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５月２１日の社員総会及び臨

時理事会で会長に選出され、令和

４・５年度の舵取りを担うことに

なりました羽村市の新島です。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

東京都の新型コロナウイルス

感染者は、社員総会が開催された

時期には１日あたり４千人弱で

減少傾向にあり、今年の社員総会

は３年ぶりに行動制限のない中で開催することができ

ました。私たちの活動もほぼ平常どおり行うことがで

き、日常を取り戻せたかのように思えました。 

しかし、感染者は新たな変異ウィルスの拡大によっ

て急増し、第７波となって連日その数を更新し続け、東

京都では１日あたり３万人を超える日も続いています。

国や都は、こうした中でも行動制限は行わないことと

しており、私たちもこれまで以上に感染対策を徹底し、

ウィズコロナで進めていく必要があります。 

こうした中、私たちの課題は、第３期スポーツ基本計

画や TOKYO スポーツレガシービジョンに示されてい

るように、２０２０東京大会の成果を今後の活動にど

う生かしていくかです。特に、スポーツを通した共生社

会の実現に向けては課題も多岐にわたるため、長期に

わたって取り組んでいくことが必要です。また、学校部

活動の地域移行についても私たちスポーツ推進委員に

対する期待が明記されています。いずれも一朝一夕に

できることではありませんが、都民の期待に応えてい

けるよう微力を尽くしてまいります。皆様のお力添え

をよろしくお願いいたします。 

 

会長 新島 二三彦 

 

 

 

 

令和４年５月 21 日（土）14 時 30 分、文京区区民

センターにて第 1 回社員総会が実施された。 

まず新島二三彦会長から、一昨年は行うことが出来

なかった「広域地区別研修会」が昨年は開催できたこと

に対して謝意を述べられた。その後、東京都生活文化ス

ポーツ局スポーツ総合推進部スポーツ課地域スポーツ

担当課長代理中川様、東京都障害者スポーツ協会スポ

ーツ振興部地域スポーツ振興課係長柳橋様より、本日

配布の資料についての情報提供がなされた。 

その後、定足数の確認がなされ（出席 43 名、委任状

9 名 合計 52 名）、続いて議長の選任、議事録署名人

が確認された。 

 

同総会における議事は、以下の通りである。 

■議事■ 

第１号議案 令和 3 年度（令和 3 年 4 月～令和 4 年

3 月）事業報告 

➢ 令和３年度に実施した都スポ協の各事業について

報告され、全て承認された。 

第 2 号議案 令和 3 年度（令和 3 年 4 月～令和 4 年

3 月）収支決算報告 

➢ 令和３年度の都スポ協の収支報告と、監査結果に

ついて報告され、全て承認された。 

 

 

ここからは、田村事務局長により議事進行が行われた

（現役員は、退任となる） 

第 3 号議案 役員改選 

➢ 理事及び監事の選出 

全て自薦となり、理事 9 名、監事 1 名が承認さ

れた。選任された者は別室にて各役員の選任手続

きを行った。 

 

ここからは、新会長（新島）より議事進行が行われた 

➢ 理事会開催 役員選任（会長・副会長・財務） 

会長：新島二三彦（羽村市） 

副会長：島田泰子（墨田区）・岡田眞由美（三鷹

市）・松田文子（豊島区） 

ご 挨 拶   新島 二三彦 会長挨拶 

第１2７号 

(一社）東京都スポーツ推進委員協議会 

２０２２年 9 月 12 日 

編集：情報委員会 

社員総会    令和４年度 第１回社員総会 
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財務：飯ケ谷美惠（足立区）・井上充代（文京

区） 

➢ 三委員会委員長選任 

企画総務委員会委員長：山本博志（清瀬市） 

研修委員会委員長：中村光宏（日野市） 

情報委員会委員長：平野秀夫（江戸川区） 

 

監事：濱谷佳彦（世田谷区） 

 

その他 

➢ ６月に予定の関東研究大会（神奈川大会）は中止が

決定した。 

➢ 国の第 3 期スポーツ基本計画が３月に発表された。 

 

令和 4 年度東京都スポーツ推進委員協議会表彰受賞者

について 

 

