
　令和２年１月19日（日）、ヤマト市民体育館前橋において、前橋市スポーツ推進委員会主催による第19回前橋市民生涯スポー
ツ大会が開催されました。誰もが気軽に楽しめる大会を開催趣旨とし、種目はディスコンとミニバレーを実施しました。
　ディスク(円盤)をコントロール良く床に滑らせるディスコンは、カーリングやボッチャに似た競技で、ポイント(的)に近
い枚数を競い合います。激しい動きやむずかしいルールもないため、子どもからシニアまで幅広く楽しめます。当日は、38チー
ムが参加し10コートに分かれリーグ戦で行われました。思いどおりのコースに投げられないもどかしさや、ディスクの赤面を
投げたつもりが、途中で青面に反転してしまい相手チームの得点となり、思わず頭をかかえるユーモラスな姿も見られるなど、
和気あいあいと楽しい時間を過ごすことができました。
　ミニバレーは、ビニール製のボールを使用する４人制のバレーボールです。ボールは直径35cmで、柔らかく軽いため初心
者にも親しみやすく、何よりも痛くないことが魅力です。当日は、23チームが６コートに分かれ熱戦が繰り広げられました。ボー
ルは予想以上に変化します。レシーブでは、ドロップして落ちる球にタイミングが合わず腰がくだけてしまい、逆にアタック
した球がホップして浮き上がりラインアウトするなど、意外性が競技に笑みをもたらし、終始なごやかにプレーすることがで
きました。
　スポーツ推進委員会では、今後さらに新しい種目への取り組みに研鑽を重ね、生涯スポーツの普及活動に努めてまいります。
 南橘地区　スポーツ推進委員　丸山 堅也

