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公益財団法人　名古屋市教育スポーツ協会

NESPA

※

新車ご登録日から3年間無料の

スマイルフリー点検
整備のスペシャリストで
名古屋トヨペットのエンジニアには、専門の
研修を受けた「ハイブリッドスペシャリスト」
が全店に在籍しております。エコ運転の方
法やご質問などお気軽にご相談ください。

安心

安心

安心安心

このマークが目印です。

ご購入後も しっかりサポート！
当社で自動車保険をご加入
頂いた方へもれなくプレゼント！

名古屋トヨペットは、愛知県下77ヶ所のサービ
スネットワークでお客様の快適なカーライフを
サポートしています。また、2代目プリウスから
ハイブリッドカーを販売・整
備してきた知識と実績を
生かし、購入後も3年間無
料で安心して、大切な愛車
を任せることができます。

※：消耗部品・油脂類の交換等のメンテナンス費用については別途費用が
必要です。ハイエースバンは購入より2年間となります。サクシードバン、
トヨエース、ハイエースコミューター及び事業用は対象外となります。

実施月
点検内容

1ヶ月目

無料点検
6ヶ月目

無料点検
12ヶ月目

定期点検
15ヶ月目

セーフティー点検
18ヶ月目

プロケア点検

実施月
点検内容

21ヶ月目

セーフティー点検
24ヶ月目

定期点検
27ヶ月目

セーフティー点検
30ヶ月目

プロケア点検
33ヶ月目

セーフティー点検

NTPでは、地域の皆様が集う場所として、各店舗のショールーム・会議室をご利用頂けます。
カルチャースクールや会合の開催場所をお探しの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

担当：本社 総合経営企画室 まちイチ　吉田 啓吾
TEL：052-683-5789　mail：kyoshida@ntp-g.com

ご 利 用 下 さ いNTP名古屋トヨペット まちイチ活動
本　　社／〒456-8555　名古屋市熱田区尾頭町2番22号

ホームページはこちらから www.ntp.co.jp

朝10：00～夜7：00（サービス受付は夜6:30まで）
／

／

【ご注意】●当社で自動車保険ご加入の方が保証対象となります。●保証の
適用は、当社でのご入庫修理に限ります。●保証期間中1回のご使用に限り
ます。  ※2016年4月1日以降の保険からの適用となります。  ※メーカーや
年式は問いません。 ※詳しくは営業スタッフにご確認ください。

あんしん保証NTPグループ

走行中の飛び石
などによるガラ
ス単独破損を保
証します。

窓ガラス
破損

「落書き」による
人為的に傷つけ
られたボディの損
害を保証します。

落書き いたずら

軽微な事故であれば、保険を使う事なく修理
費を保証します。
・窓ガラス破損は上限10万円
・落書き、いたずらは上限5万円
・タイヤパンクは3万円まで保証（フリート・ミニフリ対象）

ご利用ください

※AppleとAppleロゴは米国および他の国々で登録された
　Apple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.の
　サービスマークです。

イベント情報をお届けします！公式アプリもダウンロード！

「いたずら」による
人為的に傷つけ
られたボディの損
害を保証します。
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　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3歳以上の子ども10名以上と成人の指導
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月から開
始いたします。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
令和2年11月1日（日）
日本ガイシスポーツプラザ第2競技場

期　日
会　場

1
2

名古屋市スポーツ少年団指導者協議会との
共催事業、連携及び活動支援

各種スポーツ体験教室（期間及び会場は予定です）

運動適性テスト
年度内に随時
市内各所
登録単位団の団員
スポーツ少年団運動適性テストを単位団ごとに実施

期　日
会　場

8月2日（日）
パロマ瑞穂弓道場

期　日
会　場

対　象
内容等

弓道教室

1月初旬
日本ガイシアリーナ

期　日
会　場スケート教室

その他　１～２教室開催予定

令和2年度 名古屋市スポーツ少年団事業計画

令和2年度 名古屋市スポーツ少年団の登録について

　昨年は大阪市で開催された、競技団体主管で開
催される「都市間交流スポーツ大会」が、今年は名古
屋市で開催されます。
１. 大会名　第17回都市間交流スポーツ名古屋大会
２. 主　催　（公財）名古屋市教育スポーツ協会
３. 共　催　横浜市、神戸市、京都市、大阪市の
　　　　　 各都市体育協会
４. 主　管　名古屋市競技団体

