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会費収入
1,597 千円

補助金収入
35千円

基本財産運用収入
126千円

収入　39,722千円

負担金収入
37,879 千円

雑収入
6千円

事業収入
78千円

特定資産運用収入
1千円

競技水準向上事業費
6,937 千円

基本構想
プログラム費
7,612 千円

地域スポーツ
推進事業費
4,469 千円

スポーツ普及・啓発支援事業費
1,495 千円

スポーツ少年団育成費
1,082 千円

事業管理費
11,207 千円

管理費
8,430 千円

支出　41,232千円

令和元年度　〈上半期〉 事業報告

第82回国民体育大会・第27回全国障害者スポーツ大会情報

会 議 報 告
4月 3日(水) 理事会（第1回）
4月11日(木) 事務担当者会議
4月25日(木) 加盟団体代表者会議
5月14日(火) スポーツ少年団委員総会
5月17日(金) 決算監査
5月21日(火) 総務専門委員会(第1回)
5月23日(木) 理事会（第2回）
6月  7日(金) 役員等候補選出委員会、定時評議員会
6月25日(火) 事業推進専門委員会（第1回）
7月30日(火) 総務専門委員会(第2回)
9月26日(木) 事業推進専門委員会（第2回）

事 業 報 告

4月21日(日) 第21回NAGANOマラソン大会運営支援

5月19日(日) 長野市障害者スポーツ大会運営支援

5月26日(日) 長野市スポーツ少年団運動適性テスト（前期）

6月30日(日) 長野県スポーツ少年団競技別交流大会
空手道競技

9月19日(木) 第74回国民体育大会長野市出場選手壮行会

〈平成30年度事業・収支決算報告〉

主な事業 収支決算

○ 競技水準向上事業
・選手育成事業（ジュニア特別対策含む）9団体
・指導者等育成事業9団体
・優秀選手･指導者等招へい事業 9団体
・選手強化競技用具整備事業 8団体
・ジュニアスケート優秀選手強化事業
・国体選手等壮行会開催事業
○ 全国大会等出場選手強化基本構想プログラム
・全国大会等出場選手強化事業補助金 10団体
・練習等環境支援 3施設､ 6団体
・スキルアップ研修会等開催 参加者約180人
○ スポーツ普及・交流事業
・市民スポーツイベント開催事業 26団体
・市民スポーツ教室開催事業 8団体
・国体県予選会補助事業 2団体
・補給消耗品整備事業 17団体
・競技団体運営強化事業 35団体
・国際大会･国体出場激励金支給事業
 （国際大会1競技2人､ 本国体67人､ 冬季国体23人､
  市駅伝）
・スポーツ功績者表彰事業
 （功労4人､ 栄光71人､ 勲功2人）
・スポーツ少年団育成事業
 （平成30年度登録28団） など

　2027年度におきまして、第82回国民体育大会・第27回全国障害者スポーツ大会を長野県で開催することが内々定いた
しました。1978年やまびこ国体以来、49年ぶり2巡目となる長野県開催です！！！
　現時点において、長野市で下記競技の開催が内定しております。

国民体育大会開催競技 全国障害者スポーツ大会開催競技
水泳（競泳、水球、飛込、アーティスティックスイミング）
バスケットボール、高校野球（硬式）、サッカー（成年女子）

ボウリング

水泳（知的・身体障害）、ボウリング（知的障害）
バスケットボール（知的障害）

車いすバスケットボール
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加盟団体・登録団の紹介

　「長野県小学生相撲選手権大会」主管および「長野市小
学生相撲選手権大会」主催と小学生を対象とした大会を
行っています。
　長野市小学生相撲選手権大会は、昭和53年に善光寺北
西に位置する湯福神社境内の特設相撲場で体育の日（10
月10日）に第１回長野市わんぱく相撲大会として発足し
ました。
　湯福神社は、昭和30年代前半まで奉納相撲として神社
境内土俵で大会を開催していました。大会を開催してい
た横沢町有志が湯福神社境内で相撲大会を開催すること
を目指して長野市相撲溜会を結成し、長野国体を記念し
て相撲を通して小学生の健全育成を目指していた当連盟
との思惑が一致し、大会開催に向けた準備が行われまし
た。
　湯福神社の宮司および氏子代表からは「大会終了後特
設相撲場を撤去すること」を条件に境内の使用許可を得
ました。当初は、借用条件に乗っ取り大会終了後特設相
撲場を撤去していましたが、神社サイドから大会により

