
私たちの地区では、こんなスポーツ活動で楽しんでいます。あなたも参加してみませんか。

①団体名　②種目　③代表　④会員平均年齢・男女人数　⑤活動状況　⑥会費等　⑦受入条件・特記事項

ちょっとのぞいてみたい、参加してみたいと思う方は、
お気軽に右記のスポーツ推進委員会事務局へ
電話でお問い合わせ下さい。

●連 絡 先
前橋市スポーツ課 スポーツ振興係

電話 ０２７(８９８)５８３４ 直通

仲間になって一緒に楽しみませんか

桃
井
地
区

①桃井バドミントンクラブ
②バドミントン
③上田　龍司
④50歳、男10人、女５人
⑤桃井小学校体育館
　火・土曜日、午後７時〜９時
⑥年4,000円
⑦どなたでもバドミントンをやり
たい方歓迎です。

中
央
地
区

①桑町会館自彊術(じきょうじゅつ)
②自彊術健康体操
③平山　初江
④62歳、女７人
⑤�千代田町桑町会館
　木曜日　午後１時30分〜午後３時
⑥月1,800円
⑦�日本最初の健康体操
　元気は自分で作る
　あなたも一緒に健康になりましょう
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地
区
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部
地
区

城
東
地
区

敷
島
地
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地
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桂
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地
区

天
川
地
区

若
宮
地
区

岩
神
地
区

南
橘
地
区

①中川卓球クラブ
②卓球
③長井　正江
④50歳、男12人、女12人
⑤中川小学校体育館
　水・土曜日
　午後７時〜９時
⑥年2,400円
⑦�レッツ　プレイ　ピンポン！

①六供町松寿会連合会
②グラウンドゴルフ
③荒木　昭之
④80歳、男10人、女13人
⑤前橋市六供町前橋市清掃工場多目的広場
　火・金曜日　午前9時〜11時
⑥月500円
⑦�松寿会(老人会)会員であること。会員
は、年老いて増々元気で楽しく週二回
の練習試合(8ホール×４回)を行い年
間成績により上位者を表彰している。

①城東町３丁目グラウンドゴルフ
②グラウンドゴルフ
③川田　信也
④75歳、男５人、女９人
⑤城東町３丁目なかよし公園
　４〜11月の毎週土曜日午前中
⑥なし
⑦小さな公園なので25mが２ホール15mが２
ホール計４ホールで２回まわって１ゲームとし、
３〜４ゲーム程やります。
健康推進　球を打って、歩いて、大声だして、笑っ
て、楽しみながらやっています。年２回開催し
ている城東地区グランドゴルフ大会に参加。

①住吉町二丁目G.G.C
②グラウンドゴルフ
③田村　寛
④77歳、男８人、女８人
⑤日吉町第一公園
　日曜日(但し第二日曜日は休み)
⑥なし(但し大会などのイベント時の�
　会費、交通費、食事代等は個人負担)
⑦�介護予防のための運動であり、スコアはあまりき

にせず笑って、話して、動いて楽しくやっています。

①芳賀スポーツクラブ
②スポレック
③鈴木　勲
④30歳、男10人、女６人
⑤芳賀小学校体育館
　日曜日　午後６時〜８時
⑥なし
⑦�年齢不問。未経験者大歓迎。道
具有り。希望者のみ大会参加。

①桂萱体協卓球部
②卓球
③田村　守弘
④40歳、男19人、女７人
⑤桂萱中学校体育館２階
　水曜日、午後７時30分〜９時
⑥なし
⑦�条件無し、どなたでも。健康維持、地域交流、

自己練習の場として、どなたでも参加可能です。

①天川原町１丁目グラウンドゴルフ愛好会
②グラウンドゴルフ
③太田　良兼
④77歳、男19人、女11人�
⑤天川原中央公園
　火・木・土曜日
　午前９時〜11時
⑥一般　年1,500円
　上部団体競技参加者　年2,000円
⑦�年齢不問、どなたでも。
　健康第一、明るく楽しくを専一にしています。

①若宮町野球部
②野球
③小井土　健一
④30歳、男20人
⑤若宮小学校校庭
　日曜日
　午前８時〜11時
⑥なし
⑦�若宮町在住者。
　前橋市民スポーツ祭町内対抗に
　出場することを目的としている。