５. 開催地　名古屋市
６. 参加都市　横浜市、神戸市、京都市、大阪市、名古屋市
７. 期　日　令和２年６月６日（土）から７月１２日（日） 
８. 実施競技　ソフトテニス、バスケットボール、

バドミントン、相撲、空手道、ハンドボール、
弓道、ソフトボール、テニス、軟式野球、
ホッケー、家庭婦人バレーボール、
ボウリング

１

日程・会場
日　程 会　場

7月4日（土）・5日（日）  
7月１1日（土）・１2日（日）  
7月12日（日）  
７月5日（日）  
７月12日（日）  
7月１1日（土）
7月12日（日）
7月11日（土）・12日（日）  
7月11日（土）・12日（日） 
6月6日（土）・7日（日） 
7月11日（土）・12日（日） 
7月11日（土）・12日（日）  
7月11日（土）・12日（日） 

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

種　目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

東山公園テニスコート
千種スポーツセンター
北スポーツセンター
パロマ瑞穂相撲場
日本ガイシスポーツプラザ
名東スポーツセンター
日本ガイシアリーナ弓道場
稲永公園野球場
名城庭球場
パロマ瑞穂野球場
庄内緑地陸上競技場
昭和スポーツセンター
星が丘ボウル

第17回都市間交流スポーツ名古屋大会の開催

　村雲スポーツ少年団は、1992年に設団された
ホッケーとバドミントンを中心に複合種目で活動
を行う、村雲小学校（昭和区）を拠点としている
スポーツ少年団です。
　設団経緯は、学校週休５日制が始まると同時
に、PTAが中心となり、土・日曜日に校庭開放を
行ったが参加する子どもたちが少なく、「何かプロ
グラムが必要ではないか」と、話し合う中で「ス
ポーツ少年団を設立してはどうか。」との話し合い
が持ち上がり、当時の村雲小学校のPTAと校長
先生及び正色スポーツ少年団の西川団長の助
言を受けて設団されました。
　指導者は、団長の有賀先生はじめ４名で、約40
名の団員をアットホームな雰囲気の中、やさしく愛
情をもって指導しています。活動は一つの種目に
固定せず、バドミントンやドッヂビー、ユニホックをそ
れぞれ希望に応じて行っています。「スポーツの楽
しさ、面白さを感じてもらうため、遊びの延長線で複
数のスポーツを体験し、体力づくりと仲間づくりを目
指してやっています」。子供たちと父母も高校生、
大学生のリーダーと一緒に活動しています。

　村雲スポーツ少年団では、地域の子どもたち
が参加しやすいスポーツの場として学校が利用
できるように、元気にのびのびと複数種目を体験
できる環境を整え、団員と指導者、保護者が共に
成長していきたいと思います。

●問合せ先
村雲スポーツ少年団　団長：有賀孝憲
活動場所：名古屋市昭和区村雲小学校
　　　　 グラウンドと体育館
連絡先：０９０－３４２４－５９４５（有賀）

村雲スポーツ少年団第2回 スポーツ少年団だより第2回 スポーツ少年団だより
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　令和2年3月6日（金）から8日（日）にかけて今回
で9回目となる「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知
2020」が開催される予定でしたが、新型コロナウイ
ルスの影響で大会規模を縮小することになり、3月8
日（日）に「名古屋ウィメンズマラソン2020エリートの
部」と「名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン
2020」のみが開催されました。

エリートの部には110名（完走者96名）、ホイール
チェアマラソンには5名（完走者5名）の選手が、
冷たい雨が降りしきるなか名古屋の街を走り抜け
ました。
大会HP（http://marathon-festival.com/）にて
リザルトを公開しております。

　また、厳しい状況の中で、大会の運営にご協
力いただいた関係者の皆様に厚く御礼申し上げ
ます。

ウィメンズマラソン
エリートの部

ホイールチェアマラソン
（競技用車いす）

総合

総合

一山　麻緒

喜納　　翼

2時間20分29秒
（マラソン女子単独日本記録）

25分54秒

記 録氏名（敬称略）部 　 　 門

　令和2年1月25日（土）に今回で35回目となる「な
ごやカップ ミニ駅伝大会2020」が開催されまし
た。パロマ瑞穂スタジアムを発着点とする15.2ｋｍの
コースを5人のランナーが襷をつなぎ、風が吹く山崎
川沿いを颯爽と駆けていく姿は、寒さも吹き飛ばす
熱い走りでした。

