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　スポーツ協会主催事業は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
多くのスポーツイベントを中止としましたが、感染症拡大防止対策を十
分に講じて開催した事業もありました。

あつぎスポーツアカデミー

スポーツ大会

中学生ソフトテニスアカデミー
　 令 和 ２ 年12月 ５ 日

（土）、市内中学校ソフ
トテニス部に所属して
いる生徒を対象に、ヨ
ネックス㈱ソフトテニ
ス部の柴田章平選手と

林田和樹選手を講師に招き開催。中学生たちは、
現役トップアスリートからの直接指導に目を輝か
せていました。

幼児運動アカデミー
　令和３年１月７日

（木）、５歳から６歳の
幼児とその保護者を対
象に、本市出身で、現
在「はやぶさイレブン

（サッカー）」で活躍している永里源気さんを講師
に招き開催。ボールを使って遊び、運動能力と思
考能力を伸ばすプログラムの「バルシューレ」で、
子どもたちは楽しく身体を動かしました。

NAGASATOサッカーアカデミー
　令和３年１月11
日（月）、小学４年
生から６年生とそ
の保護者を対象に、
永里源気さんを講
師に招き開催。子

どもたちは上手に扱えないボールに苦戦しながら
も、サッカートレーニングにチャレンジしました。

期日／令和３年１月11日（月）　
会場／荻野運動公園競技場

令和２年度厚木市小学生サッカー大会
期日／令和３年４月18日（日）　
会場／南毛利スポーツセンターテニスコート

第27回厚木市中学生ソフトテニス大会

優　勝 玉 川 中 学 校
準優勝 荻 野 中 学 校
第３位 小 鮎 中 学 校
第４位 睦 合 中 学 校

男子の部　結　果

優　勝 東 名 中 学 校
準優勝 林 中 学 校
第３位 荻 野 中 学 校
第４位 厚 木 中 学 校

女子の部　結　果

優　勝 鳶 尾 Jr サ ッ カ ー ク ラ ブ
準優勝 ハ リ マ オ サッカ ー ク ラ ブ
第３位 荻 野 サ ッ カ ー 少 年 団
第４位 林 サ ッ カ ー ク ラ ブ

１年生の部　結　果

スポーツ教室
ヨガ教室

　 令 和 ２ 年11月10日
（火）から３回シリーズ
で、インストラクター
の狩野麻理絵さんを講
師に招き開催。ポーズ
と呼吸の連動でリラッ

クス効果を体験した参加者たちは、心も身体もリ
フレッシュしました。

　令和２年11月23日（月）、
ソウルオリンピック女子
マラソンに出場した浅井
えり子さんを講師に招き
開催。浅井さんが推奨す

る時間をかけて、ゆっくり長い距離を走る「L･S･D
（Long Slow Distance）」での試走やランニン
グ後の疲労回復など、盛り沢山の内容でした。

ジュニアソフトボール教室
　令和２年12月19日（土）、
市内中学校ソフトボール
部に所属している生徒を
対象に、県立厚木商業高
等学校ソフトボール部監

督の宗方貞徳先生を講師に招き開催。高校生が
日々行っているトレーニングメニューで、攻守の
基本を学びました。

ランニング教室
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The Sports in あつぎ2

　３密を避けた適度な運動と気分転換に、ウォーキングはいかがでしょうか。今まで気が付かなかった地域の良さや見過ごしていた景色に出会え
るかも知れません。身近なところを歩くコースとして、過去にあつぎウォークで歩いたコースをご紹介します。

　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
等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２年度の「厚木市スポー
ツ人のつどい」は残念ながら
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
紹介します。

コロナ禍の今だからこそ“わがまち”を歩いてみませんか？

氏　名・団体名 功　　　　　　労　　　　　　内　　　　　　容
峯﨑　孝俊 平成25年５月から基準日（令和２年12月31日）までの７年８ヶ月間、

スポーツ協会理事として、多年にわたり協会の発展に尽力された。

頼住　道夫 平成24年４月から令和２年３月31日までの８年間、スポーツ協会専門
委員として、多年にわたり協会の発展に尽力された。

田村　康孝 平成15年４月から基準日（令和２年12月31日）までの17年9ヶ月間、
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。

