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公益財団法人
厚木市スポーツ協会

１月
ジュニアバドミントン教室
第2回キッズテニス教室
初心者空手道教室

２月
初心者柔道教室
スキー教室

５月から開催している次の教室は、募集を
終了しています。
第１回初級・中級テニス教室、グラウンド・
ゴルフ教室、初級・中級ジュニアテニス教室、
タグラグビー教室、第1回ジュニアソフトテ
ニス教室、初級・中級社交ダンス教室

10月
バドミントン教室
ジュニアバレーボール教室
軽登山教室

11月

ジュニア陸上競技教室
ランニング教室
第2回ジュニアソフトテニス教室
ミニバスケットボール教室

12月
ボクシングエクササイズ教室
ヨガ教室
ジュニアソフトボール教室
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＊スポーツ大会の結果については、スポーツ協会ホームページでお知らせしています。

第28回厚木市中学生ソフトテニス大会結果
期日／令和4年4月16日（土）
会場／南毛利スポーツセンター
　　　テニスコート

成　績 男子の部 女子の部
優　勝 玉川中学校 東名中学校

準優勝 愛川東中学校 玉川中学校

第３位 睦合中学校 厚木中学校

第４位 荻野中学校 林中学校

～結　果～

男子の部優勝　玉川中学校 女子の部優勝　東名中学校

　スポーツ協会では、年間を通じて幅広い年齢層の方々を対象とした「スポーツ教
室」や「各種スポーツ大会」を開催するとともに、幼児や小学生を対象とした「ス
ポーツ体験イベント」のほか、未来のトップアスリート育成の取り組みとして、年
中から中学生を対象とした「あつぎスポーツアカデミー」を開催しています。
　各イベント等への申し込み方法については、スポーツ協会ホームページ、広報あ
つぎ、市講座予約システムなどでご確認ください。

スポーツしませんか？スポーツしませんか？

競技別選手権大会

通年 加盟団体と協力して各種選手
権大会を実施

その他イベント
８月 キッズスポーツチャレンジ
11月 スポーツチャレンジデー
２月 スポーツ医科学セミナー

３月
スポーツ人のつどい
スポーツ指導者セミナー

６月
第１回初心者弓道教室
ソフトバレーボール教室
ジュニアトランポリン教室

７月

第１回キッズテニス教室
初心者バウンドテニス教室
夏休みジュニアサッカー教室
夏休みジュニアゴルフ教室
第１回初心者ジュニア水泳教室
初心者ボウリング教室
レベルアップゴルフ教室

６月～７月 ９月～12月 １月～３月
小学生体力づくりアカデミー（１学期） 小学生体力づくりアカデミー（2学期） 小学生体力づくりアカデミー（３学期）
小学生トレーニングアカデミー（１学期） 小学生トレーニングアカデミー（2学期） 小学生トレーニングアカデミー（３学期）
幼児運動アカデミー（１学期） 幼児運動アカデミー（2学期） 幼児運動アカデミー（３学期）
中学生ソフトテニススクール（１学期） 中学生ソフトテニススクール（2学期） 中学生ソフトテニススクール（３学期）
キッズ野球アカデミー 中学生軟式野球アカデミー（合同練習会） 中学生ソフトテニスアカデミー（強化･合同練習会）
＊開催日未定
永里源気サッカーアカデミー、川崎ブレイブサンダースバスケットボールクリニック、中学生バドミントンアカデミー（合同
練習会）、スポーツクリニック

