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公益財団法人　名古屋市教育スポーツ協会

名古屋市スポーツ少年団スケート体験教室（日本ガイシアリーナ）



２

　スポーツ少年団は、「１人でも多くの青少年にスポ
ーツの歓びを！」「スポーツを通じて青少年のからだと
こころを育てる組織を地域社会の中に！」と願い、昭
和37年に創設したものです。名古屋市においても
（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市体
育協会）の中に名古屋市スポーツ少年団本部が置
かれています。
　スポーツ少年団は、原則として登録する年の4月1
日現在、満3歳以上の団員10名以上と20歳以上の
指導者2名以上で構成された団体が所定の手続き
を経て登録申請し、日本スポーツ少年団の認定を受

けることで加入できます。本市におけるスポーツ少
年団の登録（新規・更新とも）は、毎年4月から7月
末です。スポーツ少年団の結成、登録、加入などの
ご相談については、下記にお尋ねください。
【問い合わせ先】
名古屋市スポーツ少年団本部〔（公財）名古屋市
教育スポーツ協会（名古屋市体育協会）内〕
〒457-0833　名古屋市南区東又兵ヱ町5－1－16
（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100　　
FAX（052）614-7149

　本部委員会関係会議　本部委員会の開催（年1回）

　各種事業

名古屋市スポーツ少年団交歓大会
平成２9年11月11日（土）
日本ガイシスポーツプラザ第2競技場
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平成29年度 名古屋市スポーツ少年団事業計画

平成29年度 名古屋市スポーツ少年団の登録について

　昨年は横浜市で開催された、競技団体主管で開
催される「都市間交流スポーツ大会」が、今年は神戸
市で開催されます。
１. 大会名　第14回都市間交流スポーツ神戸大会
２. 主　催　（公財）神戸市スポーツ教育協会
３. 共　催　横浜市、京都市、大阪市、名古屋市の
　　　　　　各都市体育協会
４. 主　管　神戸市競技団体

５. 開催地　神戸市等
６. 参加都市　神戸市、横浜市、京都市、大阪市、名古屋市
７. 期　日　平成２９年７月８日（土）から７月２３日（日）
８. 実施競技　ソフトテニス、バスケットボール、軟式野球、
　　　　　　バドミントン、テニス、ボウリング、空手道、
　　　　　　家庭婦人バレーボール、弓道、ホッケー

１

　千種区体育協会は、区民のスポーツ振興と健康増進をめざして、昭和22年9月に設立されました。
　区民の皆さまの生涯スポーツ、レクリエーションの振興を推進するとともに、関係諸団体の方 と々の連携調
整を図ることを目的に活動をしています。
　当協会では、各種スポーツ競技団体、区役所との共催でレクリエーションバレーボールをはじめ、ソフトボー
ル、グラウンド・ゴルフなどの球技から日本の伝統的な武道である柔道、剣道といった幅広い種目の大会を、開
催しております。
　特に生涯スポーツの必要性が高まるなか、スポーツが幅広い年齢層に親しまれるように、また、多様化して
いるニーズに対応できるように努力していきたいと考えています。
●お問合せ先
　千種区役所 区政部 地域力推進室 地域力推進係
　電話番号: 052-753-1826　ファックス番号: 052-753-1924

千種区体育協会

　東区体育協会は、区民の体位向上と、明朗なスポーツ精神の高揚を目的として、昭和30年6月に（社）東
区社会教育協会より独立して発足しました。
　以来、熱意のある関係各位の努力と地域社会の理解を得て、ソフトボールを始めとした学区対抗等の各
種大会の運営のほか、小学生を対象としたスポーツ教室の開催、レクリエーション活動の普及、学区体育行
事やスポーツ団体活動への助成など、充実した事業を計画実施しつつ発展してきました。
　当協会は、今後も事業の更なる発展に精進するとともに、多様なニーズに応えていけるように、地域の方々
とともに、益々の地域スポーツの振興を図ってまいります。
●お問合せ先
　東区役所 区政部 地域力推進室 地域力推進係
　電話番号: 052-934-1124　ファックス番号: 052-935-5866

東区体育協会

日程・会場
日　程 会　場

7月8日（土）・9日（日）
7月8日（土）・9日（日）
7月8日（土）・9日（日）
7月23日（日）
7月8日（土）・9日（日）
7月22日（土）・23日（日）
7月22日（土）・23日（日）
7月8日（土）・9日（日）
7月9日（日）
7月15日（土）・16日（日）