森　　史雄 平成19年４月から基準日（令和２年12月31日）までの13年9ヶ月間、
山岳協会役員として、長年にわたり協会の発展に尽力された。

藺藤　孝一 平成19年４月から基準日（令和２年12月31日）までの13年9ヶ月間、
バドミントン協会役員として、長年にわたり協会の発展に尽力された。

松村　千恵 平成17年４月から基準日（令和２年12月31日）までの15年9ヶ月間、
バドミントン協会役員として、長年にわたり協会の発展に尽力された。

伊波　大地 本市出身選手として第100回全国高等学校ラグビーフットボール大会に
出場し他の模範となる活躍をした。

阿部　太祐 本市出身選手として第100回全国高等学校ラグビーフットボール大会に
出場し他の模範となる活躍をした。

厚木市役所ソフトテニス部 第34回ソフトテニス日本実業団リーグにおいて、第４位の成績を収めた。
（敬称略、順不同）

　ご紹介したコースは、スポーツ協会ホームページにも掲載しています。
　コースはウォーキング用に整備されたものではありません。また、コースは大会当時のものですので、状況により歩きにくい場合や通行できない場合もあります。
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　スポーツ協会では “楽しい時
間の過ごし方” をテーマに、自
宅でできるトレーニングなどの
動画を配信しています。各種ス
ペシャリストの動画をライン
アップしておりますので、ぜひ
お楽しみください。

  　動画配信中

永里源気先生
（サッカー）

谷口耕太郎先生
（陸上）

狩野麻理絵先生
（ヨガ）

臼井幸平先生
（サッカー）

ワイズ・スポーツ＆エンターテイメント
（パーソナルトレーナー）

あゆタロウ先生
（ソフトテニス）

小林雄一先生
（陸上）

大坪タツヤ先生
（ボクシング）

　スポーツ協会では、協会公式サイト
のほか、Facebook、Instagram、
Twitterでも情報を発信しています。

YouTubeチャンネル
https://www.atsugi-
sports.com/youtube/
top.htm

３密を避けて
体を動かそう

「被表彰者の峯﨑孝俊さん」

ジュニア陸上競技教室
ボクシングエクササイズ教室
第２回キッズテニス教室
ジュニアバドミントン教室
初心者空手道教室
タグラグビー教室

グラウンド・ゴルフ教室
スキー教室
初心者柔道教室
令和２年度月例マラソン
令和２年度厚木市中学生卓球大会
第10回厚木市小学生・中学生剣道演武大会

中学生軟式野球アカデミー
中学生ソフトテニスアカデミー（強化練習会）
中学生卓球アカデミー
中学生バドミントンアカデミー
３学期小学生トレーニングアカデミー
キッズ野球アカデミー