各種スポーツ大会

５月
令和４年度厚木市小学生サッカー大会
第53回厚木市少年野球大会（学童部）

７月 第37回厚木市小学生ソフトボール大会

８月
令和４年度厚木市小学生・中学生バスケットボール大会
令和４年度厚木市中学生卓球大会

10月 2022あつぎウォーク

11月
第53回厚木市少年野球大会 （少年部）
第１回月例マラソン

12月 第2回月例マラソン
２月 第３回月例マラソン
３月 第12回厚木市小学生・中学生剣道演武大会

８月
夏休みジュニア剣道教室
第2回初心者ジュニア水泳教室
カヌー・カヤック教室

９月

第2回初級・中級テニス教室
少林寺拳法教室
なぎなた体験教室
ゲートボール教室
初級･中級卓球教室
第2回初心者弓道教室

令和令和４４年度年度  スポーツ協会主催スポーツ協会主催
イベントカレンダーイベントカレンダー

スポーツ教室

あつぎスポーツアカデミー



The Sports in あつぎあつぎ2

　スポーツ協会及び加盟団体の発展に功労のあった個人や全国大会などで優秀な成績を収めた個人と団体を表彰する「公益財団法人厚木市
スポーツ協会表彰」は、毎年３月に開催する「厚木市スポーツ人のつどい」で表彰式を行っています。
　令和３年度の「厚木市スポーツ人のつどい」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により残念ながら中止となりましたが、被表彰者
の皆様の功績をたたえるとともに、より一層のご活躍を祈念申し上げ、本紙面にてご紹介いたします。

令 和 ３ 年 度令 和 ３ 年 度
公益財団法人公益財団法人 厚木市厚木市スポーツ協会表彰スポーツ協会表彰

氏　名 功　労　内　容

津 國 洋 和
厚木市陸上競技協会役員として、長年にわたり協会の発展に
尽力された。上 野　　 進

小 林 辰 夫

髙 橋 貴 裕 厚木市柔道協会役員として、長年にわたり協会の発展に尽力
された。

土井重久美子
厚木市バレーボール協会役員として、長年にわたり協会の発
展に尽力された。竹 中 貴 子

吉 谷 友 輔

植 田 律 子
厚木市バスケットボール協会役員として、長年にわたり協会
の発展に尽力された。折 田 克 也

櫻 井 広 司

竹 内 正 德 厚木剣道連盟役員として、長年にわたり連盟の発展に尽力さ
れた。

岩 﨑 邦 夫 厚木市卓球協会役員として、長年にわたり協会の発展に尽力
された。

金 巻　　 進 厚木市ソフトボール協会役員として、長年にわたり協会の発
展に尽力された。國 本 博 章

中 村 卓 也 市町村対抗「かながわ駅伝競走大会」に幾度も出場し、他の
模範となる活躍をした。

◎　一般表彰【個人】� （敬称略、順不同）

厚木SC
（ソフトボール）

団　体　名 功　労　内　容

厚 木 Ｓ Ｃ 第42回全日本クラブ女子ソフトボール選手権大会において、
準優勝の成績を収めた。

◎　一般表彰【団体】� （敬称略、順不同）

山 下 昭 男 全国規模のテニス大会で幾度も入賞し、他の模範となる活躍
をした。

髙 橋 瑠 奈 第70回全国高等学校柔道大会において、ベスト８の成績を収
めた。

渡　部　倫太郎 第30回全国高等学校剣道選抜大会において、優勝の成績を収
めた。

鳥谷部� 薫 全日本ベテランテニス選手権において、ベスト８の成績を収めた。

長 屋　　 旬 第21回全日本少年少女空手道選手権大会において、第３位の
成績を収めた。

　神奈川県スポーツ少年団本部長の
安倍正弘さんを講師に迎え、令和４
年１月１５日（土）、南毛利スポーツセ
ンター会議室で、令和３年度厚木市
スポーツ少年団指導者研修会が開催
されました。
　「今後のスポーツ少年団のあり方
と新しい時代にふさわしいコーチン
グについて」をテーマに、全国的に
団員が減少している単位団の状況やこれからの単位団は勝利
主義から、スポーツを通して親子が一緒に楽しめる環境へシ
フトする必要があるとのお話がありました。最後には、一人
でも多くの子どもたちが、スポーツに親しむ社会を実現する
ための協力を参加者に呼びかけました。

　この度、Atsugi T.BOYS volleyball teamス
ポーツ少年団（バレーボール）が、新規単位団とし
て加盟されました。これで加盟単位団は１４団体と
なり、スポーツ少年団の活動を通じて、子どもた
ちの交流の輪が広がることを楽しみにしています。