第19回前橋市民生涯スポーツ大会

ミニバレーディスコン

【ディスコン】

１コート 優勝 城東ゴールデンボーイズ 準優勝 ミラクル

２コート 優勝 Team龍走寺 準優勝 城東ピンクレディース

３コート 優勝 朝倉町１丁目Ａ 準優勝 若宮町３丁目

４コート 優勝 荒牧町Ｂ 準優勝 住吉町二丁目Ａ

５コート 優勝 表町二丁目Ａ 準優勝 朝倉町一丁目Ｃ

６コート 優勝 大友町さくら会 準優勝 萱野団地Ａ

７コート 優勝 表町二丁目Ｃ 準優勝 高花台一丁目Ａ

８コート 優勝 表町二丁目Ｄ 準優勝 高花台一丁目Ｂ

９コート 優勝 大胡チームＡ 準優勝 萱野団地Ｄ

10コート 優勝 大胡チームＢ 準優勝 高花台一丁目Ｄ

【ミニバレー】

１コート 優勝 荒牧町Ｄ 準優勝 上大島Ｂ

２コート 優勝 荒牧町Ｂ 準優勝 MIRACLE-Ⓐ

３コート 優勝 荒牧町Ａ 準優勝 NEXT

４コート 優勝 荒牧町Ｃ 準優勝 かやの体育協会

５コート 優勝 ＬＢＢ＋ 準優勝 池端町

６コート 優勝 上大島Ａ 準優勝 六供町生川Ａ
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　令和元年11月14日（木）～15日（金）の両日、三重県津市産業・スポーツセンター・サオリー
ナ・メインアリーナに於いて、全国からスポーツ推進委員、市区町村の生涯スポーツ担当者を含
む3,700人が一堂に会し、スポーツ推進委員の目指す方向や地域スポーツの今日的な課題につい
て研究協議し、スポーツを推進し資質の向上を図ると共に、生涯スポーツの振興に資することを
目的とし開催されました。
　式典終了後、長年に亘り日本長距離界を牽引してきたDeNAランニングクラブ　エグゼクティ
ブアドバイザーの瀬古利彦氏が、マラソンの強化プロジェクトリーダーになった当時は、男女と
も15年間も日本記録がやぶられず低迷していた。そこで選手の育成や監督の意識改革を進める
ためのシステム作りから始めた。
　「今の若い子たちは泥臭い練習がたらんな～」と口にすると、「瀬古さん、今の若い子は科学的
に説明をしないと言うことを聞きませんよ」と返される。この繰り返しでしたが、それでも言い
続けたら、川内祐輝選手が「瀬古さんの本に90㎞走ったと書かれていたので100㎞を２回走り
ました」と言ってくれました。「半年～１年後に結果が出るよ」と言うと、その半年後日本人は勝てないと言われているボ
ストンマラソンで、練習の成果を発揮し見事優勝31年ぶりの快挙である。
　自身の選手時代の苦労話や2020東京オリンピックで、ひと花咲かせてくれるであろうマラソン界のニューフェイス達の
話など、巧みな話術で終始会場を笑いの渦に巻き込みながらの講演が「心で走る」と題して行われた。
　三重県大会の研究テーマは「スポーツ・イン・ライフを目指して常

とこ

若
わか

な社会の実現に向けて」
　スポーツを「する」「見る」「ささえる」ことは、健康や体力の維持・増進に役立つだけでなく、人生をより充実させたり、人々
に夢や感動を与えたり、地域社会を活性化させるなど多様な力があります。国民一人一人がスポーツすることを、特別な事
と捉えずに子供から高齢者まで、障害の有無にかかわらず日常生活の中で自然にスポーツに親しむ「スポーツ・イン・ライ
フ」を実践することによって、スポーツの価値を享受するとともに自らの健康増進・健康寿命の延伸を図り、いつまでも若々
しく元気な常若な社会を実現していくことが期待されている。
　そこで、地域スポーツのコーディネーターとして、スポーツ推進委員が果たすべき役割や活動の方向性について、全体の
シンポジウム、及び４つの分科会に於いて研究協議が行われた。
第一分科会　スポーツの力で地域社会の活性化を目指すクラブづくり
第二分科会　スポーツ・レクリエーションを通じた健康長寿社会の実現を目指して
第三分科会　障害の有無にかかわらず楽しめるスポーツの振興、スポーツを通じた共生社会の実現を目指して
第四分科会　子供・若者のスポーツ活動の推進、生涯に渡る運動習慣を身に付けるための幼児期からの取り組みについて
 若宮地区　スポーツ推進委員　酒井 一雄