ソフトテニス
バスケットボール
軟式野球
バドミントン
テニス
ボウリング
空手道
家庭婦人バレーボール
弓道
ホッケー

種　目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

神戸総合運動公園（テニスコート）
神戸市立中央体育館
神戸総合運動公園（サブ球場）
神戸市立王子スポーツセンター
しあわせの村（テニスコート）
神戸スカイレーン
ニチイ学館　神戸ポートアイランドセンター
神戸総合運動公園（グリーンアリーナ神戸）
兵庫県立弓道場（明石公園内）
甲南大学六甲アイランドホッケー場

第14回 都市間交流スポーツ大会の開催

加盟地域体育協会ご紹介
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平成28年度 名古屋市スポーツ少年団育成母集団研修会開催

　平成29年3月10日（金）から12日（日）にかけて、今
年で6回目となる「マラソンフェスティバル　ナゴヤ・
愛知2017」が開催されました。「女性だけのフルマ
ラソン大会参加者数世界一」としてギネスブックにも
認定され、全国から注目を集める「名古屋ウィメンズ
マラソン」と、同時開催の「名古屋シティマラソン」や
「名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン」などが開
催され、合わせて3万7千人余のランナーが、早春の
名古屋の街を走り抜けました。沿道では多くの市民

の皆さんが温かい声援を送り、ランナーを激励して
いました。
　大会の運営にご協力をいただいた関係者の皆
さんに厚くお礼申し上げます。
　各競技部門第1位の皆さんは次のとおりです。
その他の記録は大会ＨＰ
（http://womens.marathon-festival.com/）でご
確認ください。

女子マラソン

ハーフマラソン

クオーターマラソン

ホイールチェア
（競技用車いす）

総合
男子総合
女子総合
男子総合
女子総合

総合

ユニスジェプキルイ キルワ
ブラッド ミロセベック
レクシー ギルモア
辰巳　慶宏
成瀬　　優

中山　和美

2時間21分17秒
1時間04分53秒
1時間16分53秒
32分52秒
38分45秒

25分21秒

記 録氏名（敬称略）部 　 　 門

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2017　

　名古屋市スポーツ少年団に登録された各スポー
ツ少年団の活動の充実・発展を図ることを目的に
「平成28年度名古屋市スポーツ少年団育成母集
団研修会」が、１月１５日（日）にスポーツ振興会館に
て開催されました。
　当日は、心理カウンセラーの吉田
繁敬様による「怒りのコントロール」を
テーマにお話ししていただきました。
　「怒りの感情をコントロールできず
に、ついつい子供を叱ってしまう」とい
う悩みを抱える保護者や指導者のた
めに、叱りを発生する仕組みを理解

し、怒りの感情をコントロールする方法を紹介してい
ただきました。
　参加された指導者・保護者のみなさまから、「普
段の生活の中でも役に立つ！」といった感想が寄せ
られ、とても有意義な研修になりました。

３

　今年度市民スポーツ祭の締めくくりとなるバスケッ
トボール競技、スキー競技の大会が市内各会場な
らびに岐阜県高山市飛騨ほおのき平スキー場で開
催されました。ミニバスケットボール競技には男子・女
子併せて6,375名、スキー競技には、小学生から壮
年まで12部門に142名が参加し、熱戦が繰り広げら
れました。
　各開催施設の皆様始め大会の企画や運営にご
協力いただいた関係者の皆様には、大変お世話に
なりました。この場をお借りして御礼申し上げます。あ
りがとうございました。
　なお、各大会の成績優秀者（チーム）は、ホーム
ページにて公開しております。

【ミニバスケットボール競技】
開催日：平成２９年１月２２日（日）～２月１１日（土）
開催場所：千種スポーツセンター始め市内各会場
大会結果：http://www.nagoya-taikyo.or.jp/　
（名古屋市体育協会ホームページ）

【スキー競技】
開催日：平成２９年２月１９日（日）
開催場所：飛騨ほおのき平スキー場
大会結果：http://www.nagoya-ski.org/　
（名古屋市スキー協会ホームページ）