①上細井町野球部
②野球・ソフトボール
③猪鼻　貞雄
④35歳、男12人、女３人(応援団のみです)
⑤前橋市内各野球グランド
　日曜日、開始時間は試合日程によ
　り異なります。
⑥なし
⑦南橘地区在住者または近隣地区在住者成人。
�　野球・ソフトボールが好きな人募集してます。

①岩神卓球クラブ
②卓球
③森田　ユミ子
④50歳、男20人、女５人
⑤岩神小学校体育館
　火・土曜日
　午後７時〜９時
⑥月300円
⑦岩神体協の傘下にあり、基本は岩神地区に在住
　する卓球を愛する人達で構成。
　楽しく練習に励み、地域の大会はもちろん各種�
　の大会等に参加しその成果を発揮しています。



巡回スポーツ教室（スポレック競技・ディスコン競技）
　平成26年11月30日(日)前橋市立芳賀小学校体育館において、巡回スポーツ教室が行われました。この教室は前橋市民

の皆様が健康で活気あふれる生活を送れるよう、「いつでも」「どこでも」「だれでも」楽しめる、軽スポーツの普及のため行っ

ております。

　この競技は、誰もが気軽にできるスポーツとして新潟県の糸魚川市で考案された室内競技です。テニスを屋内で行う様な

イメージで、おもにダブルスで行われています。

　コートはバドミントンコートを準用し、ネットもバドミントン用を使用し高さ

90cmに張ります。ラケットがプラスチック製、ボールがスポンジ製なので、安全性

も高く、スピードもあまりないので、幅広い年齢層で楽しめるスポーツです。当日は

小学生からご高齢の方まで幅広い方にお集まり頂きまして、まずは競技説明、準備体

操を行い練習をしました。小学生の子供たちは黄色のスポンジボールが最初は思った

方向に飛ばず、笑いながらボールと追いかけっ

こでしたが、すぐに相手のコートに打てるよう

になり満足そうな笑顔に変わり「いくぞ！」「そ

れ！」など声を出して楽しみながらプレーをしていました。また年配の方も負けずに、

対戦相手からの低いボールも必死に返すなど、元気な姿に思わず「さすがですね！」

と声が出てしまいました。気がつくと皆さんは、さわやかな汗をかいていて、「これは

面白いや！」「そんなに体に負担はかからない」「これは良い！」などと感想がこぼれて

いました。

　この競技も、ニュースポーツのひとつで「いつでも」「どこでも」「だれでも」が定義されていますが、ディスコンは、さ

らに「すぐに」を加えたものです。発祥は岡山市立少年自然の家において、クラフト活動に使用するコースター（木を輪切

りにしたもの）を何かスポーツに使えないか？の要望心から考案に至ったものです。

　この競技は、カーリング競技のイメージでしょうか、１人対１人の個人戦から、６人対

６人の団体戦までいろいろな取り組みで競技ができます。最初にじゃんけんでチームの色

（赤か青）を決めます。勝った方が赤チームで、ポイント（黄）を投げます。このポイント

（黄）を目がけ、表裏異色（赤・青）のディスクをチームごとに投げ合い、チームのディス

クがポイントに近いチームが得点になります。初参加で、

ピッタリ寄せられたり、相手チームのディスクを弾いたり、

投げ方を失敗してディスクが裏返り相手ポイントになって

しまったりと、ドンデン返しの連続で、プレーヤーも指導

者も満面の笑みで「ヤッター！」「すごい！」と大はしゃぎ

でした。

　今後も前橋市民の皆様が、楽しく、健康に生活出来ますように軽スポーツの普及を行っ

て参りますので、お気軽に地元のスポーツ推進委員までお声掛け下さい。

芳賀地区　スポーツ推進委員　横山　利光

スポレック競技

ディスコン競技

スポーツ推進委員
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　全８町ある天川地区では４名（男性３名、女性１名）のスポーツ推進委員が、天川地区
体育協会の常任委員を兼任して活動しております。活動の目的は、地区住民の体育振興を
図り、健康で文化的な生活の実現に役立つことです。体育協会が主催するスポーツ大会は、

春の健康フェア「スマイルボウリング」、初夏の健康フェア「ウォーキング＆健康測定」、10月の８町対抗の市民運動会、秋
の健康フェア「グラウンドゴルフ大会」があります。
　スポーツ推進委員の役割は、競技マニュアルの作成と改善、審判や実技指導、会場やコース作り、用具の確保などです。
また地域連携事業「少年の日活動」に協力して、ホールインワンゲーム�・�ニチレクボール・�輪投げを受け持ち、子供たちに
楽しんでもらっています。