　令和元年11月17日（日）・11月24日（日）、ヤマト市民体育館を主会場に市内各会場に於いて、各種目の協会を主管とす

る７種目「ソフトバレーボール（270名）・ディスコン（45名）・フォークダンス（178名）・スポーツウエルネス吹矢（120

名）・インディアカ（175名）グラウンドゴルフ（234名）・スポレック（52名）」、体験種目として「トランポリン体験（108

名）」の計８種目で、1,182名の選手が参加し行われました。

　私は、スポーツ推進委員会にて推進している「ディスコン」の種目運営に携わりました。

　ディスコンは、当フェスティバルや巡回スポーツ教室の開催により徐々に普及しつつある老若男女問わず楽しめる軽ス

ポーツです。今年の参加者は昨年から見ても着実に増加しております。小学生からご高齢の方まで参加できチーム内にとど

まらず対戦チーム間でのコミュニケーションも盛んでした。珍プレー・好プレーの続出で、終始、声援と笑顔の絶えない競

技でした。

　ディスコンの競技内容は「軽量プラスチックのディスクを用いたフロア上で行うカーリング」といえばイメージできるで

しょうか？。コートも間口５m・奥行10mあれば十分なので

体育館以外でも行うことができます。ルールも簡単なのでそ

の場ですぐに覚えることができます。動きやすい服装であれ

ば本格的なスポーツウェアでなくても差し支えありません。

体力よりも正確性やチームワークを求められる軽スポーツな

ので、ご家族、親子だけでなく三世代での参加も可能です。

　競技に興味がある方は各地区のスポーツ推進委員、または

市スポーツ課までお問い合わせください。

 総社地区　スポーツ推進委員　片桐 雅之

フォークダンスディスコン

第60回全国スポーツ推進委員研究協議会（三重大会）

第23回前橋市民軽スポーツフェスティバル



　令和元年10月26日（土）、「体力測定」と「中部ブロックファミリー健康体力向上アドバ
イザー養成講習会」がヤマト市民体育館前橋の副競技場で行われました。前橋市と隣接す
る市町村のスポーツ推進委員45名が参加しました。
　午前中には体力測定が行われました。まず全員で握力、上体起こし、長座体前屈を行い、
さらに64歳以下は反復横とび、20ｍシャトルラン、立ち幅とび、65歳以上は開眼片足立
ち、10ｍ障害物歩行、６分間歩行など、参加者それぞれが６種目を体験しました。
　午後には「ファミリー健康体力アドバイザー養成講習会」が開かれ、コーディネイター
の前橋市スポーツ推進委員伊藤昌司さんにより、「体力向上事業」について、また午前中に
行ったような体力測定の会場の設営、進め方について具体的な講義が行われました。

　この講習会は、（公社）全国スポーツ推進委員連合の「ファミリー健康体力向上事業」に基づくもので、生涯スポーツをよ
り普及発展するため、６歳から79歳までを対象とした「体力
測定会」を各地で行うというものです。その「体力測定会」を
企画、運営するアドバイザーを養成するのがこの講習会の目的
です。
　この講習会により前橋市に19名の「ファミリー健康体力ア
ドバイザー」が生まれ、令和２年度より活動が始まることとな
ります。
 清里地区　スポーツ推進委員　有坂 一雄

　前橋市スポーツ推進委員会は、市民が気軽に親しめるスポーツの普及活動の一環と
して、「巡回軽スポーツ教室」の開催を担っています。
　令和元年12月７日（土）、東北ブロックの「巡回軽スポーツ教室」が開催されました。
同ブロックは四地区（大胡・宮城・粕川・富士見）から構成されており、宮城地区が
幹事として粕川小学校体育館で実施しました。種目は二つで、『ディスコン』と今回新
しく取り入れた『さいかつぼーる』いう軽スポーツです。
　参加者は20名で、地区の体育協会委員と一般の市民に集まっていただきました。講
師は品川推進委員と各地区の推進委員のもとで行われ、
競技の説明から始まり、互いにチームを組んでの試合
まで、参加者全員にこれら二種目の軽スポーツの楽し

さを知っていただきました。その中で『さいかつぼーる』ではルールはバレーボールに似た
スポーツだが、ボールがおむすび型のような形になっているため、ボールのゆくえの変化に
参加者は戸惑い面白い軽スポーツでした。
 粕川地区　スポーツ推進委員　諸星 裕之

　令和元年11月９日（土）、令和元年度群馬県スポーツ推進委員中部ブロック
研修会が、玉村町社会体育館にて開催されました。前橋市からは43名のスポー
ツ推進委員が参加しました。
　研修会前半では、スポーツ推進委員リーダー養成講習会に参加した伊勢崎市
スポーツ推進委員、長沢田鶴子氏よりお話を伺いました。スポーツ基本法をも
とにスポーツ推進委員の資質と役割についてや、地域スポーツの推進と事業計
画の大切さをお話頂きました。
　後半は、実技研修として「さいかつぼーる」を
玉村町スポーツ推進委員の方々に、教えて頂きま
した。

　「さいかつぼーる」は、１チーム５人でバトミントンコートを使用し、おにぎり型のボール
を打ち合うとてもユニークなスポーツでした。ボールはやわらかく、思いもよらない動きを
するので、とてもおもしろくて笑顔が絶えずプレイできました。
　今回の研修会での経験を、今後の活動に活かしていけるよう努めていきたいと思います。
 桂萱地区　スポーツ推進委員　町田 治恵

