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スポーツでリフレッシュ! !
26年度スポーツ教室・講習会

バレーボール
問い合わせ先

林 真弓

090-2087-1275

一般男女ソフトバレーボール教室
●会
●期

小学生バレーボール教室

場 スポーツセンター2階
日 6月12日(木)〜7月31日(木）
（週1回 8回）
間 19時30分〜21時30分

●時

●会
●期
●時

場
日

春日野中学校体育館
7月19日(土)〜9月6日(土）
（週1回 7回）
間 17時30分〜19時30分

スポーツ

44

Vol.

平成26年3月

SPORTS KASUGA （１）44号

KASUGA CITY
PHYSICAL ASSOCIATION

KASUGA

春日市体育協会の基本方針

メンタルトレーニングABC教室
●会
●期
●時

場
日
間

①生涯スポーツの振興

ふれあい文化センター新館3階研修室1・2
5月8日(木)・15日(木)・22日(木)
19時〜21時

生涯スポーツの振興と市民のスポーツへの参画を促す

②地域の活性化

AED（自動体外式除細動器）講習会
●会
●期
●時

場
日
間

肩・腰・膝
●会
●期
●時

場
日
間

人と人との交流及び地域間の交流を促進する

ふれあい文化センター旧館2階大会議室
5月11日(日)
9時30分〜13時30分（受付9時〜）

③組織の活性化

ケガ・故障の予防教室（実習）

ふれあい文化センター旧館2階多目的室A
6月8日(日)・15日(日)・29日(日)
10時〜12時

⑤社会貢献

場 スポーツセンター2階
日 8月23日(土)
間 10時〜12時（受付9時30分〜）

問い合わせ先

各教室受講料

社会貢献活動を意識して取り組む
春日市体育協会事務局

500円（AED講習会は無料）

ホームページから申込書をダウンロードできます。

春日市体育協会 事務局
春日市大谷6丁目28番地 勤労青少年ホーム内
TEL 574-9131
E-mail:haru-t@bb.csf.ne.jp
発行:春日市体育協会

④自主財源の確保
自主財源の確保により、安定的に組織を
運営する

体育協会一日卓球教室
●会
●期
●時

組織の活性化・効率化に向けた改革を行う

※月曜・火曜・祝日はお休みです。

FAX 574-9138

http://www.kasuga-taikyo.com

発行責任者:城田 正博

印刷所:大成印刷（株）

⑥評価・改善
評価・改善を実施し、事業の質を高める

ゴールに向かってダッシュ！

春日市体育協会は、平成２５年度中に「一般社団法人」の申請・取得することを契機
に、さらなる経営基盤の強化や新たな事業を行い、これまで以上に春日市の市民ス
ポーツの普及振興に貢献するため、本協会の基本方針を策定しました。
また、春日市が策定した「春日市スポーツ振興基本計画」の基本方針である「生涯ス
ポーツの推進」、
「競技スポーツの振興」、
「スポーツ施設の整備・拡充」、
「子どもの体力
の向上」の４つの施策の実現に向けて、春日市と積極的に連携を図り、取り組んでいき
たいと考えています。
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スポーツ指導者研修会

春日市体育協会の重点目標
春日市体育協会は、生涯スポーツ・レクリエーション・健康づくり運動の普及と振興を図るとともに、
元気で活力にあふれる街づくりを実現していきたいと考えています。
また、子どもの体力の低下に対応するため、子どもがスポーツや運動に取り組むことができる機会
を確保し、子どもの体力向上を推進します。
スポーツの持つ魅力は、単なる競技性や娯楽性だけでなく、健康づくりや地域コミュニケーション
づくりにも貢献できます。
本協会は、
春日市の市民スポーツの普及振興に貢献するため、
今後、
次の４つのテーマを
「重点目標」
とし、その実現を目指して事業を推進していきます。

重点目標1 市民の健康づくり

平成２６年１月２６日（日）に、中高年者や子どもの指導者に対し、現代にあった効果的な指導方法
やスポーツ傷害予防に関する研修会を開催しました。
この研修会は、体罰をなくしケガや故障を少なくして、生涯を通してスポーツを自分自身で楽しむ
ことができるようになるだけでなく、市民へスポーツを指導する立場にある人の指導能力を向上さ
せることを目的に、体育協会主催で毎年実施しています。
今後は、体育協会会員だけではなく一般市民の方も対象にした、
「スポーツ研修会」としてたくさん
の方に参加していただけるよう、研修内容を検討していく予定です。