　長野市剣道連盟では、通常活動として、毎週日曜日の
朝、午前6：30 ～ 8：00まで広徳中学校剣道場にて朝稽古
会を行っています。内容は、6：30 ～ 7：00までは、日本
剣道形、7：00 ～ 8：00準備体操、地稽古です。誰でも参
加は自由です。毎回20人前後の方が参加されています。
　月1回行われる月例稽古会は第3金曜日、午後7：30 ～
9：00まで広徳中学校剣道場にて地稽古中心に行います。
こちらには毎回30人前後の方々が参加されています。警
察官、教職員、実業団と一般の方々が集まって自己の修
行に励まれています。
　また、女子部の活動として月1回日曜日の午後に東部
中学校剣道場にて女性剣士の稽古会を行っています。女
性だけの稽古会ですので中学生から高校生、大学生、一
般の女性まで幅広い年齢層で和気藹々と楽しく稽古して
います。
　年1回の恒例行事となりました長野市剣道連盟剣道講
習会ですが、元警視庁主席師範の濱崎満先生範士八段を
主任講師に、武田康基先生教士八段、栗田和市郎先生教
士八段、石井猛先生教士八段、恩田浩司先生教士八段と
たくさんの先生方に長野に来ていただきご指導いただい

境内を賑やかにしていただいたと話があり、常設相撲場
となりました。
　長野市相撲溜会は、結成当初からのメンバーがほとん
どであり、高齢化が進んだことから大会運営が困難に
なったことから、第20回大会をもって解散し、長野市わ
んぱく相撲大会を閉じました。事務引き継ぎで1年大会
を休止した後、「第21回長野市相撲選手権大会」として再
開し、現在は9月第3土曜日に南長野運動公園相撲場で開
催されています。

ています。
　今年は8月31日（土）・9月1日（日）に松代中、広徳中にて
濱崎満先生、武田康基先生、石井猛先生にご指導いただ
きました。

長野市相撲連盟
理事長　馬場　昌孝

長野市剣道連盟
事務局長　野口　陽造
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　長野市ゴルフ協会は設立してから20年が過ぎました。
設立当初の役員さんも多く退任されたり、高齢化した
り、問題点はありますが、しっかり組織もできており、
様々な行事を行っております。
　行事の中で一番のメインは今年23回目を迎えた「市長
杯争奪長野市民ゴルフ大会」です。毎年6月頃に開催し、
今年は長野カントリークラブで行われました。来年は長
野国際カントリークラブで行う予定で、それぞれ交互に
行っています。
　競技は部門別に分かれており、スクラッチの部、ハン
ディの部があり、一般の部、シニアの部、グランドシニ
アの部、レディスの部とそれぞれで表彰しています。い
ずれにしましても、大勢の長野市民の皆様に参加してい
ただいています。
　それから、1年に2回ほど研修会を行っており、目的は
技術向上とルールの勉強等です。

　長野アメリカンフットボール協会は、今年で創立34年
を迎えます。アメリカンフットボールの普及及び発展を
通して、青少年の健全な育成と地域貢献を目指して活動
しています。
　これまでは（1）地元チーム「長野ブルーパーズ」と「信州
大学ワイルドキャッツ」への支援（2）「善光寺ボウル」の
開催　という二つの事業に主に力を入れて活動を進めて
まいりましたが、近年は「フラッグフットボールの普及」
にも活動を広げております。フラッグフットボールと
は、アメリカンフットボールから身体の接触（ブロック
やタックル）をなくした、誰でも安全に安心して楽しめ
るスポーツで、学習指導要領にも盛り込まれています。
現段階では、我々が主体となった体験教室や大会の開催
には至っておりませんが、長野県内で開催されるフラッ
グフットボールの大会に審判や運営スタッフとして参加
したり、夏祭り等の会場で「アメフトストラックアウト」
のブースを出展させていただき、子どもたちがフラッグ
フットボールで使われるボールに触れる機会を設けたり
といった活動から取り組み始めているところです。すぐ

　今年は多くのゴルフルールが改訂されましたので、1
月には一般ゴルファーを対象に新ルール講習会を開催し
ました。130人を超えるほどの参加がありました。
　長野市ゴルフ協会では、北信市町村対抗ゴルフ大会（8
人）、長野県市町村対抗ゴルフ大会（4人）、長野県レディ
ス地区対抗ゴルフ大会（10人）、そして長野県シニア市町
村対抗ゴルフ大会（4人）をそれぞれ選考し、参加してい
ます。毎回好成績をあげており、長野県内で長野市チー
ムはレベルが高いと評判になっています。
　長野市ゴルフ協会では新会員を募集していますので、
ご希望の方はお申し込みください。