第58回市民スポーツ祭（ミニバスケットボール競技・スキー競技）

子どもスポーツフェスタ・冬
　今年度も「子どもスポーツフェスタ・冬」が、1月21日
（土）に開催されました（主催：市教育委員会、市教
育スポーツ協会、市小中学校体育連盟）。
　「子どもスポーツフェスタ・冬」は、地域からでも
学校からでも気軽に参加することができる、小学
生のためのスポーツイベントで、名古屋市内のス
ポーツ施設でドッジボール、ソフトバレーボール、
３on３バスケットボール、フットサル、ニュースポーツ
を楽しんでいただきました。
　「ナゴヤ夢ドッジ」は、日本ガイシホールと第２競技
場で開催され、114チーム1,256名の選手が参加し
て熱戦が繰り広げられました。開会式は、香流ファイ

ターズ　垣原隼也選手から「選手代表のことば」
が元気良く発せられました。大会は１リーグ3～5
チームのリーグ戦形式で行い、全勝したチームには
「全勝賞」が授与されました。また、第３競技場の
「おもしろスポーツにチャレンジ！」でのニュースポーツ
の体験や、昼の休憩時間に開催された「ドッジボー
ルターゲット」では各チーム代表選手によるチーム対
抗戦が行われ、名古屋市のマスコットキャラクター
「はち丸くん」も登場するなどして大いに盛り上がりま
した。
　事業の運営や企画にあたられた関係競技団体
や関係者の皆さまに厚くお礼申し上げます。
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年で6回目となる「マラソンフェスティバル　ナゴヤ・
愛知2017」が開催されました。「女性だけのフルマ
ラソン大会参加者数世界一」としてギネスブックにも
認定され、全国から注目を集める「名古屋ウィメンズ
マラソン」と、同時開催の「名古屋シティマラソン」や
「名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン」などが開
催され、合わせて3万7千人余のランナーが、早春の
名古屋の街を走り抜けました。沿道では多くの市民

の皆さんが温かい声援を送り、ランナーを激励して
いました。
　大会の運営にご協力をいただいた関係者の皆
さんに厚くお礼申し上げます。
　各競技部門第1位の皆さんは次のとおりです。
その他の記録は大会ＨＰ
（http://womens.marathon-festival.com/）でご
確認ください。

女子マラソン

ハーフマラソン

クオーターマラソン

ホイールチェア
（競技用車いす）

総合
男子総合
女子総合
男子総合
女子総合

総合

ユニスジェプキルイ キルワ
ブラッド ミロセベック
レクシー ギルモア
辰巳　慶宏
成瀬　　優

中山　和美

2時間21分17秒
1時間04分53秒
1時間16分53秒
32分52秒
38分45秒

25分21秒

記 録氏名（敬称略）部 　 　 門

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2017　

　名古屋市スポーツ少年団に登録された各スポー
ツ少年団の活動の充実・発展を図ることを目的に
「平成28年度名古屋市スポーツ少年団育成母集
団研修会」が、１月１５日（日）にスポーツ振興会館に
て開催されました。
　当日は、心理カウンセラーの吉田
繁敬様による「怒りのコントロール」を
テーマにお話ししていただきました。
　「怒りの感情をコントロールできず
に、ついつい子供を叱ってしまう」とい
う悩みを抱える保護者や指導者のた
めに、叱りを発生する仕組みを理解

し、怒りの感情をコントロールする方法を紹介してい
ただきました。
　参加された指導者・保護者のみなさまから、「普
段の生活の中でも役に立つ！」といった感想が寄せ
られ、とても有意義な研修になりました。

３

　今年度市民スポーツ祭の締めくくりとなるバスケッ
トボール競技、スキー競技の大会が市内各会場な
らびに岐阜県高山市飛騨ほおのき平スキー場で開
催されました。ミニバスケットボール競技には男子・女
子併せて6,375名、スキー競技には、小学生から壮
年まで12部門に145名が参加し、熱戦が繰り広げら
れました。
　各開催施設の皆様始め大会の企画や運営にご
協力いただいた関係者の皆様には、大変お世話に
なりました。この場をお借りして御礼申し上げます。あ
りがとうございました。
　なお、各大会の成績優秀者（チーム）は、ホーム
ページにて公開しております。

【ミニバスケットボール競技】
開催日：平成２９年１月２２日（日）～２月１１日（土）
開催場所：千種スポーツセンター始め市内各会場
大会結果：http://www.nagoya-taikyo.or.jp/　
（名古屋市体育協会ホームページ）