ディスコン

さいかつぼーる

10m障害物歩行

反復横とび 上体起こし

体力運動能力調査・健康体力向上アドバイザー養成講習会

群馬県スポーツ推進委員中部ブロック研修会

巡回軽スポーツ教室の実施報告



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)６９９０ 直通

仲間になって一緒に楽しみませんか

①桃井バドミントン愛好会
②バドミントン
③薗田　正夫
④35歳、男17人、女５人
⑤桃井小学校体育館
　土曜日
　７時～９時
⑥年3,000円
⑦ 和気あいあいのクラブです。気
楽に参加を。

①中央居合道練習会
②居合道
③松田　尚男
④50歳　男21人、女４人
⑤桃井小学校体育館
　月曜日　午後６時～９時
　木曜日　午後５時～７時
　土曜日　午前８時～10時
⑥年2,000円
⑦刀が好きな人、高校生以上、地区外でもOK。

①中川POONAクラブ
②バドミントン
③小林　昭一
④50歳、男23人、女17人
⑤中川小学校体育館
　月・金曜日
　午後７時～９時
⑥年4,000円
⑦ 地区住民歓迎。楽しいクラブで
す。

①六操会
②グラウンドゴルフ
③関口　秀夫
④78歳、男８人、女２人
⑤前橋工科大学グラウンド
　毎日
　午前６時30分～７時30分
⑥年6,000円
⑦ 毎日ラジオ体操もやっています。

①王山テニスクラブ
②軟式テニス（ソフトテニス）
③新津　由枝
④70歳、男５人、女10人
⑤王山運動場テニスコート
　月・火・木曜日　午前９時～12時
⑥年2,000円
⑦ コート迄来られる人、テニスが出来る
人。上手下手にかかわらず皆平等に楽
しく無理のない様楽しんでいます。

①前橋バウンドテニスクラブ
②バウンドテニス
③小澤　隆
④35歳、男15人、女15人
⑤前橋市立敷島小学校
　金曜日　午後６時～９時
　土曜日　午後１時～６時
⑥年3,400円
⑦ 子供から大人まで楽しく活動し
ています。

①芳賀ストレッチクラブ
②ストレッチ
③新井　温子
④68歳、女31人
⑤芳賀公民館
　水曜日、午後１時20分～2時30分
⑥月1,000円
⑦ 健康と親睦を深めて先生に指導
していただいて元気に活動して
います。

①桃瀬バドミントンクラブ
②バドミントン
③今井　克行
④20代～80代、男女30人
⑤桃瀬小学校体育館
　日・水曜日
　午後7時～9時
⑥年6,000円　(3月 3,000円、9月 3,000円)
⑦ どなたでも何歳でもOK。初心者でも
大歓迎!楽しくストレス解消できます。

①天川球友ソフトボールクラブ
②ソフトボール
③細野　詔夫
④42歳、男20人
⑤天川小学校校庭
　日曜日
　午前６時～９時
⑥月1,000円
⑦ メンバーが足りません。一緒に楽し
みながらソフトボールをしませんか。

①若寿会フラダンス愛好会
②フラダンス
③吉田　艶子
④70歳、女13人
⑤若宮町３丁目公民館
　午後１時
⑥無し
⑦地区の方のみ募集します。

①上小出町スマイルボウリング部
②スマイルボウリング
③加家壁　正美
④69歳、男７人・女３人
⑤上小出町公民館
　水曜日
　午後１時～
⑥年1,000円
⑦ 会員募集中です。群馬県ねんり
んピック優勝実績あり。

①岩神四丁目グラウンドゴルフクラブ
②グラウンドゴルフ
③小林　隆宣
④77歳、男３人、女10人
⑤利根川河川敷
　火・金　午前９時30分～
　木・日　午後１時
　１時間30分～１時間40分間
⑥３ヶ月毎に1,000円
⑦ 四丁目に住居されている方ならど
なたでもOK。会員募集中！年齢制
限なし。皆で楽しもう！
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