にできることは多くないかもしれませんし、小さなこと
かもしれませんが、継続していけばいつかは実を結ぶと
信じて、今後もできることから地道に活動を進め、フ
ラッグフットボールの普及、ひいてはアメリカンフット
ボールの普及につなげられるよう努力してまいります。 

長野市ゴルフ協会
理事長　柄沢　洋一

長野アメリカンフットボール協会
専務理事　渡辺　誠
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　21世紀になり、様々なものが開発されとても便利な世
の中になりました。スポーツの世界もいろいろな競技で
ビデオ判定は当たり前ですし、2020の東京五輪の体操競
技ではAI（人工知能）の審判を導入する計画があります。
これから多くの競技の審判がAIになることと思います。
小学生でもプログラミングの授業がはじまり、使い方も
大人顔負けです。私の子どもの時とは様々なことが変化
してきています。
　私の指導している武道空手は突きや蹴り以外にも投げ
技・寝技もあるMMA（Mixed Martial Arts）＝総合格闘
技というジャンルになります。世界の一大潮流になった
このスポーツの技術はどんどん変化していきます。競技
者だけではなく指導者も競技法・技術・トレーニング法に
どんどん適応・進化していく必要性を感じる一方、大切
なものを残していくことの必要性も同時に強く感じまし
た。今年の２月に当団体のロシア大会に視察に行った時
のことです。私自身ロシア人との交流がありませんでし
たので、とても好戦的で失礼ながら粗暴なイメージがあ
りましたが、大会・稽古を通じてガラリと変わりました。
試合の時の礼法、佇まいはまるで武士そのものですし、
大会以外の生活面でもとても礼儀を重んじている人たち
でした。

　「長野市ミニバススポーツ少年団」は、現在「スポコミ
東北長沼ミニ」として活動を進めています。私たちの活
動は、総合型地域スポーツクラブ「NPO法人長野スポー
ツコミュニティクラブ東北」の活動に位置付いています。
通常、「スポコミ東北」として地域の方々に親しまれてい
ます。「スポコミ東北」が誕生するきっかけは、「スポー
ツ少年団」を核とした総合型地域スポーツクラブの立ち
上げが原点でした。平成12年の7月に立ち上げました。

「スポーツで地域をつなげる」これが私たちの理念です。
スポーツ少年団と総合型の考え方は、大変似ています。
それは、活動の幅が広く保証されていることです。バス
ケットボールをとことん好きにさせてあげたい。そんな
思いで、「スポコミ東北長沼ミニ」は、活動を続けていま
す。
　チームのモットーは、「夢を追って」です。現在、6年
生から2年生まで、34人の仲間と「明るく」「元気に」「黄金

　「なんでロシアのサンボ（ロシア版柔道のような競技）
じゃなくてうちの空手を習いたいの？」と尋ねると、「強
さだけを競うならそれは喧嘩とかわらない。日本の武道
には闘いの中に敬意や謙虚・規律がある。礼があること
で自分を冷静に見つめ直せるし、闘った後でも相手を尊
敬できる。それがとても素晴らしいんだ。」と話していま
した。交流の中で自分の浅はかな偏見を反省するととも
に、「礼にはじまり礼に終わる」という後世に残すべき武
道の大切な目的をロシアで再認識できました。
　武道だけではなく様々なスポーツでは「自分自身の動
作・結果を見つめ直すこと」を主軸としたトレーニング方
法は現代の青少年健全育成にとても効果的なものだと実
感しています。
　必要なものはどんどん取り入れ、大切なものは残す。
自分で取捨選択ができる、未来に大きな可能性を秘めた
子どもたちを大切に指導していきたいです。

の日々」を目指して、バスケを楽しんでいます。
　先日、7月20日に「第27回東松山市・長野市親善交換バ
スケットボール大会」が、豊野体育館で行われました。
隔年で、埼玉県の東松山市と行き来しながら、27回目と
なります。スポーツ少年団としては、豊野チームも参加
しています。これからも、多様性のある活動を、とこと
ん好きなバスケットボールを、みんなで続けていきたい
と思っています。

