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各務原市スポーツ推進委員会広報部

お問い合わせ：

 各務原市教育委員会事務局スポーツ課

TEL : 058-383-1231

会場 開催日 曜日 　申込締切日

第１回 那加中学校 11月21日 土 10月26日

第２回 川島中学校 12月12日 土 11月  9日

第３回 蘇原中学校 1月16日 土 12月  7日

第４回 緑陽中学校 2月13日 土 1月11日

※本年度の競技種目は「カローリング」です。

※1チーム3名です。

※新型コロナウイルス感染症防止策を講じたうえで
　軽スポーツ交流会を開催します。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、
　中止することがあります。

※詳細は各校区のスポーツ推進委員に
　お問い合わせください。

各務原市スポーツ推進委員会広報紙

　  密集を避ける
　  ため、各会場
　  12チームで
　  開催します

備考

第9号第17号

Theスポ推だより

軽スポーツ交流会の開催計画

各務原市

スポーツ推進委員会

会長 小澤 次郎

スポーツで各務原を元気に

令和２年度 軽スポーツ交流会の開催日程、会場、申し込み期限は、下表のとおりです。

時期が近づきましたら、広報「かかみがはら」にて、お知らせします。

なお、本年度は軽スポーツ大会は開催しません。

軽スポーツ交流会開催日程

令和２年（２０２０年）は、新型コロナウイルス感染症の拡大・感染防

止のため、東京オリンピック、パラリンピックが１年延期されることになり

ました。また、多くの競技の全国大会や地方大会が中止となりました。

各務原市においても、同様にイベントが中止や延期となり、「人々が集

い、平穏に過ごす日常が、貴重な時間」であったことに気づかされました。

スポーツ庁のホームページのほかにも、カラダを動かすことの大切さを伝

える情報も多くあります。カラダを動かすことで、ココロにも、いい汗をか

きましょう。

令和２年６月に、各務原市スポーツ推進委員会の総会を開催しました。市

内１７校区からスポーツ推進委員３４名が集まり、本年度の事業計画を策定

しました。新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえつつ、感染防止対

策に努め、軽スポーツ交流会を開催することを計画しました。

みなさんの参加を、お待ちしております。

カローリング
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表１　参加者からの意見

ガラッキー 100% 81% 97%

カローリング 100% 97% 97%

大会の感想 競技種目について 今後の参加希望

楽しかった またやりたい 次回も参加したい
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図１ 参加回数（％）

カローリング

ガラッキー

軽スポーツ大会アンケート結果
～ アンケートのご協力、ありがとうございました ～

令和元年１１月９日にガラッキー大会、令和２年２月８日にカローリング大会を開催しました。各

大会にて参加者の意見をアンケート方式で調査しました。その結果、各大会の参加者は、２割～３割

が初めての参加でした（図1）。参加チームの構成は、自治会や体育振興会が多く、幅広い年代からの

参加がありました（図2、3）。

ガラッキー大会の参加者から、「知力と適度な運動で、対戦が盛り上がった、ルールが簡単で分か

りやすい、点をとるために知恵を出し合うのが面白い」などの回答がありました。

またカローリング大会の参加者からは、「思ったより難しく、それが面白い、思い通りに行った時

の快感、幅広い年齢の方と交流できて、楽しかった」などの意見がありました。多くの参加者はガ
ラッキー大会、カローリング大会の継続を希望していました。（表1）。
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図２ 参加者の年齢（％）
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図３ チーム構成（％）

幅ひろい年代で、だれもが、参加できる

軽スポーツ大会なんだね。

はじめての

参加者も２～３割

いるんだね。
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野田　浩之

鵜沼二 石黒　嗣男 高田　久志

鵜沼一 大栗帰里子 佐守　英明 中　央 小澤　次郎

高橋　弘子

川　島 長屋いづみ 岡本　年巳 蘇原二 藤井　直美 加藤　修司

稲羽東 奥村　京子 加藤　正通 蘇原一 村瀬　喜行

志賀　年男

稲羽西 小島　文雄 小島　恵子 各　務 後藤　重文 長縄　　誠

尾　崎 山田　一道 松田佳代子 陵　南 伊藤　征仁

浅野　　俊

那加三 市川　喜誉 柴山　豊一 八木山 佐藤　　正 小林　　勉

那加二 藤沢三喜男 中山　博司 緑　苑 嶋崎　辰雄

校区名 氏　　　名 校区名 氏　　　名

那加一 西　　秀人 小川　好秀 鵜沼三 壬生　俊和 山下　由紀

スポーツ推進委員紹介

スポーツ推進委員会定例会

「女性部長 スポーツ推進委員を語る」

毎月第二火曜日の定例会にて、スポーツ推進委
員は、事業の計画など検討しています。
令和２年７月１４日のスポーツ推進委員会で

は、奥村女性部長から、新任者、経験者関係な
く、全スポーツ推進委員を対象に、各務原市スポ
ーツ推進計画を踏まえて、スポーツ推進委員の心
得「校区の代表であり、積極的に地域にも貢献す
ること」などを説明しました。

中央小校区

第１回グラウンド・ゴルフ大会

7月12日（日曜日）に中央小学校運動場にて、

体育振興会が主催となり、第1回グラウンド・ゴ

ルフ大会を開催しました。グラウンド・ゴルフ

は、校区民から参加要望の多い競技です。

今年度は、新型コロナウイルス感染症防止対策

のため、前年より参加者を減らし、6チーム30名

で開催しました。

成績優秀者の

１位から3位まで

を表彰しました。

各校区等の紹介 「翔け！かかみがはら」

令和２年度～令和３年度の各校区のスポーツ推進委員を紹介します。

地域のみなさま、よろしくお願いします。

3



※新型コロナウイルス感染症の状況により、
　イベントが中止になる場合があります。

主な運営協力行事

開　催　日

10月24日(土)

かかみがはらシティマラソン2021

イ　ベ　ン　ト　名 会　　　場

11月29日(日)

 ３月 ７日(日) 川崎重工ホッケースタジアム

かかみがはらDEウォーキング2020 河 川 環 境 楽 園

ス ポ ー ツ げ ん き 祭 各 務 原 市 民 公 園 他

「スポーツ実施率の向上に向けた取組」を主題に掲げ、第67回東海四県スポーツ推進委員研究大会が

開催されました。東海四県から約2200名のスポーツ推進委員が参加し、地域における生涯スポーツの

実践活動について研究・協議しました。各務原市からは14名のスポーツ推進委員が参加しました。

また、長年のスポーツ推進委員の功労が認められ、各務原市から大栗帰里子さんが表彰されました。

第67回東海四県スポーツ推進委員研究大会
静岡県浜松市 他 令和２年２月１４日（金）～１５日（土）

おおぐり きりこ

静岡県浜松アリーナにて 大 栗 帰里子 氏

令和２年６月９日に産業文化センターにて、各務原市スポーツ推進委員会の臨時総会を

開催しました。新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、例年より２ケ月遅れの開催

となりました。

今年度委嘱を受けたスポーツ推進委員の任期は、

令和２年度から令和３年度までの２年間です。

市内の各小学校区から２名、計34名のスポーツ

推進委員が任命されました。

臨時総会では、スポーツ推進委員会の役員

選出のあとに、今年度の事業計画、予算、委員

の組織と役割分担が決定しました。

令和２年度スポーツ推進委員会臨時総会

みなさんの参加を

お待ちしています。

4