天川地区　　スポーツ推進委員　　横山　洋

天川地区

地区の活動紹介

２月　スマイルボウリング

11月　グラウンドゴルフ大会10月　地区市民運動会７月　輪投げ（「少年の日活動」協力）

６月　ウォーキング＆健康測定５月　ホールインワンゲーム（「少年の日活動」協力)

救急救命講習を受けて
　テレビのニュース等で､ 心肺停止による死亡の話を知る度、「身近で起きて欲しくない｡ 起き

たらどうしよう」と思います。

　以前、役員として参加していたスポーツ競技大会の大会中に選手が倒れた事があり、その方は、

意識を回復する事なく亡くなったそうです。

　それ以来､ あのような事があったら「何か出来るようになっておきたい」と思うようになり

ました。

　今回、救急救命講習に参加して色々な事を知りました。

①時間と命の助かる確率の関係

②救急車の到着時間：平均６分

③AEDはどこに有るのか?

④救命処置の流れ:(反応の確認→呼吸の確認→胸骨圧迫と人工呼吸→AEDの操作)

⑤少しでも早く、胸骨圧迫とAEDを使用する事が大切なのだと分かりました。

　胸骨圧迫は[強く、速く、絶え間なく]と指導されました。

救急隊の方に引き継ぐまで続けられるのか?

適切な人工呼吸が出来るのか?

　色々な不安がありましたが、受講前より落ち着いて対応できると思えるようになりました。

　印象的なお話は、「心配をして何もしないでいる間に生存の可能性は低下する一方なのです。」との言葉でした。

　周りの皆さんも、真剣に受講されており、終了後ちょっとだけ自信のついた顔で帰っていったように見えました。

　起こって欲しくない事故ですが、遭遇した時には、落ち着いて対応が出来るよう、今後も定期的に受講し、本当の自信を

つけたいと思います。

桂萱地区　スポーツ推進委員　坂爪�廣志

AED(自動体外式除細動機)



ミニバレーの紹介

《概要》

《ルール(要約)》

　1972年　北海道大槻町職員、小島　秀俊氏（北海道ミニバレー協会会長）により、ビーチ・ボールにヒントを得て考案

されました。

　ビニール製で柔らかく軽いボールは、初心者にも親しみやすく、レシーブも片手でできます。

　ボールの球道は意外な変化を生み、その意外性がゲームに笑いをもたらし、ほほえましいムードを醸しだします。

そして何よりも痛くないことが魅力です。

【コート・ネット・ボール】
・コート／�バレーボールコートの１/３のサイズ(サイドライン9.0m、エンドライン6.10m)

・ネット／高さ1.55m(バドミントン用ネット又は、ミニバレー専用ネットを使用)

・ボール／オリジナルの公認球を使用

【チームプレイヤー】
ゲームは、１チーム４名のプレーヤーで行います。

男女混成のときは、男２女２とし、男女は対角に位置します。

【ゲーム方法】
・１セット11点の３セットマッチで行い、２セット先取したチームの勝ち。

・ゲーム開始前に両チームのキャプテンによりトスを行い、サーブ権か、コートの選択権のいず

　れかを決める。

・ジュース／両チームがそれぞれ10点を得たときからは、引き続き２点を勝ち越すまでゲームを

　行います。

※特別ルール／大会ルールや会場ルールで行う。(３セット目をラリーポイント制で行うなど)

【プレイヤーの配置】
・プレー開始のときのプレーヤーの位置は図の通りとし、サーブが打たれプレーが開始される

　まではこのポジションを崩してはいけません。

・プレーの開始のときは、プレーヤーは必ずコートの中にいなければなりません。

・プレー開始後の位置は自由とします。

【反則(抜粋)】
・オーバータイムス(同一チーム内で４回以上ボールをプレーしたとき)�

・ドリブル(同一人が２回続けてプレーすること、ブロックは１回とみなす)

・ホールディング(明らかにボールを停止させてプレーしたとき)

・フットボール(ボールをウエストより下の位置にあててプレーしたとき)

・オーバーネット(プレー中ネットを越えて相手ボールに触れたとき)

・スクリーンプレー等(サーバー以外のプレーヤーが故意にサーバーを隠す行為を

　したとき。)

・その他

〜全日本ミニバレー協会・北海道ミニバレー協会ＨＰ参照〜

元総社地区　スポーツ推進委員　前川　和人

ビニール製なのでたたむとコンパクト

プレーヤー配置