【スキー競技】
開催日：平成２９年２月１９日（日）
開催場所：飛騨ほおのき平スキー場
大会結果：http://www.nagoya-ski.org/　
（名古屋市スキー協会ホームページ）

第58回市民スポーツ祭（ミニバスケットボール競技・スキー競技）

子どもスポーツフェスタ・冬
　今年度も「子どもスポーツフェスタ・冬」が、1月21日
（土）に開催されました（主催：市教育委員会、市教
育スポーツ協会、市小中学校体育連盟）。
　「子どもスポーツフェスタ・冬」は、地域からでも
学校からでも気軽に参加することができる、小学
生のためのスポーツイベントで、名古屋市内のス
ポーツ施設でドッジボール、ソフトバレーボール、
３on３バスケットボール、フットサル、ニュースポーツ
を楽しんでいただきました。
　「ナゴヤ夢ドッジ」は、日本ガイシホールと第２競技
場で開催され、114チーム1,256名の選手が参加し
て熱戦が繰り広げられました。開会式は、香流ファイ

ターズ　垣原隼也選手から「選手代表のことば」
が元気良く発せられました。大会は１リーグ3～5
チームのリーグ戦形式で行い、全勝したチームには
「全勝賞」が授与されました。また、第３競技場の
「おもしろスポーツにチャレンジ！」でのニュースポーツ
の体験や、昼の休憩時間に開催された「ドッジボー
ルターゲット」では各チーム代表選手によるチーム対
抗戦が行われ、名古屋市のマスコットキャラクター
「はち丸くん」も登場するなどして大いに盛り上がりま
した。
　事業の運営や企画にあたられた関係競技団体
や関係者の皆さまに厚くお礼申し上げます。



　（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋

市体育協会）は、名古屋市における体育・スポ

ーツ団体を統括し、アマチュアスポーツの普

及振興と市民のスポーツへの関心を高めるた

めの様々な事業を行っています。

　こうした事業を一層充実発展させ、市民の

心身の健全な発達に寄与できるよう当協会で

は『賛助会員の募集』をしております。

　皆様の暖かいご支援とご協力をお願いいた

します。

◇会費　年額　１口　 10,000円

　　　　　　　　　　（法人は２口以上）

 何口でもご加入いただけます。

◇ 賛助会員になられた方には、年3回（9月・

12月・3月）発行する当協会広報誌「なごやの

スポーツ」を送付させていただきます。

◇ 照会・連絡先　

　（公財）名古屋市教育スポーツ協会

　（名古屋市体育協会事務局）

　名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16

　（スポーツ振興会館内）

　TEL（052）614-7100　　

　FAX（052）614-7149

　※ご連絡いただければ、折り返し『ご案内』

　　及び『振込用紙』等を送付いたします。

3月21日（火）に、ウィルあいちの「ウィルホール」にお
いて、平成28年度の（公財）愛知県体育協会 スポー
ツ功労者表彰式が行われました。名古屋市関係で
は、長年にわたり地域においてスポーツの振興及び普
及に尽力され、各区の体育協会から推薦のあった４
名の皆さんが、スポーツの振興に功績のあった「スポ
ーツ功労者」として他の部門の表彰者とともに表彰さ
れました。受賞者の皆さん、おめでとうございます。

区　名 氏　名

中　　村

中

昭　　和

瑞　　穂

川良　三郎

渡邉　賢次

小野木　優

前田　惠美子

～事務局だより～
【体育功労者表彰選考委員会】
  第2回　2月1日（水）スポーツ振興会館会議室
  公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会体育功労者
  表彰要綱改正について審議

【広報委員会】
  第3回　2月28日（火）スポーツ振興会館役員室 
  「なごやのスポーツVOL.114」の編集に関する件で、
  編集内容等を決定

（敬称略）

６

表紙写真：名古屋市スポーツ少年団スケート体験教室
　　　　 （日本ガイシアリーナ）
表紙題字：後藤　淳（名古屋市体育協会特別顧問）
この印刷物は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

なごやのスポーツ（第114号）
平成29年3月31日発行
発行　公益財団法人　名古屋市教育スポーツ協会
　　　　　　　　  　　 （名 古 屋 市 体 育 協 会）
編集責任者　広報委員長　斉藤元三
〒457-0833　名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16