➢ 功労者表彰（82 名）⇒代表して、富永貢造氏（江

東区）が登壇し表彰状を授与された。 

➢ 永年勤続表彰（29 名） 

➢ 特別表彰（該当者なし） 

➢ 令和３年度各種表彰受賞者紹介「文部科学大臣表

彰、全国スポーツ推進委員連合優良団体表彰、全国

スポーツ推進委員連合香料者表彰、全国スポーツ

推進連合感謝状、関東スポーツ推進委員協議会功

労者表彰」 

 

 

受賞者の皆様、おめでとうございます。 

 

永年勤続表彰 （２９名） 敬称略 

   

 

 

 

                         

千代田区 松島直樹、瀧 吉晴 

中央区 冨川通範 

港区 和田重一 

墨田区 小栗早苗 

江東区 五十嵐義臣、野島和博、石渕龍雄 

品川区 飴本公子 

世田谷区 五十嵐則子 

中野区 稲垣美保、毛利美紀子 

練馬区 太田雄三、茨田 忍 

足立区 桑原敏昭、野本なえ子 

葛飾区 関 隆男 

江戸川区 花島誠一、安部純一、松本勝行 

武蔵野市 和田明子、高瀬宣子 

小金井市 藤森壽美子 

日野市 曽根孝子、栗原栄美子 

東久留米市 坂本和弥、杉村正孝 

瑞穂町 土橋賢一 

新島村 前田壽夫 

功労者表彰 （８２名） 敬称略 

千代田区 佐藤修一 

中央区 石川浩一、岡田浩一、星野俊彦 

港区 繫田ゆみ子、小内清子 

文京区 水間早苗、若菜正光 

墨田区 新正菜穂美、横山哲也、熊本初枝 

江東区 

秋田直紀、阿部京子、安藤達二 

大久保訓正、小川常雄、木下文隆 

関戸啓子、富永貢造、廣瀨和枝 

松尾直子、峯岸秀行 
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品川区 多地万里子、鈴木はるみ 

目黒区 佐藤竜郎、佐瀬陽子、三浦英彦 

世田谷区 
櫻井和代、和久井直美、長江明子 

石井譲二 

渋谷区 莊司秀紀、丸茂太郎 

中野区 斎藤 尚 

杉並区 府川敏子 

豊島区 岸 弘之、高橋 繁 

北区 谷井 亮平 

荒川区 増子成枝、森みどり、佐野富士江 

板橋区 

篠原 学、古家正英、菅原加奈江 

齊藤早苗、本間広美、田中敏彦 

瀬下謙司 

練馬区 大野 均、三戸英一、鈴木典子 

足立区 
大山幸江、森田和美、永島光栄 

石丸亜佐子 

葛飾区 永井晶代、平林 実、竹村雅彦 

江戸川区 望月一宏 

武蔵野市 荒巻茂行 

三鷹市 有宗玲子 

調布市 山口順子、原 寿史 

小平市 柿沼信禎、加藤優子、沼崎直隆 

国分寺市 森 典子、勅使河原大輔 

狛江市 儘田有香里、谷中暁子 

稲城市 大和田実、島崎雅明、中野雅裕 

羽村市 山下博彦、高橋光子、板垣 毅 

西東京市 本下文洋、宮崎 紳 

奥多摩町 山本 操、榎戸雄一、池田 慎 

      記事・写真 平野 秀夫 情報委員会 （江戸川区） 

 

 

 