NPO法人日本武道総合格闘技連盟
武道空手長野少年クラブスポーツ少年団

代表　青木　隆明

長野市ミニバススポーツ少年団
代表　柳見沢　宏
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　9月19日（木）、長野市役所市民交流スペースにおいて、国民体育大会に出場
する監督・選手の壮行会が行われました。
　また、出場される皆様には、長野市スポーツ協会会長の加藤市長から激励
金の贈呈を行いました。

陸　上 中津　敦喜㊬ 南澤　明音 小池　哲平 高松いずみ

水泳（競泳） 石坂　青伊 堀内　太亮 内山　博幸㊬ 石坂　夏鈴

水泳（AS） 畔上恵美子㊬ 小林　　唄

水泳(OWS) 内山　博幸㊬ 松澤　悠花

水泳(飛込) 長谷川英治

ビーチバレーボール 小出　萌夏

体　操 西尾　颯馬

バスケットボール 三澤　　賢 池田　晋一 垂見　海舟

セーリング 大嶌あずみ

自転車 堀江　省吾

ソフトテニス 跡部　翔大

卓　球 塚田　博文㊬ 西沢　祐太 森山　拓人 春日山達哉

軟式野球 池田　秀弥

相　撲 尾羽林英樹㊬ 丸山　航汰

馬　術 小林　義彦㊬兼 佐々ゆかり 小林　章人 飯田　琉王

柔　道 中山　三雄㊬ 橋爪　　謙

バドミントン 小宮山聖文㊬ 山川　莉歩 宗像　美月 小山　智之㊬

弓　道 藤澤　敏恵 堀川　紗椰

ライフル射撃 関川　孝雄㊬ 佐原　一輝 柳沢　　充

剣　道 矢野　博之

スポーツクライミング 小林　大祐

カヌー 唐木田充己 坂口　琉尋

空手道 中村　宣之㊬ 中嶋　桜太

クレー射撃 塚田　政光㊬兼

トライアスロン 竹内　美翔

出場者氏名 ㊬=監督、㊬兼=監督兼選手

　　第74回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）長野市壮行会

～ 賛助会員募集 ～
　当協会では、長野市が掲げる「市民一人ひとりが自分のスポーツを楽しめるまちづ
くり」として、競技力の向上と底辺の拡大を促進しています。その一環として国内
外で活躍するアスリートの育成をはじめ、各スポーツ大会やスポーツ教室の開催な
ど、年齢を問わず大勢の市民の皆様にスポーツに親しんでいただく機会を提供する
活動を行っております。
　つきましては、当協会の活動の趣旨にご賛同いただける法人・個人の会員を募集し
ております。スポーツ振興活動にご支援いただきますようお願いいたします。
❖ 会員の皆様には
　◦オリジナルハンドタオルを差し上げます。　◦年2回発行の広報紙をお送りします。
　◦当協会の広報紙やホームページに企業名･団体名･ご芳名を掲載いたします。
❖ お申込み・お問い合わせ先　　公益財団法人長野市スポーツ協会
　TEL 026-224-5088　　FAX 026-224-8464　　E-mail  info@nagano-taikyo.jp

令和元年9月28日（土）〜10月8日（火）

いばラッキー

賛助会費
個人会員　1口　1,000円
※3口以上お願いします。

法人会員
1口　10,000円
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長野市スポーツ少年団活動報告

長野市スポーツ少年団 運動適性テスト（前期）

長野県スポーツ少年団 競技別交流大会 空手道競技

第41回 全国スポーツ少年団
軟式野球交流大会北信越大会

《豊野アップルズ》出場

5月26日（日）ホワイトリングにおいて、運動適性テスト〈前期〉を実施いたしました。
【1級…1人、2級…13人、3級…13人、4級…8人、5級…6人、敢闘賞…9人】
後期は2月16日（日）長野運動公園総合体育館で開催予定です。ぜひご参加ください。

　6月30日（日）長野運動公園総合体育館におきまして、空手道交流大会を開催しました。当日は天候の悪い
中、約280人の団員の皆様にご参加いただきました。指導者・保護者・係員等の皆様のご協力により、無事終了
することができました。子どもたちの元気よく取り組む姿が印象に残る楽しい交流大会となりました。