令和３年度厚木市スポーツ少年団指導者研修会 新しい仲間が加盟しました。

厚木市スポーツ少年団活動報告厚木市スポーツ少年団活動報告
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　本市出身で元プロ野球選手の館山昌平さん。現在
は、福島レッドホープス（日本独立リーグ野球機構）
のコーチとして選手の育成に力を注いでいる。
　高校時代は、神奈川県屈指の好投手として活躍し、
大学時代は、東都大学春季リーグの優勝にエースと
して貢献。プロ野球選手となってからは、最高勝率
のタイトルを獲得するなど、輝かしい球歴の一方で、
３８歳まで続けた現役生活で、３度のトミー・ジョン
手術（内側側副靱帯再建手術）を含め通算１０回に及ぶ

手術を経験。強い意志と懸命なリハビリで何度も復
活を果した。
　中学校では、部活動の軟式野球部に所属。決して
野球エリートではなかったと振り返る。今後は、野
球を通じて故郷に恩返しがしたいとの想いから、市
内での野球教室や講演会の活動も予定している。
　プロ野球のコーチも経験した館山さんが、本市で
行う野球イベントが待ち遠しい。

　川崎ブレイブサンダースバスケットボールクリニックが、令和４年３月
２１日（月祝）、南毛利スポーツセンター体育館で開催されました。
　このイベントは、県内の各地で開催している人気のクリニックで、初め
てバスケットボールに挑戦する未就学児やバスケットボールを始めて間も
ない年中から小学6年生までを対象とした「初心者向けのクリニック」とプ
レイヤーとしてのレベルアップやマンツーマンディフェンスのスキルアッ
プを図りたい小学2年生から中学3年生までを対象とした「経験者向けの
クリニック」が行われました。参加者からは、「ボールがリングに入ると嬉
しい。」、「今日習ったことを、試合に活かしたい。」などの声がありました。

川崎ブレイブサンダース川崎ブレイブサンダース
　バスケットボールクリニックが　バスケットボールクリニックが
� 開催されました。� 開催されました。
～１００人を超える子どもたちが参加～

厚木市出身厚木市出身ののスポーツ選手紹介スポーツ選手紹介 館山　昌平さん
（元プロ野球選手）

　スポーツ協会では、「大学生のイ
ンターンシップ」を支援しています。
　令和３年度は２人を受け入れ、ス
ポーツ振興に係わる業務や施設管理
などを実習しました。慣れない仕事
に戸惑いもありましたが、職員に積
極的に質問するなど、実習の目的や
目標をしっかり意識しながら取り組
んでいました。短い期間でしたが、
今回の経験が将来に少しでも役立つ
ことを期待します。

　厚木市ソフトテニス協会の会長
として、多年にわたり団体の運営
に尽力するとともにソフトテニス
競技の指導を通じて、青少年の育
成に取り組んだ功績が評価され、
令和３年度厚木市教育委員会表彰
を受賞されました。
　受賞おめでとうございます。

インターンシップを支援インターンシップを支援 厚木市ソフトテニス協会会長厚木市ソフトテニス協会会長のの
鷲尾正行さん鷲尾正行さんがが令和３年度令和３年度
厚木市教育委員会表彰厚木市教育委員会表彰をを受賞受賞
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　本情報紙に掲載する広告のスポンサーを募集しています。情報紙　本情報紙に掲載する広告のスポンサーを募集しています。情報紙
は、市内全戸及び関係団体等へ配布しています。広告に関する詳細は、市内全戸及び関係団体等へ配布しています。広告に関する詳細
は、スポーツ協会までお問い合わせください。は、スポーツ協会までお問い合わせください。

情報紙広告募集情報紙広告募集
　スポーツ協会ホームページに掲載するバナー広告のスポンサー
を募集しています。バナー広告は、ホームページの中央付近に掲
載します。バナー広告に関する詳細は、スポーツ協会までお問い
合わせください。

ホームページバナー広告募集ホームページバナー広告募集

古　舘　博　士 森　　　史　雄 三　嶋　正　志 勝　木　陽　一 石　川　ミツ枝
岩　﨑　博　美 吉　田　　　正 鷲　尾　正　行 神　吉　善　茂 勝　俣　　　武
鍵和田　敏　雄 井　上　敏　郎 大久保　春　樹 又　村　　　秀 船　生　泰　男
志　田　邦　昭 福　田　博　明 小　川　栄　司 田　坂　幸　治 持　主　正　治
熊　坂　　　博 髙　橋　健　一 相　原　　　保 東　　　美奈子 橋　本　和　典
古　澤　裕　二 内　山　ト　ミ