副会長 島田 泰子 （墨田区・再任） 

都スポ協の副会長に再任されました墨田区の島田です。今期で７期目になります。昨年度ま

で、新型コロナウイルス感染症の影響で思うように活動できませんでした。そのような中でも

「東京２０２０オリンピック・パラリンピック」が開催され、スポーツの楽しさや感動を味わっ

たことと思います。コロナも少しずつ緩和され、各地区のスポーツ推進委員がかかわる事業が

増えてきていると思います。オリパラのレガシーを築く時期だと思っています。私たちスポー

ツ推進委員として地域の皆様にどのようにスポーツの良さやコミュニケーションの大切さを広

めていくか考えていかなければならないと思っています。 

地域に密着し、スポーツを楽しむ場を提供し、地域から東京のスポーツ振興に貢献できるよう社員の皆様と努力

していきます。どうぞよろしくお願いします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

副会長 岡田 眞由美 （三鷹市・再任） 

副会長を務めさせていただきます、三鷹市の岡田です。よろしくお願い致します。各地域でス

ポーツを推進するにあたり、常に新型コロナウイルス感染対策を念頭に置き、様々な工夫を行い、

一歩一歩前進しつつあります。各地域の状況を把握すると共に、その情報を各地区に提供するこ

とが、都スポ協の大きな役割であると考えます。スポーツ推進委員の知識と経験を活かし、安全

安心なスポーツ推進が出来るよう、ご協力よろしくお願い致します。東京都民の誰もが、スポー

ツやパラスポーツを行える環境を整え、「する・みる・支える」ことにより、地域が繋がり、気

軽にスポーツライフを楽しんで頂けるよう、力を尽くしたいと思います。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

副会長 松田 文子 （豊島区・新任） 

 今期、副会長を拝命いたしました豊島区の松田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

コロナ禍のスポーツ活動に各地区で頭を悩ませていることと思います。今年になってやっと落ち

着いてきたと思っていましたが、このところ第７波と思われるオミクロン株 BA.5 感染者が増加

傾向との報道が目につくようになってきました。もしかしたら中止にせざるをえないかもと心配

しつつ、それでもスポーツ事業開催に向けて着々と準備は進めていく必要があります。感染に気

をつけ、正しい情報にアンテナをはり開催に向け頑張っていきましょう。 

ご 挨 拶 令和４・５年度 副会長・財務・各委員長・監事 
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 都スポ協としても推進委員の皆さんへさまざまな情報を提供するべく、正社員の皆さんと共に発信していく予定

です。スポーツ推進委員として自身もスポーツ活動を楽しみつつ、その楽しさを広めていきたいと思っています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