（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100　FAX（052）614-7149

平成28年度愛知県体育協会スポーツ功労者表彰
私とスポーツ

一意専心  SPORTS人生放談シリーズ　
時としてわが身よりも大切･･･スポーツの素晴しさにとことん惚れ込み、
人生の多くをスポーツに賭けてきた愛すべき人々。このコーナーでは
名古屋のスポーツ界を支えてきた “縁の下の力持ち”をご紹介し、その
人間的魅力に鋭くせまります。
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石塚 良和さん（港区スポーツ推進委員連絡協議会会長）
いしづか　よしかず

プロフィール
昭和20年、名古屋市港区生まれ。小中学校まで軟式野球、高校入学から硬式野球を
プレーし、社会人になった21歳まで打ち込む。以降、クラブチームで軟式野球、ソフト
ボールを68歳までプレーを続ける。そのかたわら昭和63年より名古屋市体育指導委
員の任命を受け、地域の小学生に対して、野球、ソフトボールの指導にあたる。平成25
年、全国スポーツ推進委員連合よりスポーツ功労者表彰を受ける。現在、愛知県スポ
ーツ推進委員連絡協議会評議員、名古屋市スポーツ推進委員連絡協議会会計、港
区スポーツ推進委員連絡協議会会長を務める。

インタビュアー／市体育協会広報委員　尾野 博之

――小さい頃から野球一筋、きっかけは何だったんですか？
野球が盛んな地域で駐在をしていた叔父から、「夜でも野球を
やっているぞ」と聞かされ、小学校3年生の時に連れて行って
もらいました。その時に、「野球ってすごいな」と、とても感動し
ました。すぐに翌年の4年生に野球部に入りましたよ。そこから
ずっと68歳まで、野球やソフトボールを現役選手としてプレー
し続けてきました。
――68歳まで！ 何か体力づくりはされていたんですか？
とくにはしていませんよ。66歳まで医者にかかったことがなく、
もともと丈夫だったんでしょう。でも、病気になってしまった。そ
れからは、野球やソフトボールができることが健康のバロメー
ターだと思ってプレーしてきましたね。現役を退いた理由は2
つ。ひとつは、高校生の時にデッドボールを受け、半月板が欠
けたままずっと仕事も野球もやってきたのですが、加齢と体重
増でいよいよ痛くなったこと。もうひとつは、高校生の孫とキャッ
チボールをしていた時、「じいちゃん、球が遅いね」と言われた
こと。衰えているなと実感して、もうやめようと（笑）。
――子供たちへの野球の指導も早くから始めていますね。
たまたま僕の息子が小学校へ行きだしたものだから、小学校
のソフトボールの指導者を始めました。僕自身、先生に恵まれ
て、地域に恵まれて、子供の頃から野球を楽しむことができま
したから、地域に恩返しをしなければと考えて、子供会の指導
も始めました。いまは月2回、トワイライトの野球教室を開いて
います。ソフトボールやトワイライトの野球教室からは、甲子園
球児が何人も出ているんですよ。
――どんな指導をされているんですか？
特別なことは教えていません。ただキャッチボールをやるだけ
です。子供たちは「おじさん打ちたい」とすぐ言いますよ。打た
せれば時間は早くすぎるし、こちらも楽なんです。ですが、1時
間の練習だと30分キャッチボール。出来た子からバッティング
をさせたり守備練習をさせたりですね。クラブチームが教える
ようなハイレベルなことは教えていません。小学校のうちはそ
れで充分だと思いますね。ですから僕が指導しているのは小