講演

「スポーツ指導を考える〜効果的なコーチングとは〜」

重点目標2 スポーツや運動を通した子どもの体力向上

九州共立大学スポーツ学部スポーツ学科

准教授

下園

博信

氏

講演は、①スポーツ指導の今・・・、
②効果的なコーチングへのヒント、
③今後のコーチングの在り方、につ
いて講演がありました。
日本のスポーツ界では、厳しさこ
そが「スポーツ」⇒情熱から、体罰や
暴力がなかなかなくなりません。

子どもの体力測定

重点目標3 生涯スポーツの振興
重点目標4 一般社団法人としての組織づくり

実技

「アスレティックトレーナーからみたスポーツ傷害の予防法」
医療法人仁正会鎌田病院

理学療法士

吉井

剛

氏

コンディショニングとは、
ピークパフォーマンスの発揮に必
要 な 全 て の 要 因 を、ある 目 的 に 向
かって望ましい状況に整えること。

パフォーマンスを伸ばす５Ｓ
・筋力、持久力、
スピード、技術、柔軟性

ニュースポーツ前の準備運動

太ももの裏の筋肉を伸ばします
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スポーツでリフレッシュ！元気な春日！
！

活動広場

春日市スポーツフェスタ

いそ わき

はじめ

マスターズ陸上 800ｍで日本新記録 礒脇 始さん（65 歳）
平成２５年９月に佐賀市で開催された「第３４回全日本マス
ターズ陸上競技選手権大会」で、春日市若葉台西在住の「礒脇
始」さんが、
８００ｍ競技
（６５歳〜６９歳の部）
において日本新記
録
（２分２１秒６２）
で優勝しました。今までの記録を１５年ぶりに
塗り替えたとのことです。
そのため、
同年１１月３日
（日）
に行われ
た
「第２６回春日市表彰式」
で市民スポーツ賞を受賞されました。
礒脇さんは、高校１年生の１年間だけ陸上をやっていました
が、その後はスポーツを何もやっていなかったとのことです。
し
かし、平成１８年にヘルニアの治療のため、医者から運動を勧め
られたのがきっかけで、ウオーキングを始めたそうです。歩くう
かすがくん、あすかちゃんも参加した開会式

平成２５年９月２３日から１０月１３日までの期間、
市民スポーツセンターをメイン会場として、
春日市
スポーツフェスタが行われました。
このスポーツフェスタは、
春日市を
「スポーツで活力あふれるまち」
にするために、
毎年開催しています。
体育協会も、
スタッフとして、
参加者として、
たくさんの会員の人たちが協力しています。
今年度から、
「アジャタ大会」
という新種目が加わりました。
アジャタとは玉入れのことで、
１００個のボ
ールを全部入れるまでの時間を競うトライアルスポーツです。その他にも、相撲・綱引き・ソフトテニス・
グラウンドゴルフなど、子どもから高齢者まで幅広い市民の方々の参加があり、たいへん盛り上がった

ちに腰の調子も良くなり、徐々に走るようになったとのこと。

おめでとうございます

そして、平成２１年に初めてマスターズ陸上大会に出場し、
１５００ｍ競技で優勝されたそうです。そ
の後、
８００ｍ競技に出場するようになったとのことです。
礒脇さんは「今年、岩手県で開催される『アジア大会』に出場するため、平日は夕方に、休日は早朝に
練習に励んでいます」と力強く語ってくれました。
皆さんも、健康のためにウオーキングを始めてみませんか。

全国青年大会

剣道が優勝

「スポーツフェスタ」
でした。

卓球が準優勝
平成２５年１１月に東京都で開催された

来年は、
市民スポーツセンターのグラウンドが使用できませんので、
どこで、
どんな種目を行うか、
市民

「全国青年大会」に福岡県代表として出場し

の皆さんの意見等を参考に、
種目や内容を検討していきたいと思います。

た、春日市チームの剣道女子の部が優勝、卓
球が準優勝しました。

春日市長に優勝報告する選手団

剣道競技の決勝戦は、大将戦までもつれ
こみ、あと１本取られたら負けという接戦の
末、逆転優勝しました。また、卓球競技は、決
勝戦の最後、ジュースの末１ポイント差で惜
ソフトバンクホークスの柴原さんの指導