財 務 飯ヶ谷 美惠 （足立区・再任） 

今期２回目の財務を担当致します、飯ケ谷でございます。 

昨年、一昨年とコロナ感染対策のため、東京都スポーツ推進協議会も様々な研修・行事、会議

等が中止やリモート開催となり、かつてない運営を余儀なくしいられました。各地域におかれ

ましても、大変なご苦労があったことと思います。今年度は少しずつコロナ感染の数も落ち着

き、活動再開が始まってきたようです。スポーツ活動も、安全・安心を心掛け前に進んでいきた

いと思います。昨年の東京オリンピックボランティアで得た体験を今後の自分自身の活動に活

かして行きたいと思います。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

財 務 井上 充代 （文京区・新任） 

今期、財務を務めます文京区の井上と申します。前期までは企画総務副委員長で社員総会、

会長会準備、議事録作成など行っておりました。財務は初めての経験ですので諸先輩方からご

教示いただきながら努めてまいりたいと思います。 

ここ 2 年新型コロナウィルスの影響により様々なイベントが中止され活動も制限がされてき

ましたが、徐々に緩和され形を変えながらも再開されています。スポーツをする大切さ、喜び

や楽しさを改めて実感していると共に、スポーツ推進委員としてもお役に立てるよう邁進した

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

企画総務委員長 山本 博志 （清瀬市・再任） 

理事３期目で引き続き企画総務委員長を拝命いたしました。企画総務委員会の主な仕事は、

社員総会と会長会の準備・運営・情報交換会の進行・議事録作成などです。地域スポーツ支援研

修会も隔年で担当します。正社員による交流ボッチャ大会も企画しています。また、東京で行わ

れる関東大会と全国大会では、全体会の進行・会場案内の取りまとめなどを行います。宿泊研修

（隔年）はコロナ禍で見通しは立ちませんが、いつか再開できるようにしたいと考えています。

今年度、企画総務委員会に新しく入った５名を含む総勢 1８名で一致団結し、事業の企画・運

営をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

研修委員長 中村 光宏 （日野市・再任） 

研修委員長として 2 期目を迎えます。日野市の中村です。 

新型コロナ感染症拡大の中、様々な工夫を凝らしながら、皆様のご協力の基、スポーツ推進委

員の資質向上を目的に、様々な研修会を計画、実施してきました。 

未だに終息が見えない中で、今期は、ここ 2 年間での経験を活かして、また東京 2020 の追

い風で進めた障がい者スポーツ普及活動に止まらず、子供から高齢者までの幅広い市民のスポ

ーツ実施率向上に向けた研修を委員の皆さんと議論しながら企画していきたいと思っています。

よろしくお願いいたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

情報委員長 平野 秀夫 （江戸川区・再任） 

 前期に引き続き２期目の情報委員長を務めます江戸川区の平野です。 

 情報委員会は「都スポだより」の発行と東京都スポーツ推進委員協議会のホームページの運

営が主な役割です。 

前期は新型コロナウイルスの影響で各種イベントが中止になったり、研修会の内容が変更に

なったりする中での「都スポだより」の発行でした。このような状況の中で各地区での活動の

参考になるような情報を、情報委員会の皆さんと発信できればと考えています。今後ともご協

力よろしくお願いいたします。 
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監 事 濱谷 佳彦 （世田谷区・再任） 

この度令和 4 年度 第 1 回社員総会にて監事に選任されました世田谷区の濱谷です。昨年

度の途中で前任者の榎本監事が急逝され後任として拝命いたしました。引き続き今年度も監事

という大役を務めさせていただきます。 

東京都スポーツ推進委員協議会の定款では、監事の業務としては、「理事の職務執行の監事」

及び「事業報告書及び決算の監査」とその報告書の作成とあります。微力ではありますが、東

京都スポーツ推進委員協議会の活動が、東京都全てのスポーツ推進委員に対してお役に立てる

ように進めて参りたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

 

 

令和４年度は 6 月 3 日（金）、神奈川県横浜市での開催準備が進められていましたが、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大の状況下で中止となりました。令和 5 年度は群馬県で開催予定です。 

功労者表彰は、下記の方々が受賞されました。おめでとうございます。 

 

           ＜関東スポーツ推進委員協議会功労者受賞者の皆様＞ 敬称略 

 

                

 

種村明子（葛飾区）   山本博志（清瀬市）    上野美雪（足立区）   櫻井 昭（武蔵野市） 

 

                 
 

平野文子（豊島区）    堀口和美（羽村市）    石川佐和子（墨田区）    堀内千春（西東京市） 

 

 

 

 

令和 4 年 6 月 18 日(土)に平成 29 年から立ち上げ

開始した「リーダー委員会」による初任者講習会が初め

て開催されました。今回は当初予定していた会場での

研修会を新型コロナウィルス感染症の感染防止等を考

慮し、Zoom でのリモート開催となりました。 

講師となったリーダー委員会のメンバーは全国スポー

ツ推進委員連合主催の「リーダー養成講習会」の受講者

で構成された委員会です。 

この初任者講習会は、スポーツ推進委員としての役

割や意義など、スポーツ推進委員の基礎を学び、今後の

活動に向けての基礎研修とする目的で、令和 4 年度の

新任委員及び経験 5 年程度のスポーツ推進委員に向け

て開催しました。 

受講者は最初の締切時点では 85 名の申込でしたが、

研 修 会   関東スポーツ推進委員研究大会 神奈川大会 

研 修 会   令和４年度 初任者講習会 
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最終的には 105 名の受講となりました。 

当日のスケジュールは 10 時からの開講式を経て、そ

の後講義を約 90 分程度の内容で実施しました。リー

ダー委員会のメンバー5 名が講師となり、「スポーツ推

進委員ハンドブック」を用いて以下の内容で講義を実

施しました。 

・スポーツ推進委員の制度 

・スポーツ推進委員の組織 

・生涯スポーツ推進とスポーツ推進委員 

・スポーツにおけるリスクマネジメント 

・総合型地域スポーツクラブ 

上記 5 つの内容について話をしました。 

当日アンケートを実施して、約半数の受講者から回

答がありそのうち 90％以上で理解いただいたとの結

果であった。この結果を踏まえて来年度以降の開催に

ついても引き続き実施する予定です。 

 

記事 濱谷 佳彦 監事（世田谷区）

 

 

 

 

