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平成１６年１０月３日（日）日 時

午前９時～午後３時 小雨決行

東小学校グランド会 場

（ ） （ ）４年に１回開催の第 回新座地区民運動会 新座オリンピック が 月３日 日21 10
開催されます。

会場は例年のように東小学校グラウンドです。４年前の前回が雨で中止となって
しまったため、８年ぶりの開催となります。振興会、体協を中心に６月から取組を
始め、準備を進めて参りました。

９月にはいるとすぐに団長、主将会議を行い選手選考に入る予定です。種目を精
選し、新種目も加えよりレクリェーション色を強くして、誰もが楽しめ参加しやす
い競技内容にしました。

競技種目とプログラムを載せておきましたので、参考にするとともに、ふるっ
てご参加下さい。競技方法は前回と同様、６チームによる対抗戦を行うことになっ
ています。なお詳しい競技方法等についてはお近くの体協役員にお尋ね下さい。

第２１回新座オリンピックプログラム

番号 時 間 種 目 性別・年齢制限等
開会式９：３０
風船パン！！リレー 歳未満男女各２名 才以上男女各２名１ １０：１０ 40 40

（ ）２ １０：３０ 玉入れ 小学生以下 名 才以上 名 男女制限無し10 60 10
大玉転がしリレー 歳以上女性４名 歳以上男性４名３ １０：４５ 40 50
百足競走 男性４名 女性６名（年齢制限無し）４ １１：００
大玉送り 男性 名 女性 名（年齢制限無し）５ １１：１５ 20 20
１５００ｍ競走 オープン参加（小中学生には参加賞あり）６ １１：３０
応 援１１：４０
お昼休み

幼児レース オープン参加（幼児）７ １３：００
ドッジボールリレー 男性４名 女性 名（年齢制限無し）８ １３：１５ 12
デカパンリレー 男性５名 女性５名（年齢制限無し）９ １３：３０
綱引き 男性 名 女性 名（年齢制限無し）10 １３：４５ 25 15
ラグビーボールキャッチ 名（男女年齢制限無し）11 １４：００ 20
各区対抗年齢別リレー12 １４：２０
応 援１４：３５
閉会式１５：００



１ 小学生低学年（男女制限無し） ｍ ２ 小学生低学年（男女制限無し） ｍ50 50
３ 小学生高学年（男女制限無し） ｍ ４ 小学生高学年（男女制限無し） ｍ50 50
５ 中学生以上 歳未満女性 ｍ ６ 中学生以上 歳未満男性 ｍ30 100 30 100
７ 歳以上女性 ｍ ８ 歳以上男性 ｍ30 50 30 50
９ 歳以上男性 ｍ 歳以上男性 ｍ40 50 10 50 50

クラブ紹介
新座テニスクラブへのおさそい

テニスクラブは昨年 周年を迎え規約を作り現在１２人で、十日町中学校を借りて下記の要領20
で練習をしております。

原則として新座住民で年齢・性別を問いませんので大勢の参加をお待ちしております。

◆ 日 時 毎週土曜日 ７時 分～９時 分30 30
◆ 場 所 十日町中学校屋内体育館
◆ 会 費 １ヶ月 ５００円
◆ 用 具 ラケット・靴 各自持参（初心者にはラケットをお貸します ）。

会 長 ５７－３０１６高 橋 忠 良 TEL.

ソフトボールクラブ

仲間大募集！！ 新座・本町７丁目・三和町在住の方 年間２～３回大会参加と、
飲み会それ以上あり それなりの年齢の人 野球少しかじった人なら誰でも出来ます。

申込先 監 督 （４区） ５７－８９２４宮 沢 文 夫
コーチ （３区） ５７－２６１５大 久 保四郎
事務局 （ １区） ５７－６７１０根 津 貞 夫

忘れていました、年会費は ４，０００円です。
練習日・大会 追って案内します。

ソフトバレーボールクラブ

入会者 新座体協区域内在住者で、年齢性別問いません。
練習日 毎週火曜日 ７：３０～９：３０PM
場 所 十日町中学校体育館
ルール コートの広さはバトミントンコート ４人で１組となる

