
第６２回白河市民総合体育大会は、５月のゴルフ競技を皮切りに各種 

目の所管する団体と協議しながらこれまで開催可能な６種目を実施しま 

した。中でもニュースポーツは感染対策として、屋内に変えて競技場で 

行い、スタッフ含め総勢８０名で８種目にチャレンジ！事後アンケート 

では９０％の参加者から『また参加したい！』との声をいただきました。 

 

 

 

 

【団体種目】                      【個人種目】 

〇ゴルフ              桜町    〇ソフトボール           久田野   〇ニュースポーツ 

〇バレーボール           金屋町 〇ゲートボール           真舟    〇アーチェリー 

 NPO 法人白河市体育協会広報紙 

 

 笑   えがお    顔 
～スポーツを通じて心身の健全な育成と明るいまちづくりを推進しよう～ 

ＮＰＯ法人白河市体育協会 
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当協会の理念や事業活動に賛同いただいた団体や個人の方々をご紹介 

いたします。皆様からいただきました賛助会費は、スポーツスマイリィク

ラブの教室など当協会の自主事業の経費の一部として有効に活用させてい

ただいております。今後とも各種事業を継続し、さらに充実させるために

もご理解とご支援をお願い申し上げます。 

㈱あおき ㈲大髙重機 ＮＰＯ法人カルチャーネットワーク

㈱共和建商 こちや自動車工業㈱ ㈲白河衛生社

白河地方リサイクルセンター 白河商事㈱ ㈱昇栄

㈱鈴木建設 ㈲大洋社 大東土建㈱

㈱髙橋工材 高橋自動車工業㈱ ㈲田ノ上製作所・白河工場

㈱中商 福島小松フォークリフト㈱ ㈲水啓木材

㈱緑川産業 夢みなみ農業協同組合 渡辺工務店㈲

白河愛宕山パークゴルフ場　有賀 初子 （五十音順・敬称略　※他に匿名希望４団体１名）

令和３年４月１日から８月３１日までにご賛同いただいた方を掲載しております  

長引くコロナ禍になっておりますが、白河市のスポーツ振興と文化の発展に向けて各種事業が本年度もスタートしました。市民の皆様に少しでも多くのスポー 

ツの場を提供するために、コロナウイルス感染症対策を万全にしながら施設の管理運営に努めております。また、生涯スポーツの振興を図るために様々なスポー 

ツ教室も併せて開催しております。令和３年度も市民の皆様の健康増進、体力向上、そして競技力アップのために、尽力してまいります。 

令和３年度 賛助会員の皆様 

      

令和３年度 白河市体育協会事業計画 

スポーツスマイリィクラブ（自主事業）、 

スポーツ教室・市民総合体育大会（白河市より受託）、 

白河市からの受託施設の管理運営（中央・国体記念体育館、陸上競

技場、市民プール、テニスコート、アナビースポーツプラザ、しらさかの

森スポーツ公園）などを中心事業とし、市民の健康増進及び体力・

競技力向上を図るとともに、生涯スポーツの推進を図ります。 

・加盟団体助成 

・大会出場助成（国体など） 

・スポーツフェスティバル 

（今年度は中止） 

・スポーツスマイリィクラブ 

・スポーツ教室 

・市民総合体育大会 

・イベント開催時の協力参加 

表彰式（１月実施予定） 

・白河市からの受託施設の管理運営 

（白河市総合運動公園、 

しらさかの森スポーツ公園） 

・女性委員会視察研修 

・広報紙発行（年２回） 

スポーツの普及・振興 スポーツ競技会、講習会、その他 

各事業の実施及び指導と援助 

スポーツに関する功労者などの表彰 

スポーツに関する調査・研究、資料収集、広報 

 

 

 

   

小中学校の夏休み期間に合わせ、午前と 

午後の２回に分けて開放しました。感染防 

止対策においては、昨年に続き利用者の方 

に入水前の検温、手指の消毒、利用カード 

の記載の励行をお願いしました。管理者側としては更衣室・ロッカー・ 

トイレ・脱衣かご等の定期的な消毒、更衣室内に空気殺菌機を設置、ウ 

イルスを除去し感染リスクを縮小させ安心安全な環境を整えました。 

 