第１回幼児動きづくりアカデミー
第２回幼児動きづくりアカデミー
第4８回厚木市スポーツ人のつどい
スポーツセミナー（指導者、医科学）

 スポーツ協会主催事業の中止について 令和２年１２月～令和３年３月に開催を予定していたスポーツイ
ベントで、中止とした主な事業は次のとおりです。

令和２年度　公益財団法人厚木市スポーツ協会表彰



［土日祝］下川入スポーツ広場
事務局＊046(223)1306　問合せ先＊090(3202)3632

〈厚木ボーイズを強くするのは君達だ！〉

（公財）日本少年野球連盟　神奈川県支部

厚木市岡田3134マイビル
TEL046-228-0078

各種クラブ・サークル・部活、
少人数でもOK

帽子・Tシャツ・ポロシャツ
トレーナー・ブルゾン
ウィンドブレーカー
ワッペン・ステッカー

自分たちのユニフォームが欲しい、その時

マイ・プランニング

オリジ
ナルユニフォームオリジ
ナルユニフォーム

３令和3年6月１日　79号

厚木市ハンドボール協会が
新加盟！！

厚木市スポーツ協会加盟団体
厚木市陸上競技協会 厚木市テニス協会
厚木市野球協会 厚木市スキー協会
厚木市柔道協会 厚木市ソフトボール協会
厚木市ソフトテニス協会 厚木市ゲートボール連合
厚木市バレーボール協会 厚木市ゴルフ協会
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
厚木剣道連盟 厚木市なぎなた協会
厚木市水泳協会 厚木市ボウリング協会
厚木市弓道協会 厚木市ラグビーフットボール協会
厚木市山岳協会 厚木市空手道協会
厚木市卓球協会 厚木市バウンドテニス協会
厚木市サッカー協会 厚木市アマチュアボクシング協会
厚木市バドミントン協会 厚木市グラウンド・ゴルフ協会
厚木市クレー射撃協会 厚木市ターゲット・バードゴルフ協会
厚木市少林寺拳法協会 厚木市ハンドボール協会

指定管理施設の紹介

新型コロナウイルス感染症拡大予防のためのお願い

東町スポーツセンター

及川球技場

猿ケ島スポーツセンター

南毛利スポーツセンター

　東町スポーツセンターは、体育室、武道場、
弓道場、トレーニング室がある5階建ての体育
館です。
　トレーニング室は専門知識を持ったトレー
ナーが常駐し、有酸素系、筋力系の運動マシン
のほか、疲労回復系の器具も備えています。ご利
用の際は、経験の有無に関わらず「初回者講習会」
の受講が必要です。日程などについては、東町
スポーツセンターまでお問い合わせください。
　所在地　厚木市東町2-1
　電　話　225-2538

　スポーツ協会では、厚木市営体育施設の指定管理者として、
市内4施設の管理運営を行っています。

　及川球技場は、夜間照明が設置された全面人
工芝のグラウンドで、ソフトボール、少年野球、
サッカーのほか、レクリエーション活動にも対
応できる球技場です。施設内には多目的広場と
一周約700mの散策路もあり、ターゲットバー
ドゴルフやウォーキングを楽しむ方にもご利用
いただいております。
　所在地　厚木市及川1-17-1
　電　話　242-3060

　令和３年度から新しく厚木市ハンドボー
ル協会（会員数80人）がスポーツ協会に加盟。
これで加盟団体は30団体となり、より一層
のスポーツ推進を図る体制となりました。

　猿ケ島スポーツセンターは、体育館、テニス
コート4面のほか、両翼95m中堅116mで外野
は天然芝の野球場がある施設で、体育館には、
新たに4基のバスケットボールゴール（練習用）
が設置された体育室と多目的室や健康器具を完
備した談話室もあり、地域の憩いの場として、
多くの方に親しまれています。
　所在地　厚木市猿ケ島195-129
　電　話　246-2010

　南毛利スポーツセンターは、体育館、グラウ
ンド、テニスコートが集約された施設で、体育
館には、各種球技や幼稚園の運動会なども行わ
れる体育室と大型の鏡がある多目的室がありま
す。また、広々としたグラウンドでは、グラウ
ンドゴルフやジュニア世代のスポーツで賑わ
い、全天候型のテニスコートは、市内公共体育
施設で最も多い12面を有しており、週末には各
種大会が開催されています。
　所在地　厚木市温水西1-27-1
　電　話　247-7211各施設の予約は、厚木市が管理する公共施設予約システムからお申し込みください。

　ご来場の際は、必ずマスクを着用し、次の項目を遵守して施設をご利用ください。

〇�スポーツを行っていないときや会話をする際は、必ずマスクを着用
してください。
〇�こまめな手洗いとアルコールなどによる手指消毒を行ってください。
〇�他の利用者との距離はできるだけ2m以上（最低1m）を確保して
ください。
〇�飛沫防止のため、大きな声での会話や応援などは控えてください。