ボールは普通のボールより少し大きめでやわらかい
細かい部分は練習の中で覚えていく

ぜひ一度遊びに来て見て下さい



１６年度前期の活動
春季クリーン大作戦

５月２３日（日） 早朝６時から７時まで ３０名参加
毎年、春と秋に

。実施しています
日頃の体協事

業に対する地域
の方々のご協力
に感謝して汗し
ました。駅前通
りと東小学校へ
の通りが見違え
るように綺麗に
なりました。
秋は１０月２５

。日に実施します

チャレンジデー参加（ラジオ体操実施）

５月２６日（水） 早朝６時から６時４５分 新座地区コミュニティーセンター
１３２名参加の参加があり、心地よい汗を流しましたま蕪木一夫（川泉）さんの指導のもと

した。昨年に引き続き、２回目の参加になりました。

早朝の忙しい
時間帯にもかか
わらず大勢の皆
さんから参加い
ただき、ありが
とうございまし
た。

お陰様で、今年
も十日町市と田川
市（福岡県）との
対戦で勝利するこ
とが出来ました。

次回以降もご協
力よろしくお願
いいたします。

救急法講習会

６月１０日（木）夜 ７時３０分～９時３０分 新座地区コミュニティーセンター
日赤講師の佐藤敏夫氏にお願いして毎年実施しています。今回は１６名の参加がありま

した。
今回は止血法や骨折、外傷の応急手当を

中心にご指導いただきました。参加者は、
その技術を自分のものとしようと熱心に聞
き入っていました。

毎年行っています。皆様も次回はぜひ参
加してみて下さい。



平成１６年度新座体育協会役員名簿

会 長 根津 貞夫（１区） ５７－６７１０
副 会 長 村山 太一（２区） ５７－２３３７

中島 昭夫（３区） ５２－３３２６
滝沢 正晴（７－２） ５７－９２７０
桑原 英樹（４区） ５７－９９０９
滝沢 繁（三和町） ５７－４０３３
遠藤 昭一（２区） ５７－８１５６

理 事 長 (市体協理事) 保坂 征夫（２区） ５７－３８７８
副理事長 大島 進（２区） ５２－３２４６

村山 修（７－１） ５７－２６５３
事 務 局 若月 新作（７－２） ５７－６２３３

越井 範行（３区） ５７－４８９１
（会 計） 桑原 征蔵（１区） ５２－３６３６

監 事 福原 正行（３区）
駒形 弘之（三和町） ５２－４５３２

理 事 新座野球 庭野 昭夫（４区） ５７－５５４２
越村 一夫（３区） ５７－４７０８

７丁目野球 星名 富夫（７－１） ５２－７５３７
ソフトボール 村山 雄二（４区）
ソフトテニス 高橋 忠良（１区） ５７－３０１６
マラソン 越村 政巳（２区） ５７－２６３３
バトミントン 越村 靖（２区） ５７－５９６１
卓 球 中島 茂（２区） ５２－３４２８
少年野球 金高 光春（１区） ５７－２７６６

桑原 浩明（７－１） ５７－４３４１
ゲートボール 保坂 三郎（２区） ５７－３８７８
七和クラブ 大津 昭作（７－２） ５７－９３５５
体 操 保坂 征夫（２区） ５７－３８７８
バレーボール 保坂 洋一（４区） ５７－１３２２
ソフトバレーボール 池田 孝子（１区） ５７－６７１１
大好きソフトバレー 永井 京子（４区） ５２－５１４９

１ 区 ◎中島 国雄 ５７－８６２９
桑原 貴裕 ５２－４８１８

２ 区 ◎村山 晴男 ５７－６７５８
関田 修 ５７－１３２６

３ 区 ◎篠原 文夫 ５７－２１４３
渡辺 栄司 ５７－１３６１

４区１ ◎正野 健一 ５７－９４３９
小堺 堅二 ５７－５００６

４区２ ◎越井 利彦 ５７－５９５７
中沢 正 ５７－４３４５

７－１
７－２
三和町 ◎玉村 隆史 ５７－１８４１

高橋 三男 ５２－７０２９

顧 問 大久保 強（１区） ５２－３０６０
庭野 政義（７－１） ５７－１６６３
大久保善雄（１区） ５７－８６３８

年度 年度の役員です。よろしくお願いいたします。16 17