当協会が運営しているスポーツ教室には、白河市から委託される単発

型の受託教室や、当協会が主催する自主事業の通年継続型の教室、県の

助成事業としてのレベルアップ⤴中学生教室の３タイプがあります。そ

の中の自主事業であるスポーツスマイリィクラブは、参加者が支払う受

講料と賛助会員からのご支援を受けながら、なるべく多くの地域の皆さ

んに継続して足を運んでいただけるよう低料金で運営しています（令和

３年度４～8 月実績：２６教室・延べ参加者 6,262 名）。 

コロナ禍で活動が制限される中ですが、健康の維持増進はもちろん、

人間の『生きていく力』にもつながる体力・競技力の向上を制限するわ

けにはいきません。地域の方の元気をサポートするべく、感染リスクを

減らしながら日々開催にあたっています。    

また、年々、学校での活動が縮小されて 

いる特設陸上部の受け皿として今年度より 

『かけっこ力ｕｐ⤴陸上教室』を新設しま 

した。こんな時代を元気に生き抜く子ども 

たちを育てる環境を用意していくのが、地 

域の大事な役目です！！ 

 

スポーツ施設の管理運営 

 

コロナの影響で遠くへ出かけられなかった夏休み。友達と行った 

プールが一番の思い出です！（小学６年生Ｓくんの感想） 

スポーツ教室実施状況 

 

 

市民プールご利用ありがとうございました 

 

感染症対策を万全に！市民総体盛り上がっています！ 

 

地域の方の元気をサポート！スポーツ教室 

 

感染症予防と健康の 

維持増進&体力・ 

競技力向上の 

両立を目指して  



私たち白河旭高校ソフトボール部は「県のトップになる」という目

標を掲げ、練習を頑張ってきました。 

新型コロナウイルスの影響で思うように練習や練習試合ができない

時期もありましたが、どんなときでもチーム全員で目標を見失わず、

励まし合い、助け合ってきました。その結果、春季選抜大会では見事

優勝することができました。しかし、全国大会につながるインターハ

イの県大会では強豪・帝京安積高校に敗れ、準優勝という結果に終わ

りました。悔しさはとても大きかったですが、三年生の最後の大会で

ある県総体で自分たちが納得のいくプレーをしようと決め、迎えた本

番では優勝することができました。今までのうれしいことも悲しいこ

とも全てが大切な宝物で、このメンバーでソフトボールができて本当

に良かったです。ご指導下さった相場先生、鈴木先生、応援して下さ

った方々、本当にありがとうございました。 

          福島県立白河旭高等学校  

ソフトボール部主将 海老原 夏美 

 

 

ＮＰＯ法人白河市体育協会事務局 〒961-0054 白河市北中川原 30 ＴＥＬ：29-8655 / ＦＡＸ：22-8973  

ＨＰ： http://www.shirakawataikyo.co-suite.jp/ 公式 LINE ・ Facebook は『白河市体育協会』で検索！！ 

         

       私たちが健康でいるためには、何が必要でしょうか？規則正しい生活、栄養に偏りのない食事、適当な運動、十分な睡眠、ストレスの解消などが 

大切なことはもちろんですが、きっとそれだけではないはずです。学校や会社に普段どおり通えること、けがや病気の時に病院で治療が受けられること、いじめ 

やハラスメントを受けないことなど、社会が健全で安心して生活できる環境が整って、はじめて健康が保障されるのではないでしょうか。 

 コロナ禍の今、先行きが見通せない状況にありますが、何気ない身近なことが当たり前にできる日常生活に戻れることを信じて、「心とからだの元気」を心がけ 

ながら、毎日を送りましょう。 

編集後記 

2020 東京パラリンピック大会での「一歩」 

日本ボッチャ協会 強化指導部長 村上 光輝 

 白河市と日本ボッチャ協会は連携協定をきっかけに、きつねうち温泉を車 

椅子でも利用できるように改装し、5 月〜7 月までボッチャ競技日本代表選 

手４名がきつねうち温泉に宿泊、JR 東日本総合研修センターを会場に強化 

合宿を実施いたしました。ボッチャ日本代表 “火ノ玉 JAPAN” のテーマは「一丸」であ

り、選手やサポートするスタッフだけではなく、応援していただいた方、ボッチャのファン

の方、全ての気持ちを一つにして「一丸」となって東京パラリンピックに挑むことがコンセ

プトでした。大会前には白河市役所の方をはじめ、合宿にかかわっていただいた多くの方か

らビデオメッセージをいただき、白河市の皆さんの気持ちを運んで参加した大会でもありま

した。 

大会では合宿に参加した４名が出場した団体戦で銅メダルを獲得、キャプテンの杉村選手

が個人戦金メダルを獲得。前回大会よりも飛躍の結果となりました。金メダルを獲得した杉

村選手が競技終了後に 5 年前のリオ大会と同じ「大きな一歩」とコメントしました。「これ        

からも応援していただける方と

一緒に、一つ一つ歩みを止めず

ボッチャを盛り上げていきた

い」そう話していました。私も

白河市民として、ボッチャを知

っている人も知らない人も一緒

に挑戦して、一緒に笑って、一

緒に盛り上げて行けたらと思い

ます。たくさんの応援ありがと

うございました。 

 