優勝されました「瀬戸信用金庫陸上競技部A」の
皆さま、おめでとうございました。また、ご参加いただ
きましたチームの皆さま、応援いただきました皆さま、
ありがとうございました。ぜひ、来年も皆さまのご参加
をお待ちしております。

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2020　

なごやカップ ミニ駅伝大会2020

３

　今年度中部電力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6,390名が参加し、熱戦が繰
り広げられました。スキー競技は、雪不足のため開
催が危ぶまれましたが、スキー協会の皆さまのご尽
力により、大会規模を縮小して、無事終了すること
ができました。
　各開催施設の皆さま始め大会の企画や運営に

ご協力いただ
いた関係者の
皆さまには、大
変お世話にな
りました。この場
を借りてお礼申

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：令和2年1月19日（日）～2月8日（土）
開催場所：東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：令和2年2月16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）

　今年度も「子どもスポーツフェスタ・冬」が、1月18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、フットサルを楽しんでいただきました。
　「ナゴヤ夢ドッジ」は稲永スポーツセンターで開催
され、59チーム700名の選手が参加して熱戦が繰り
広げられました。開会式では、城北ジュニアA 林 優
磨選手から「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3～4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、軽運動室の「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
場して大いに盛り上がりました。
　事業の運営や企画にご協力いただきました競技
団体や関係者の皆さまに厚くお礼申し上げます。

子どもスポーツフェスタ・冬　

第61回中部電力市民スポーツ祭（ミニバスケットボール競技・スキー競技）
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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。
　皆さま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　 20,000円 （法人）　１口　 10,000円 （個人）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特典として
①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」の発送
②スポーツイベントの観戦チケットもしくはスポーツ施設利用券などの進呈

◇ 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』等をお送りします。

　　　　 　  　 　 　 

６

賛助会員加入のご案内　

表紙写真：マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2020
表紙題字：後藤　淳
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123号）
令和2年3月30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　尾野博之
〒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

５
Jr. Athlete

―――卓球との出会いは？
父が高校の教師で、たまたま卓球部の顧問になり、興味がわいて
5歳から家の近所のクラブに通い始めました。そこのクラブの方に
勧められ、小学校1年生から卓伸クラブへ通い始めました。
―――卓伸といえば卓球の名門のクラブチームですね。やはりそ
れが、ひとつのターニングポイントになったのですか？
小学校4年生のときに、全国大会で2位になりました。思ってもみ
なかった成績をあげることができ、ものすごくうれしかったです。で
も2位は2位。もっと上に行きたい、もっとがんばろうと考えるように
もなりました。このことが、いまに至るスタートになった気がします。
―――喜びを味わったことが卓球に熱中するきっかけだったと。で
は、悔しかったことは？
中学3年生の全国中学校体育大会です。7連覇がかかっていた団
体戦で決勝トーナメント1回戦で負けてしまいました。個人戦でも
優勝を目指していましたが、ベスト16で終わってしまいました。
キャプテンだったので責任も感じ、とにかく悔しかったですね。
―――その悔しさが今年度のインターハイ団体戦優勝、個人戦2
位につながったのですね。いま練習で特に気をつけていることは
ありますか？
プレースピードを上げることです。それを連続的に行うこと。僕は
身体が大きくないので、パワーでズドンと1発で決めるタイプでは
ありません。連続攻撃で1点をとっていくタイプです。もちろんパ
ワー不足を補うトレーニングもしていますが、練習では「より攻撃
的に連続的に、より早く」を意識しています。
―――ご自分の売りといいますか、ここを見てほしいというポイン
トは？
自分では感じないのですが、ボールタッチがいいと言われます。
また、磨きをかけているスピーディな連続攻撃も魅せられるよう
な選手になりたいと思います。