なかなか入りませんね

しくも準優勝となりました。

惜しくも準優勝の卓球選手団
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皆さん 体験しませんか！

人・ネットワーク

26年度 スポーツ教室・講習会

武道の弓道を楽しもう
春日市弓友会会長

武道の精神は修練により心技体を一体として鍛えて、人格の向上、道徳心、礼儀、礼
節、親愛を尊重する態度の育成をしていく道です。武道では格闘技が多いのですが、
弓道は礼を重んじ的に向かいあい、礼と射が一体となった射を行います。
このような

問い合わせ先
会

引くためには全身の筋骨を使うため、健康増進また精神安定のためにも良く、体力的に弱い方でも取り組むこ

春日市弓友会は、全日本弓道連盟の支部として活動をしています。現在80数名の会員が、親睦と健康増進と

います。

つれづれ

期

時

日 平成27年3月27日(金)・
28日(土)
間 16時〜17時30分

いました。私も高校時代に８００ｍをやっていましたが、最近はあまり運動もせず、夜の付き合い

西村久子
571-1875
場 スポーツセンター弓道場

会

期

の

（明）

日 5月10日(土)〜6月14日(土）
（11回）
間 ［土曜日］13時〜16時、
［水曜日］18時〜21時

時

第一電建株式会社

60

会

場 春日市温水プール

問い合わせ先
期
時

宮本

隆行

電気

水道

エアコン

その他

年中無休／365日対応致します！
【営業時間】8：00〜19：00

0120-09-8139

会
期
時

場
日
間

574-0235

おとなの水泳教室
問い合わせ先
期
時

芝

571-5845

日 10月7日(火)・14日(火）
間 12時30分〜14時

582-6286
090-2589-0350

第5回春日市中学生ナイターソフトテニス教室

分

籾井

日 5月18日(日)・25日(日）
間 10時〜11時30分

ソフトテ ニス
問い合わせ先

ド
スピー
け
つ
かけ

2

日 10月7日(火)〜11月25日(火）
回 火曜日・金曜日
間 10時〜12時

水泳
水泳

初心者教室

ました。話によると、有酸素運動をすると血圧が高い人も低い人も、血圧は正常値に近づくそう
皆さんも、健康のため年齢にあった運動をやってみてはいかがでしょうか。

期
週
時

ファミリー水泳教室

問い合わせ先

が忙しい生活を送っていました。そのため、血圧が高くなり後頭部が痛み出して、このままでは

です。

2

日 5月13日(火)〜6月10日(火）
回 火曜日・水曜日
間 10時〜12時

一般初心者バドミントン教室

弓道

礒脇さんが８００ｍで日本新記録を達成したというニュースが、
この前のページに掲載されて

毎日、歩いたり走ったりしたおかげで血圧も落ち着き、ゆっくり寝ることができるようになり

期
週
時

春休みジュニアボウリング教室

時

いけないと思いウオーキングとスロージョギングを始めました。

場 スポーツセンター2階

レディース初心者バドミントン教室

日 7月23日(水)・24日(木)・
30日(水)・31日(木)・
8月6日(水)・7日(木)［2日間3コース］
間 16時〜17時30分

期

頭が痛い、ガーン！

会

夏休みジュニアボウリング教室

弓友会では、毎年5月〜6月に初心者教室（15名限定）を実施し、初心者の方々の指導を行っています。希望さ
れる方は参加してください。

問い合わせ先 羽有みどり 572-2912（FAX兼）

日 4月2日(水)・3日(木）
間 16時〜17時30分

自己の向上を目的に、日々修練を積んでおり、ほとんどの人が段位を修得しています。会員の方々は、弓友会の
初心者教室で弓道の指導を受けた後、自己で修練をされた方々です。審査で昇段、対外の射会でも活躍されて

はあり

581-0222

場 フラワーボウル

期
時

とができるため、弓道を始める方が多くなっています。道具があれば誰でもすぐに取り組むことができるもので
はなく、指導者について指導を受けないといけません。

楢崎・本山

春休みジュニアボウリング教室

ことより
「立禅の武道」｢静の武道｣とも言われています。
現在の弓道はスポーツ性が強くなり、個人、団体での競技が多くなっています。弓を

バドミントン

ボウリング

許斐隆夫

スポーツセンターテニスコート
8月2日(土)〜9月13日(土）
（予備日9月20日・27日）
19時〜21時