〇�ミーティングなどでも、3密を避けるようにしてください。
〇�感染防止における施設管理者からの指示に従ってください。
〇�利用後2週間以内に、新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、
施設管理者に対して報告するとともに、濃厚接触者の有無などにつ
いても報告してください。

厚木市スポーツ少年団
連絡協議会の紹介
　厚木市スポーツ少年団連絡協議会では、運動の基礎
体力を総合的に測定するスポーツテストや無作為に分
けたチーム対抗で競技を行う交流大会を開催し、子ど
もたち同士の交流を深めることを目的に活動しています。
　また、指導者や保護者に対しては、時代とともに変
化する指導方法などの研修会も行い、情報の共有を
図っています。
　現在、14単位団が加盟しています。各単位団では、
一緒にスポーツを楽しむ仲間を募集しています。問い
合わせは、各チームが発信しているホームページや
SNSでご確認ください。

　スポーツ少年団の理念
を学び、指導者として10
年以上の活動実績があり
他の模範となる個人を表
彰する「神奈川県スポー
ツ少年団優良指導者表
彰」に「三田フレンズ森島賢さん」、「厚木ニューウェー
ブ鈴木弘光さん」が受賞されました。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため表彰式は中
止となりましたが、両チームの子どもたちや保護者も参
加した授与式を関係者が企画。受賞者の２人には、賞状
と記念品が渡されました。

　スポーツ協会が、平成11年から毎年開催している「あ
つぎウォーク」で、令和元年まで実行委員長としてご尽
力をいただいた厚木市スポーツ推進委員連絡協議会の�
莊司徳行さんが、地域のスポーツ推進活動に貢献したこ
とが評価され、厚木市民功労賞を受賞されました。
　莊司さんは令和２年度から会長職を後進に譲られ、現
在は顧問として活動を見守っています。受賞おめでとう
ございます。

令和２年度神奈川県スポーツ少年団
優良指導者表彰

莊司徳行さんが市民功労賞を受賞軟式野球
　荻野リバース
　妻田ブルーフォックス
　三田フレンズ
　ペガサス
　長谷スポーツ少年団
　県央少年野球クラブ
　厚木ニューウェーブ
サッカー
　ブラックジャガーズ

加
盟
単
位
団

　南毛利フットボールクラブ
　荻野サッカー少年団
　林サッカークラブ
柔道
　南毛利柔道
空手道
　近代空手道会
バドミントン
　Selfish



完全一対一のレッスンでも、グループレッ
スン並みの授業料。体験レッスン実施中
プレゼンテーション・発表の英語、英検対策、
TOEIC、TOEFL、TEAP、中高生英語、ビジネス英語、帰国
子女特化指導、小学生英語、英語論文指導

（オンラインレッスンもできます。）英語講師：平井エンミ
元アメリカンスクール教師、各イベントの英語アナウンサー。
文部科学省奨学金で東京外国語大卒、同奨学金で東京学芸大学大学院修士課程修了。
中学英語教員の英語研修を指導した経験もある英語教育のスペシャリストです。

TEL 046-227-3833 　　　E-mail: gaigo@eichu-intl.co.jp
厚木市旭町1-22-24 信栄ビル202号室　https://www.eichu-language.com/

本厚木駅南口より
徒歩3分

The Sports in あつぎ4
令和3年６月１日　79号

　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へ配布しています。広告に関する詳細は、
スポーツ協会事務局までお問い合わせください。

広 告 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。入会を希望の方は、スポーツ協会事務局までご連
絡ください。
　会費は次のとおりです。

スポーツ協会主催

　スポーツ協会では、毎年幅広い年齢層の方々を対象とした「スポーツ教室」や小・中学生を対象とした「スポーツ大会」
及び未来のトップアスリートの育成を目的とした「あつぎスポーツアカデミー」など、各種スポーツ事業を開催しています。
　申し込み方法については、広報あつぎ、厚木市講座予約システムなどでご確認ください。
　また、スポーツ協会ホームページでも、詳細・申し込み方法及び大会結果などをお知らせしています。
　なお、厚木市スポーツ事業については、スポーツ推進課（225-2531）へお問い合わせください。