 全国的な新型コロナウイルス感染拡大状況下、東京

２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会等の

世界的スポーツイベントが終了し、多くの感動を得る

ことができました。白河市総合運動公園体育施設にお

いては、コロナウイルス感染防止対策で大会またはイ

ベント等のキャンセルが相次いでいる状況であります

が、福島県および白河市からの感染防止対策等の指示

を遵守し、また体育館独自の感染防止対策を講じ、利

用者からの感染者が発生することのないよう利用者と

協力し体育施設利用を推進してまいりますので、今後

ともご協力をよろしくお願いいたします。 

この人ありＳＨＩＲＡＫＡＷＡ！白河から世界へ！ 

 

 

役職名 氏名 団体名 役職名 氏名 団体名 役職名 氏名 団体名 役職名 氏名 団体名 役職名 氏名 団体名

会長 班目 秀雄 白河市自転車競技連盟 鈴木 秀俊 白河野球連盟 角田 敏幸 表郷地区体育協会 和知 弘 白河市バレーボール協会 関戸 忠義 白河市綱引協会

中上 徹 白河ゴルフ協会 薄井 郁雄 福島県剣道連盟白河支部 熊田 一三 大信地区体育協会 青木 清 白河バドミントン協会 佐藤 征男 白河市グラウンドゴルフ協会

三森 一男 白河山岳会 児山 英雄 西白河郡市陸上競技協会 小松 一夫 白河弓道会 小磯 厚子 白河市自転車競技連盟 酒井 隆 白河野球協会

田子 重夫 表郷地区体育協会 堀田 賢治 白河卓球協会 権藤 義弘 白河ソフトテニス協会 澤口 柳太郎 合気道白河道場 芳賀 正義 白河パークゴルフ協会

入谷 みちこ 女性委員会 須永 敏行 白河ゴルフ協会 川島 敏一 白河市水泳協会 長谷川 暢 白河サッカー協会 大竹 恵子 白河市スポーツウェルネス吹矢協会

須藤 政子 大信地区体育協会 佐藤 克己 スポーツ少年団本部 小貫 隆夫 白河山岳会 南澤 昭 白河市アーチェリー協会 冨田 明宏 東山岳会

齋藤 眞人 白河市バレーボール協会 山﨑 真澄 女性委員会 植木 和良 白河バスケットボール協会 今井 友子 白河市家庭バレーボール協会 菊地 太輔 東ソフトテニス協会

五十嵐 啓介 白河バドミントン協会 伊藤 満 学識経験者 渡邊 治 白河スキー協会 竹内 豊 白河少林寺拳法協会 我妻 裕美子 東弓道会

理事長 真壁 貢 白河サッカー協会 吉川 幸雄 学識経験者 鈴木 二三男 白河ソフトボール協会 鈴木 進 白河市ゲートボール協会 相談役 櫻井 和朋 体育協会前会長

副理事長 廣瀬 和子 白河市家庭バレーボール協会 遠藤 葵 学識経験者 小黒 敏 白河柔道会 春日部 悟 白河テニス協会

幹事

幹事 幹事

理事

副会長

監事

（敬称略）  

令和３年度 役員・理事・監事・幹事紹介 

施設を利用される皆様へ ＬＩＮＥ公式アカウント 

はじめました！ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
白河市体育協会 

ＬＩＮＥアプリの『友だち追加』から『ＱＲコード』で撮影、または 

『検索』⇨『白河市体育協会』を入力し登録してください 

 友だち募集中 

 

白河市体育協会公式 LINE では 

○各種スポーツ教室 ○市民総合体育大会 ○各種イベント  

○施設の利用などに関するタイムリーな情報をお届けします！ 

 

 

 例年１０月に開催

しております 

しらかわスポーツ 

フェスティバル は 

コロナウイルス感染

拡大防止の為中止と

させていただきます 

福島県総合体育大会ソフトボール競技優勝！ 

 

 

 
２２大会ぶり 

５度目の優勝！ 

 

 個人戦 杉村英孝選手 金メダル！！ 団体戦  銅メダル！！ 

中止の 
お知らせ 


