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中区笑顔スポーツフェスタ２０１４ 「チャレンジスポーツ３」を開催しました！！
10 月 26 日(日)第３回中区笑顔スポーツフェスタに子どもから大人、親子など多くの方にご参加いただきまし
た。皆さん３つのスポーツにチャレンジし、中スポーツセンター第２体育室には明るい声が響きました。
優勝者の皆さん

ストラックアウト
（野球）

アタック
（バレーボール）

フリーキック
（サッカー）

イベントの写真は、中スポーツセンターＨＰ内『なかネコフォトギャラリー』でも掲載中！！
なかネコフォトギャラリー

検索
中スポーツセンターキャラクター「なかネコ」
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平成 26 年度中区体育協会総会で表彰式を行いました
5 月 28 日(水)の総会で次の方々を表彰しました。
★平成 25 年度横浜スポーツ普及功労賞
高田 一男さん【中区剣道連盟】
★平成 26 年度中区体育協会表彰
≪中区体育推進功労者≫
安永 狭野子さん【中区インディアカ連盟】
神谷 澄子さん 【中区バレーボール協会】
吉野 次郎さん 【中区サッカー協会】
≪優秀選手・団体≫
Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.ジュニアユース（Ｕ-15）
【中区サッカー協会】
受賞者の皆さんと中区体育協会山口会長（左端）
、三上中区長（右端）

ガンバっている 専門部！！

いまも続く復興支援

≪第４回東日本大震災チャリティダンススポーツフェスティバル≫
毎年４月は中区民ダンススポーツ大会を開催していました。11 回目の大会準備に入った平成 23 年３月 11 日、
東北で未曾有の大地震が起き、多くの競技会は自粛や中止となりました。当団体も競技会の中止を決定しました。
しかし、何らかの支援ができないか検討の結果、
「チャリティダンスフェスティバル」を計画実行いたしました。
短い期間でのＰＲ活動に不安もありましたが、例年ご協力をいただいている中区内のチームヒルズのデモやレク
チャー、中区のジュニアサークルの発表、ダンスタイム等盛りだくさんの企画にたくさんの参加をいただき、
初年度は 26 万円以上の募金ができました。今年で４回目を終了しましたが、皆さんからの寄付金と売上余剰
金（4 回合計 578,469 円）の全てを神奈川新聞社厚生事業団東日本大震災復興支援へ寄付をいたしました。
私が昨年、一昨年と現地に行って見てまいりましたところ本当に 3 年が過ぎたのか？と思うほど復興には程遠
い状況でした。そして、地元の方々は風化して忘れられてしまう事が悲しいと言うのを聞いてきました。
私達は、ダンスを踊れる事に感謝しつつ、風化させない気持ちを大切にして、微力ではありますが今後も継続
できるようにしたいと思います。
中区ダンススポーツ連盟理事長 鈴木信夫
皆さんのまごころもいっしょに！！

華やかな舞が繰り広げられました。

≪第４回中区少年野球連盟・宮古市磯鶏バッファローズ交流会≫
8 月 16 日(土)中区本牧海づり公園少年野球場に、ブルーと白のユニフォームに身を包んだ小学１～６年生 17
人のスラッガーが到着しました。東日本大震災で被災した岩手県宮古市の少年野球チーム「磯鶏ブッファローズ」
の面々です。迎えた中区少年野球連盟混成チーム（20 人）と挨拶を交わし、レフトの芝生でウォーミングアップ
を始めました。開会宣言・来賓挨拶後に第１試合が始まりグラウンドに明るい元気な声が響きました。
第１試合終了後、隣接グラウンドで「中本牧シニア」のピッチャ―によるバッティングを体験しました。硬球
は「芯を少しでも外すと重たくてシビレました。
」と目を輝かせていました。
交流事業は中区少年野球連盟高橋会長が岩手県出身で募金以外の支援をしようと役員・チーム関係者と企画し
４年目となります。
磯鶏バッファローズの子供たちは、震災直後はグラウンドが避難所に使用されるなど練習ができず沈んでいま
したが、徐々に明るさを取り戻しているそうです。
今後も連盟役員・父兄の尽力及び関係団体等の支援により交流事業が継続できるよう期待されます。
プレイボール

笑顔でランニング

中区ウオーク＆健康フェスティバル が開催されました！
11 月 1 日(土)中区ウオーク＆健康フェスティバルが開催されました。中区体育協会は「ハマの風を感じるコー
ス」に参加しウオーキングを楽しみました。ゴールの横浜文化体育館では、体力測定やラジオ体操の正しい動き
を体験し汗を流しました。中区体育協会は、小太刀道協会による体験教室「バルーンファイティング」を行い、
子供から大人まで多くの方に楽しんでいただきました。
ウオークに参加した
専門部の皆さん

