウンドである

磯鶏小学校は避難場所となり、だいす
きな野球の練習もできない状況であっ
たと聞いております。震災の傷跡が残
る中、磯鶏バッファローズはチームの
目標「弱気は最大の敵」を掲げ、６月に
は地区予選を勝ち進み、県大会出場を
果たしております。現在、宮古市は復
旧から復興へと歩みを進めております
が、貴連盟からの招待は、子どもたち・
父兄の方々にとりまして、一生忘れら
れない良き思い出となることでしょう。
終わりに、貴連盟のご支援に感謝申し
上げるとともに、益々のご活躍をお祈り
申し上げ、メッセージといたします。」岩
手県宮古市長　山本正徳（原文のま
ま）
　また、歓迎会には政界・経済界・行政
などから数多くの方々が駆けつけて、
子どもたちに暖かい励ましの言葉をか
けていただきました。

震災ではチームの女性マネージャーや
子どもたちのお母さんが津波で亡くな
り、多くの部員が家を失うなど大きな被
害を受けた磯鶏バファローズの中村監
督は、「震災のショックやストレスで元
気のない子どもも多かった。だからこ
そ、みんな遠く離れた横浜からの誘い
に、本当に楽しみにしていた。」と目を
潤ませていました。翌１５日は短い時
間でありましたが横浜スタジアムの見
学を含め、市内見物や買い物を楽しん
で帰途に着きました。高橋会長は「今
回の企画は各チームの監督、コーチ、
そして保護者の皆さんや、地域の方々
のご支援があって実現できた。短い期
間だったけれど、子ども たちがいい思
い出を作り、これからも元気に野球を
続けてくれたら」と話していました。

中区尐年野球私設応援団　太田

平成２２年度　横浜スポーツ普及功労者の紹介

三木　啓敏　さん　【中区尐年野球連盟】　

　野球を通じて、小学生を対象としてスポーツの楽し
さや礼儀を学び、健全な心身を育むことを目的に、今
までの経験を生かし丁寧に指導し、永年にわたり中
区尐年野球連盟の活動に尽力しています。

鹿島　徹　さん　【中区剣道連盟】　

　中区剣道連盟の会長を補佐しながら、常任理事及び
事務局次長（会計担当）として、平成７年以降、連盟活
動推進には欠くことの出来ない人材です。
また、事務局次長として事務局長を補佐して、連盟の日
常的な庶務・会計業務及び理事会準備並びに各種大会
準備など連盟業務全般に亘り幅広く貢献しています。

【編集後記】
　広報紙発行が話題になったとき「なんとかなるだろう」
と経験も無いのに軽い気持ちで受けてしまいました。専
門部の方々・区役所・市体協のご協力と役員の暖かい
励ましをいただき、発行にこぎつけることができ感謝申し
上げます。今後も広報紙が地域への情報発信・専門部
間の情報交換に尐しでもお役に立てれば幸いです。
　皆さんからご批評・ご意見をいただき２号・３号へと継
続できればと思います。情報提供と、紙面作りにご参加
をお願いします！！　　　　　　　　　　　　―Ｔ・Ｓ－
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なかスポーツナビ

　中区体育協会創立60周年並びに広報紙の創刊、おめでとう
ございます。
　60年の長きにわたり中区におけるスポーツの振興に御尽力
いただきました各競技団体の関係者の皆様に厚く御礼申し上
げます。
　本年は「スポーツ振興法」の50年ぶりの全面改定により「ス
ポーツ基本法」が施行され、スポーツの役割として、すべての
人の健康づくり、青尐年の体力向上、地域の再生が期待され
るところとなりました。
　中区では「安全なまち、安心な暮らし、活力あふれる中区」
の実現に向けて、区民と歩む「共感と信頼」の区政に取り組ん
でおります。そのひとつとして、“区民みんなで元気になろう”
を合い言葉に、「健康づくり」と「仲間づくり」を提案する「第1回
ウォーク＆健康フェスティバル」を関係団体・機関の方々と共
に開催する運びとなりました。　このような健康づくりをきっか
けに、スポーツに親しむ風土が広がり、区民大会の活性化に
つながるとともに、地域の交流や様々なネットワークが広がっ
ていくことを期待しています。
　貴協会におかれましては、区民の健康づくりと交流のための
推進役として御活躍いただくとともに、一層の御発展を祈念い
たします。

　中区体育協会はこの４月に創立６０周年を迎える事が出
来ました。これもひとえに中区役所をはじめとする横浜市
関係機関、地域関係団体、賛助会員の皆様方のご指導ご
支援ご協力の賜物であり、心から感謝申し上げます。
　現在、当協会では１７種目競技団体、１中学校体育団体
が加盟頂いており、それぞれ中区民大会や種々の活動を
通じて区民のスポーツ振興をはかり、地域の元気を発信し
ております。
　スポーツの持つ魅力や意義は語りつくせません。スポー
ツを通じて夢や感動を区民の皆さんと共有してお互いの絆
を深め、「スポーツで笑顔と元気を！」を合い言葉に、加盟
団体の更なる発展向上と一人でも多くの区民の皆さんが参
画頂くことを願っております。
　また、このたび中区体育協会だより「なかスポーツナビ」
創刊の運びとなりました。皆さんの情報交流のお役にたて
れば幸いです。
　関係の皆様方におかれましては、今後ともこれまで以上
のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げま
す。

あいさつあいさつ