人に恵まれ、地域に恵まれ、
長く野球をやってこれた。
その恩返しをしているつもりです。

学校3年生まで。将来甲子園に行くような子はわかりますから、
そういう子に対しては、親に言います。3年生を過ぎたらクラブ
チームかボーイズに入れたらどうか、とね。
――基本が大切だということですね。課題はありますか？
いま地域の30代40代の親御さんが、役員をやるのがイヤだ
からと、子供会や町内会に入らないんですね。だから子供たち
が、子供会行事や町内行事に参加できません。子供に聞けば
ほとんどの子が入りたいと言うんですよ。親がブレーキかけて
いる。子供会の加入率は5割を切っているそうです。だから野
球やソフトボールの大会ができない。小学校2年生3年生はい
ても4先生以上がいなものだから、学区チームも連合といって、
2学区で1チームにしたりして、なんとか人数を確保している
状態です。
――課題の解決も含めて、これからの目標をお聞かせください。
地域の子供会の加入人口を増やしたいですね。そこから始め
ようと、いま港区のスポーツ推進委員さんにも声をかけている
ところです。僕の町内は、子供会に入っていなくても、子供会の
野球チームやソフトボールチームに特例で入れるようにして
います。また、ずっと盆踊りをやっていましたが、いまでは露店
を中心とした宵祭りにして、なんとか若いお父さんお母さんが
地域に参加してくれるように工夫しています。社会構造が違っ
てきたからしょうがないな、とは思うけれど、いまのままではや
はり寂しい。僕は子供が大好きだから、なんとか地域の公園で
遊んでくれる子が増えるといいなと考えています。
――スポーツが子供たちはもちろん、地域の人と人をつなげる
きっかけにな
るといいです
ね。本日はあ
りがとうござ
いました。

後列左端が
石塚さん
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　（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋

市体育協会）は、名古屋市における体育・スポ

ーツ団体を統括し、アマチュアスポーツの普

及振興と市民のスポーツへの関心を高めるた

めの様々な事業を行っています。

　こうした事業を一層充実発展させ、市民の

心身の健全な発達に寄与できるよう当協会で

は『賛助会員の募集』をしております。

　皆様の暖かいご支援とご協力をお願いいた

します。

◇会費　年額　１口　 10,000円

　　　　　　　　　　（法人は２口以上）

 何口でもご加入いただけます。

◇ 賛助会員になられた方には、年3回（9月・

12月・3月）発行する当協会広報誌「なごやの

スポーツ」を送付させていただきます。

◇ 照会・連絡先　

　（公財）名古屋市教育スポーツ協会

　（名古屋市体育協会事務局）

　名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16

　（スポーツ振興会館内）

　TEL（052）614-7100　　

　FAX（052）614-7149

　※ご連絡いただければ、折り返し『ご案内』

　　及び『振込用紙』等を送付いたします。

3月21日（火）に、ウィルあいちの「ウィルホール」にお
いて、平成28年度の（公財）愛知県体育協会 スポー
ツ功労者表彰式が行われました。名古屋市関係で
は、長年にわたり地域においてスポーツの振興及び普
及に尽力され、各区の体育協会から推薦のあった４
名の皆さんが、スポーツの振興に功績のあった「スポ
ーツ功労者」として他の部門の表彰者とともに表彰さ
れました。受賞者の皆さん、おめでとうございます。

区　名 氏　名

中　　村

中

昭　　和

瑞　　穂

川良　三郎

渡邉　賢次

小野木　優

前田　惠美子

～事務局だより～
【体育功労者表彰選考委員会】
  第2回　2月1日（水）スポーツ振興会館会議室
  公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会体育功労者
  表彰要綱改正について審議

【広報委員会】
  第3回　2月28日（火）スポーツ振興会館役員室 
  「なごやのスポーツVOL.114」の編集に関する件で、
  編集内容等を決定

（敬称略）

６

表紙写真：名古屋市スポーツ少年団スケート体験教室
　　　　 （日本ガイシアリーナ）
表紙題字：後藤　淳（名古屋市体育協会特別顧問）
この印刷物は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
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　　　　　　　　  　　 （名 古 屋 市 体 育 協 会）
編集責任者　広報委員長　斉藤元三
〒457-0833　名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16

（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100　FAX（052）614-7149

平成28年度愛知県体育協会スポーツ功労者表彰
私とスポーツ

一意専心  SPORTS人生放談シリーズ　
時としてわが身よりも大切･･･スポーツの素晴しさにとことん惚れ込み、
人生の多くをスポーツに賭けてきた愛すべき人々。このコーナーでは
名古屋のスポーツ界を支えてきた “縁の下の力持ち”をご紹介し、その
人間的魅力に鋭くせまります。
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石塚 良和さん（港区スポーツ推進委員連絡協議会会長）
いしづか　よしかず

プロフィール
昭和20年、名古屋市港区生まれ。小中学校まで軟式野球、高校入学から硬式野球を
プレーし、社会人になった21歳まで打ち込む。以降、クラブチームで軟式野球、ソフト
ボールを68歳までプレーを続ける。そのかたわら昭和63年より名古屋市体育指導委
員の任命を受け、地域の小学生に対して、野球、ソフトボールの指導にあたる。平成25
年、全国スポーツ推進委員連合よりスポーツ功労者表彰を受ける。現在、愛知県スポ
ーツ推進委員連絡協議会評議員、名古屋市スポーツ推進委員連絡協議会会計、港
区スポーツ推進委員連絡協議会会長を務める。