真剣勝負！！
面を一本取る
と「パンッ！」
と会場に響き
ます

専門部

お問合せ一覧

１ 中区野球協会
２ 中区バレーボール協会
３ 中区バドミントン協会
４ 中区少年野球連盟
５ 中区卓球協会
６ 中区剣道連盟
７ 中区サッカー協会
８ 中区ソフトテニス協会
９ 中区インディアカ連盟
10 中区ソフトボール協会
11 中区ボウリング協会
12 中区ゲートボール連合
13 中区ダンススポーツ連盟
14 中区小太刀道協会
15 中区硬式テニス協会
16 中区グラウンド・ゴルフ協会
17 中区バスケットボール連盟
18 中学校体育連盟

★中区体育協会にお問い合わせください。
芝崎 ０４５（５４４）００６４
吉川 Ｅ-mail qqzfza9@arion.ocn.jp
高橋 ０９０（５５１４）０９８５
★中区体育協会にお問い合わせください。
小野田 ０４５（６２２）６９０２
吉野 ０４５（６２１）８７６０
関野 ０４５（７６１）６９９４
★中区体育協会にお問い合わせください。
菊池 ０４５（６２１）３５９７
坂牧 ０４５（２６１）９３４１
井上 ０４５（６２５）１１６３
鈴木 ０４５（６４１）３４９８
飯田 ０９０（５５７５）３３８８
板倉 ０４５（６２１）００９１
金子 ０４５（６２１）３３８７
奥野山 ０９０（４７５６）２７１５
★中区体育協会にお問い合わせください。

不動産のことなら地元の当店へ！
神奈川県知事免許(10) 12083 号

ヨネミツ不動産
代表者

米山

満

横浜市中区野毛 3-123

TEL(242)5336

FAX(261)2967

中区体育協会賛助会員の紹介(敬称略)
◆賛助会員の皆様には日頃より暖かいご支援をいただき誠にありがとうございます。

☆企業・団体☆

☆加盟団体☆

㈲旭屋

（株）ハシモトヤ運動具店

上野町ニュースターズ

(株)新井清太郎商店

早川運輸(株)

大里少年野球部

荒木工業（株）

(株)日比野スポーツ

大平ファイターズ

(株)アルテック

NTT 東日本㈱ 神奈川支店

小港カージナルス

(株)安藤スポーツ

藤木企業(株)

鷺竹クラブ少年野球部

(株)石川組

藤木陸運(株)

根岸海城クラブ

協同組合伊勢佐木町商店街

(株)藤嘉

錦町ドリームズ

(株)伊勢ビル

平和工業(株)

野毛オールスターズ

木下商事(株）

馬車道商店街協同組合

本牧サンダース

金岡建設（株）

（株）ポートサービス

本牧元町北部少年野球部

関東港運(株)

(株)ホテルニューグランド

間門イーグルス

(株)共栄社

(株)ポンパドウル

山手シャークス

九球会

中スポーツセンター

山手メイツ

協同電気(株)

本牧元町南部町内会

大和町バンビーズ

京浜船貨整備(株)

誠貿易運輸(株)

ヤングジャガーズ

桜木町１・２丁目町内会

松村(株)

山手少年剣武会（中区剣道連盟）

(株)佐藤商店

(株)ロイヤルホール

中区剣道連盟

(株)山九海陸

(株)横浜アーチスト

中区ダンススポーツ連盟

(株)産業貿易センター

横浜エレベータ(株)

中区小太刀道協会

三丸興業(株)

(株)横浜スタジアム

中区野球協会

白鳥運輸（株）

横浜信用金庫

中区ソフトテニス協会

ジャパンエキスプレス共済組合

横浜建物管理（株）

中区ゲートボール連合

全日本海員生協協同組合

(株)横浜酒販会館

中区家庭婦人バレーボール連盟

第一船舶企業(株)

横浜港埠頭ビル(株)

中区卓球協会

太洋歯科クリニック

横浜スバル自動車(株)

日の出川クラブ

中華街鍼灸院

鍼灸指圧マッサージレスト

中区バスケットボール連盟

(株)トーソー

ヨネミツ不動産

大鳥ミニバスケットボールクラブ

トランスマリン（株）

（有）リカーハウス山多屋

横浜もとまちミニバスケットボールクラブ

中区空手道連盟

NPO 法人 Y.S.C.C.

北方ミニバスケットボールクラブ

(株)根岸の旗や

(株)渡辺組

☆個人会員☆
岩﨑 守

他５企業・団体、個人会員４名

飯田正剛

関野 忠充

※平成 26 年 11 月末日現在
♪編集後記♪
「なかスポーツナビ 4 号」は、サイトウプリントさんの多大
なご厚意によりカラーで発行することができました。賛助会
員はじめ各種団体・地域の方々の支えにお応えできるようよ
り良い紙面作りに努力したいと存じます。