令和３年度 あつぎスポーツカレンダー！！

日程 スポーツ教室（40教室）
４月 グラウンド・ゴルフ教室

９月

第2回初級・中級テニス教室

５月

第1回初級・中級テニス教室 少林寺拳法教室
第1回ジュニアソフトテニス教室 なぎなた体験教室
初級･中級ジュニアテニス教室 ゲートボール教室
タグラグビー教室 初級･中級卓球教室

６月

第1回初心者弓道教室 第2回初心者弓道教室
ソフトバレーボール教室

10月
バドミントン教室

初級・中級社交ダンス教室 ジュニアバレーボール教室
ジュニアトランポリン教室 軽登山教室

７月

レベルアップゴルフ教室

11月

ヨガ教室
第1回キッズテニス教室 第2回ジュニアソフトテニス教室
初心者バウンドテニス教室 ミニバスケットボール教室
第1回初心者ジュニア水泳教室 ジュニア陸上競技教室
夏休みジュニアゴルフ教室 ランニング教室

～はじめようロング･スロー・ディスタンス～夏休みジュニアサッカー教室
初心者ボウリング教室 12月 ボクシングエクササイズ教室

８月
夏休みジュニア剣道教室 ジュニアソフトボール教室
第2回初心者ジュニア水泳教室

１月
第2回キッズテニス教室

カヌー・カヤック教室 ジュニアバドミントン教室
初心者空手道教室

２月 スキー教室
初心者柔道教室

日程 厚木市スポーツ事業（スポーツ推進課）

５月
スポーツなじみDAY

10月
市民健康まつり大会（市内15地区） 12月 第10回ちびっこマラソン・

駅伝競走大会
春季健康まつり厚木市民大会
（市内15地区）

2021あつぎマラソン 1月 第68回あつぎ駅伝競走大会

11月
第19回あつぎスポーツ
レクレーションフェスティバル

3月 スポーツなじみDAY

９月 第44回厚木市民体育祭
スポーツなじみDAY

日程 あつぎスポーツアカデミー

５月
～
７月

１学期小学生体力づくりアカデミー
１学期小学生トレーニングアカデミー
中学生ソフトテニススクール
１学期幼児運動アカデミー

10月
～
12月

２学期小学生体力づくりアカデミー
２学期小学生トレーニングアカデミー
２学期幼児運動アカデミー

１月
～
３月

３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
３学期幼児運動アカデミー

11月 中学生ソフトテニスアカデミー

１月

小学生軟式野球アカデミー
中学生卓球アカデミー
ジュニアバスケットボールアカデミー
親子サッカーアカデミー

２月 中学生バドミントンアカデミー
キッズ野球アカデミー

未定 自宅でトレーニングアカデミー

日程 その他事業
８月 キッズスポーツチャレンジ
11月 スポーツフェスティバル
２月 スポーツセミナー
３月 スポーツ人のつどい

日程 スポーツ大会

4月 第27回厚木市中学生ソフトテニス大会
令和3年度厚木市小学生サッカー大会

５月 第52回厚木市少年野球大会
７月 第36回厚木市小学生ソフトボール大会

８月
令和3年度厚木市小学生･中学生
バスケットボール大会
令和3年度厚木市中学生卓球大会

11月 2021あつぎウォーク
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4回月例マラソン
第11回厚木市小学生・中学生剣道演武大会

日程 競技別選手権大会

通年 加盟団体と協力して選手権大会を
実施

日程 厚木市スポーツ少年団連絡協議会
11月 スポーツテスト

２月
交流大会
指導者研修会

都合により変更になる場合があります。

　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
を楽しみながらサポートをする。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？