―――普段指導をされている今枝先生から見て、篠塚選手の良
いところは？
（今枝先生）大きな大会でも動じないこと。淡々と試合を進めるん
です。時には熱くなってほしいこともあるのですが（笑）。それと、自
分で物事をきちんとひとつずつ進めていけることです。普段、私が
細かな注意をすることはありませんね。
―――目指すべき今後の目標は？
まずは3月に行われる高校の選抜大会で団体優勝をすることです。
いま5連覇中ですから。最終的には、やはりオリンピックに出場し
たい。そのためには鬼にならなければ達成できないと、先生と先
日話し合ったばかりです。
（今枝先生）オリンピック、アジア大会の日本代表になれる可能性
は十分にあります。彼はその位置にいる。愛知で開催される6年
後のアジア大会は、体力的にも技術的にも、いちばん良い年齢に
なっていると思います。その頃には私の元を離れているでしょう
が、ぜひ、活躍している姿を見せてほしいですね。
―――地元で開催されるアジア大会で、日の丸を付けてプレーす
る姿を楽しみにしています。本日はありがとうございました。

篠塚 大登さん
しのづか　   ひろと

連続攻撃に
磨きをかけて、
世界のトップを目す！

（卓球・愛知工業大学名電高等学校1年）
プロフィール

●2020年１月現在　１８歳以下世界ランキング　６位

●2019年　国民体育大会　準優勝
●2019年　インターハイ　団体　優勝　　シングルス　準優勝
●2019年　アジアジュニア選手権　ダブルス　準優勝
●2019年　世界ジュニア選手権　日本代表選考会　優勝
●2019年　世界ジュニア選手権　日本代表　団体３位
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マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知２０２０

http://www.nagoya-taikyo.or.jp 
（名 古 屋 市 体 育 協 会）

公益財団法人　名古屋市教育スポーツ協会

NESPA

※

新車ご登録日から3年間無料の

スマイルフリー点検
整備のスペシャリストで
名古屋トヨペットのエンジニアには、専門の
研修を受けた「ハイブリッドスペシャリスト」
が全店に在籍しております。エコ運転の方
法やご質問などお気軽にご相談ください。

安心

安心

安心安心

このマークが目印です。

ご購入後も しっかりサポート！
当社で自動車保険をご加入
頂いた方へもれなくプレゼント！

名古屋トヨペットは、愛知県下77ヶ所のサービ
スネットワークでお客様の快適なカーライフを
サポートしています。また、2代目プリウスから
ハイブリッドカーを販売・整
備してきた知識と実績を
生かし、購入後も3年間無
料で安心して、大切な愛車
を任せることができます。

※：消耗部品・油脂類の交換等のメンテナンス費用については別途費用が
必要です。ハイエースバンは購入より2年間となります。サクシードバン、
トヨエース、ハイエースコミューター及び事業用は対象外となります。

実施月
点検内容

1ヶ月目

無料点検
6ヶ月目

無料点検
12ヶ月目

定期点検
15ヶ月目

セーフティー点検
18ヶ月目

プロケア点検

実施月
点検内容

21ヶ月目

セーフティー点検
24ヶ月目

定期点検
27ヶ月目

セーフティー点検
30ヶ月目

プロケア点検
33ヶ月目

セーフティー点検

NTPでは、地域の皆様が集う場所として、各店舗のショールーム・会議室をご利用頂けます。
カルチャースクールや会合の開催場所をお探しの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

担当：本社 総合経営企画室 まちイチ　吉田 啓吾
TEL：052-683-5789　mail：kyoshida@ntp-g.com

ご 利 用 下 さ いNTP名古屋トヨペット まちイチ活動
本　　社／〒456-8555　名古屋市熱田区尾頭町2番22号

ホームページはこちらから www.ntp.co.jp

朝10：00～夜7：00（サービス受付は夜6:30まで）
／

／

【ご注意】●当社で自動車保険ご加入の方が保証対象となります。●保証の
適用は、当社でのご入庫修理に限ります。●保証期間中1回のご使用に限り
ます。  ※2016年4月1日以降の保険からの適用となります。  ※メーカーや
年式は問いません。 ※詳しくは営業スタッフにご確認ください。

あんしん保証NTPグループ

走行中の飛び石
などによるガラ
ス単独破損を保
証します。

窓ガラス
破損

「落書き」による
人為的に傷つけ
られたボディの損
害を保証します。

落書き いたずら

軽微な事故であれば、保険を使う事なく修理
費を保証します。
・窓ガラス破損は上限10万円
・落書き、いたずらは上限5万円
・タイヤパンクは3万円まで保証（フリート・ミニフリ対象）

ご利用ください

※AppleとAppleロゴは米国および他の国々で登録された
　Apple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.の
　サービスマークです。

イベント情報をお届けします！公式アプリもダウンロード！

「いたずら」による
人為的に傷つけ
られたボディの損
害を保証します。