有限会社タイガープロパン 有限会社ピービット
浅岡信一税理士事務所 株式会社神菱商事
株式会社特別警備保障 有限会社イシケンスポーツ本店
有限会社長澤商事 今泉産業株式会社
有限会社松浦測量 株式会社第三設備
株式会社欧文社 本厚木カンツリークラブ
愛甲建設株式会社 株式会社ノジマ教材
有限会社甘利園芸センター 株式会社伊波ビルサービス
厚木ガス株式会社 厚木市農業協同組合
日産自動車株式会社 鈴木電気管理事務所
株式会社にしき 株式会社アツギフードサービス
球スポーツ パークインホテル厚木
株式会社シグマ 株式会社内田造園

　スポーツ協会のスポーツ振興事業推進のために、ご覧の方々から温か
いご支援をいただきました。謹んでお礼申し上げます。

（令和４年４月１２日現在　順不同・敬称略）

（令和４年４月１２日現在　順不同・敬称略）

≪個人会員≫

≪法人会員≫

ナショナル・ベンディング株式会社 厚木営業所 株式会社ヒロコーポレーション
厚木市地域婦人団体連絡協議会 野寺電気管理事務所
小沢商事株式会社 厚木ヤクルト販売株式会社
ダイト空調工業株式会社 株式会社リコー厚木事業所
有限会社ナガノ設備 日立Ａｓｔｅｍｏ株式会社
SBSリコーロジスティクス株式会社 グローバルゴルフネット株式会社
学校法人ソニー学園湘北短期大学 光運送株式会社
株式会社シティアクセス相模 厚木市野球協会
厚木市ゲートボール連合 厚木市少林寺拳法協会
厚木市ソフトテニス協会 厚木市グラウンド・ゴルフ協会
厚木剣道連盟 厚木市弓道協会
厚木市卓球協会 厚木市ソフトボール協会
厚木市テニス協会 厚木市スキー協会
厚木市バウンドテニス協会 厚木市バレーボール協会
厚木市空手道協会 厚木市陸上競技協会
厚木市ボウリング協会 厚木市サッカー協会
厚木市バスケットボール協会 厚木市ダンススポーツ連盟
厚木市水泳協会 厚木市柔道協会
厚木市ゴルフ協会 厚木市なぎなた協会
厚木市バドミントン協会 厚木市山岳協会

　スポーツには「する」、「見る」のほかに「支える」があります。スポーツ活動の場におい
て、スポーツを楽しみながらお手伝いをする。それが「支える」スポーツです。スポーツ協
会では、「支える」スポーツとして、スポーツボランティアを募集しています。「頑張ってる
人を応援したい！」、「スポーツイベントの運営に興味がある」そんな皆さまのご応募をお待
ちしております。

⃝ 募集対象は２０歳以
上の方となります。

⃝ 詳細はスポーツ協
会事務局までお問
い合わせください。

スポーツボランティアスポーツボランティア募集募集あなたもスポーツボランティア
活動をはじめてみませんか？

　日頃から、市民の皆様をはじめ、各関係機関・団体におかれましては、当協会の事業に
御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、昨年度は、新型コロナ感染拡大防止のため、事業を縮小してまいりましたが、今
年度は、これまでに培った感染対策をしっかりと講じ、各事業を実施する計画でおります
ので御期待ください。
　スポーツは、生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠なものであ
ることから、当協会といたしましても、誰もがスポーツを楽しみスポーツに価値を見出す
ことができるよう努めてまいります。
　最後に、一人でも多くの方が健康な日々を送りながら、幸福で豊かな生活を営むことが
できることを願っております。

会長あいさつ

公益財団法人厚木市スポーツ協会
会　長　佐後　佳親

賛 助 会 員 募 集賛 助 会 員 募 集

　 ※口数の制限はありません。
　●個人　１口年間：  ５，０００円　　　●法人　１口年間：１０，０００円

　賛助会員とは、スポーツ協会の目的に賛同し、事業の推進をご援助
いただくものです。入会を希望される方は、スポーツ協会事務局まで
ご連絡ください。

ご支援ありがとうございますご支援ありがとうございます