インタビュアー／市体育協会広報委員　尾野 博之

――小さい頃から野球一筋、きっかけは何だったんですか？
野球が盛んな地域で駐在をしていた叔父から、「夜でも野球を
やっているぞ」と聞かされ、小学校3年生の時に連れて行って
もらいました。その時に、「野球ってすごいな」と、とても感動し
ました。すぐに翌年の4年生に野球部に入りましたよ。そこから
ずっと68歳まで、野球やソフトボールを現役選手としてプレー
し続けてきました。
――68歳まで！ 何か体力づくりはされていたんですか？
とくにはしていませんよ。66歳まで医者にかかったことがなく、
もともと丈夫だったんでしょう。でも、病気になってしまった。そ
れからは、野球やソフトボールができることが健康のバロメー
ターだと思ってプレーしてきましたね。現役を退いた理由は2
つ。ひとつは、高校生の時にデッドボールを受け、半月板が欠
けたままずっと仕事も野球もやってきたのですが、加齢と体重
増でいよいよ痛くなったこと。もうひとつは、高校生の孫とキャッ
チボールをしていた時、「じいちゃん、球が遅いね」と言われた
こと。衰えているなと実感して、もうやめようと（笑）。
――子供たちへの野球の指導も早くから始めていますね。
たまたま僕の息子が小学校へ行きだしたものだから、小学校
のソフトボールの指導者を始めました。僕自身、先生に恵まれ
て、地域に恵まれて、子供の頃から野球を楽しむことができま
したから、地域に恩返しをしなければと考えて、子供会の指導
も始めました。いまは月2回、トワイライトの野球教室を開いて
います。ソフトボールやトワイライトの野球教室からは、甲子園
球児が何人も出ているんですよ。
――どんな指導をされているんですか？
特別なことは教えていません。ただキャッチボールをやるだけ
です。子供たちは「おじさん打ちたい」とすぐ言いますよ。打た
せれば時間は早くすぎるし、こちらも楽なんです。ですが、1時
間の練習だと30分キャッチボール。出来た子からバッティング
をさせたり守備練習をさせたりですね。クラブチームが教える
ようなハイレベルなことは教えていません。小学校のうちはそ
れで充分だと思いますね。ですから僕が指導しているのは小

人に恵まれ、地域に恵まれ、
長く野球をやってこれた。
その恩返しをしているつもりです。

学校3年生まで。将来甲子園に行くような子はわかりますから、
そういう子に対しては、親に言います。3年生を過ぎたらクラブ
チームかボーイズに入れたらどうか、とね。
――基本が大切だということですね。課題はありますか？
いま地域の30代40代の親御さんが、役員をやるのがイヤだ
からと、子供会や町内会に入らないんですね。だから子供たち
が、子供会行事や町内行事に参加できません。子供に聞けば
ほとんどの子が入りたいと言うんですよ。親がブレーキかけて
いる。子供会の加入率は5割を切っているそうです。だから野
球やソフトボールの大会ができない。小学校2年生3年生はい
ても4先生以上がいなものだから、学区チームも連合といって、
2学区で1チームにしたりして、なんとか人数を確保している
状態です。
――課題の解決も含めて、これからの目標をお聞かせください。
地域の子供会の加入人口を増やしたいですね。そこから始め
ようと、いま港区のスポーツ推進委員さんにも声をかけている
ところです。僕の町内は、子供会に入っていなくても、子供会の
野球チームやソフトボールチームに特例で入れるようにして
います。また、ずっと盆踊りをやっていましたが、いまでは露店
を中心とした宵祭りにして、なんとか若いお父さんお母さんが
地域に参加してくれるように工夫しています。社会構造が違っ
てきたからしょうがないな、とは思うけれど、いまのままではや
はり寂しい。僕は子供が大好きだから、なんとか地域の公園で
遊んでくれる子が増えるといいなと考えています。
――スポーツが子供たちはもちろん、地域の人と人をつなげる
きっかけにな
るといいです
ね。本日はあ
りがとうござ
いました。

後列左端が
石塚さん
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