令和４年６月１９日(日)14 時より令和４年度東京都

スポーツ推進委員協議会会長会が各地区会長の参加に

て中野区産業振興センターにおいて開催されました。 

会長会に先立って新島会長より挨拶があり、今月初

めに開催された第６３回全国スポーツ推進委員連合定

時総会（滋賀県）の報告がありました。続いて都スポ協

の役員（会長、副会長、財務、監事、各委員長）の紹介

があり、その後今回出席した各市区町村の会長の自己

紹介（地区、名前、会長歴）がありました。 

会長会は６グループ（Ａ：千代田区・墨田区・中野区・

練馬区・武蔵野市・小金井市・福生市・多摩市、Ｂ：中

央区・江東区・杉並区・足立区・三鷹市・小平市・狛江

市・稲城市、Ｃ：港区・品川区・豊島区・葛飾区・府中

市・日野市・東大和市・瑞穂町、Ｄ：新宿区・目黒区・

北区・江戸川区・昭島市・東村山市・清瀬市・あきる野

市・日の出町、Ｅ：文京区・大田区・荒川区・八王子市・

調布市・国分寺市・東久留米市・西東京市・奥多摩町、

Ｆ：台東区・世田谷区・板橋区・渋谷区・立川市・町田

市・国立市・武蔵村山市・羽村市）に分かれてグループ

ディスカッションを行いました。今回は前もってアン

ケートを実施していた「コロナ禍で変化した事業につ

いて（既存事業の工夫・新たな事業の企画など）」の内

容でグループディスカッションを行いました。事前申

込による参加人数制限、消毒／検温の徹底、時間短縮、

三密回避などの一般的な感染対策はもちろん、リスト

バンドによる検温チェック済の可視化や飛沫を押さえ

るための電子ホイッスルの使用、さらに技術が必要と

なりますが、イベントの Web 配信を行ったという報告

もありました。また、ほぼ全ての市区町村において使用

できる施設が制限され、実施できるイベント数が極端

に減少したり、ある市では事業で使用している道具の

消毒を行う際に特殊な消毒液が必要ということで消毒

液に高額な費用がかかったりしたなどなど、それ以外

にもいろいろな苦労話がありました。グループディス

カッションの後は、全体での報告及び意見交換を行い

ました。各グループから様々な意見が発表され、さらに

いろいろな工夫点や苦労話も聞くことができました。 

これからのウィズコロナ政策の中で、事業実施や事

業企画において活用できるアイデアや工夫、また皆さ

んと課題を共感・共有することができ、とても有意義な

一日になったかと思います。 

 
 

 
記事 長谷川恵二 情報委員会 （昭島市） 

写真 平野 秀夫 情報委員会 （江戸川区） 

会 長 会   会  長  会 
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令和 4 年 6 月 25 日（土）13 時から大森スポーツ

センターにおいて、Baseball５リーグ TOKYO・OTA

の川島文雄様を講師にお招きして、ニュースポーツ「ベ

ースボール５」の研修会が行われました。参加者は 77

名でした。 

 先ず新島二三彦会長の挨拶があり、その後ご講話い

ただきました。 

「ベースボール５」とは、キューバで生まれ、2018 年

に世界野球ソフトボール連盟が発表した第 3 の野球で

す。18 メートル四方のフィールドと、ボールが 1 個あ

れば屋内でも野外でもプレーできるのが特徴です。男

女混合の選手 5 人制（登録は 8 名まで）で 5 イニング

行われ試合時間は 20～30 分です。 

講師の説明によると、ピッチャー・キャッチャーは無

く、ホームランやバントはアウト。スライディングは禁

止であるとのことでした。参加者からいくつか質問が

あったあとで「やってみないとわからないけど、熱くな

りますよ。」と仰られ、実際にプレーすることになりま

した。 

 準備体操のあと 8 チームに分かれて試合を行いまし

た。野球が分からない人でも、手のひらでボールを打ち、

1 塁に向かって走るのは楽しい体験だと思いました。 

 学生のためのオリンピックと呼ばれるユニバーシア

ード 2026 の正式種目にもなるそうです。 

 

 
 

写真・記事 長崎より子 情報委員会（千代田区） 

 

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ 

編集後記 

 

新年度となり、役員改選後初めての「東京都スポーツ推進委員会だより」も皆様のご協力により無事発行できま

したこと、厚く御礼申し上げます。 

 ３年ぶりに会長会が開催されるなど、少しずつ以前のように戻りつつあります。スポーツの秋を迎え各地区でイ

ベントが再開されつつあるのではないでしょうか。そのような動きを少しでもお伝えできればと思います。 

情報委員会も新たなメンバーを迎えスタートを切りました。今年度もよろしくお願いいたします。 

 

                             編集 平野 秀夫 情報委員会（江戸川区） 

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ 

研 修 会   令和４年度 ニュースポーツ研修会 