　7月6日（土）・7日（日）開催の北信越大会に長野
県の代表として「豊野アップルズスポーツ少年
団」が出場しました！！

第46回 日独スポーツ少年団
同時交流事業

　7月31日（水）～ 8月17日（土）ドイツへ、日本団
の一員として長野剣道スポーツ少年団の山㟢勝
翔さん（写真左端）が派遣されました。

令和元年度

令和元年度
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令和元年度　賛助会員の皆様（4月～9月）
　当協会の事業にご賛同賜りました皆様の企業名・団体名・ご芳名を掲載し、紙面をもって厚く御礼申し上げます。

【法人会員】［敬称略・50音順］

【個人会員】［敬称略・50音順］

株式会社アイワ徽章 株式会社青木鐵工所 株式会社アサヒエージェンシー
株式会社旭電気商会 株式会社アブラヤ イコールゼロ株式会社
株式会社岩野商会 株式会社エムウェーブ 株式会社小賀坂スキー製作所
川浦土建株式会社 株式会社北長野ホンダ 北野建設株式会社
協栄電気興業株式会社 株式会社共立プラニング 有限会社小池印刷
株式会社斉藤工務店 サンコー特機株式会社 株式会社JVCケンウッド・公共産業システム長野システム営業所
信濃毎日新聞株式会社 芝上建設株式会社 情報通信設備株式会社
信越放送株式会社 シンコースポーツ株式会社 長野支店 炭平コーポレーション株式会社
綜合地質コンサルタント株式会社 相馬商事株式会社 株式会社大松建設
高木建設株式会社 有限会社髙木庭園 株式会社竹村製作所
株式会社タヤマスポーツ 千広建設株式会社 株式会社蔦友
株式会社つちや 有限会社寺島工務店 株式会社テレビ信州
株式会社電算 株式会社デンセン 東京法令出版株式会社
株式会社徳永電機 有限会社巴商会 有限会社中島弓具店
長野朝日放送株式会社 株式会社ながのアド・ビューロ 株式会社長野エーコープサプライ
長野県信用組合 長野県農協直販株式会社 株式会社長野三光
長野市合気道協会 長野市アイスホッケー協会 長野市カーリング協会
一般社団法人長野市開発公社 長野市空手協会 長野市弓道連盟
一般財団法人長野市勤労者共済会 長野市グラウンド・ゴルフ協会 長野市ゲートボール連盟
長野市剣道連盟 長野市硬式野球連盟 長野市ゴルフ協会
長野市サッカー協会 長野市柔道連盟 長野市障害者スポーツ協会
長野市水泳協会 長野市スケート協会 長野市相撲連盟
長野市ソフトテニス協会 長野市ソフトボール協会 長野市太極拳協会
長野市卓球協会 長野市ダンススポーツ連盟 長野市テニス協会
長野市ドッジボール協会 長野市バウンドテニス協会 長野市馬術連盟
長野市バスケットボール協会 長野市バドミントン協会 長野市バレーボール連盟
長野市ボウリング協会 長野商工会議所 長野市ライフル射撃協会
NPO法人長野市ラグビーフットボール協会 長野市陸上競技協会 長野市ローラースポーツ協会
長野信用金庫総務部 株式会社長野スター商会 長野都市ガス株式会社
長野トヨタ自動車株式会社 長野トヨペット株式会社 株式会社ナショナル防災
日東電気工事株式会社 株式会社日本旅行長野支店 株式会社八十二銀行長野市役所支店
株式会社服田建設 株式会社花岡 株式会社ヒシヤ
株式会社フクシ・エンタープライズ 富士印刷株式会社 株式会社藤縄電機製作所
藤森建設工業株式会社 株式会社北條組 北斗電機株式会社
北陸コカ・コーラボトリング株式会社 長野支店 有限会社保科造園 ホテル国際21株式会社
株式会社ホンダカーズしなの 株式会社前川製作所 長野営業所 株式会社町田電機商会
松澤工業株式会社 株式会社マナテック ミツワヤンマー株式会社
株式会社ムラタヤ 金龍飯店 株式会社本久 矢木コーポレーション株式会社
株式会社やま 株式会社山口電気 山田記念 朝日病院
山本食品株式会社 林業笠原造園株式会社

荒井　惠子 浦野　義忠 大久保憲一 押見　善一 風間登志子 金井　良雄 金沢　定夫 北澤　正一 久保田高文
倉石　義人 倉島　　明 小島　君夫 小林　和彦 小林　清伯 小林　照男 小林　正幸 小林　靖志 小林　義一
五明　忠雄 近藤　　守 酒井　　崇 篠原　邦彦 柴澤　英男 島田　政行 島村　道夫 清水　正洋 下平　　嗣
鈴木　秀規 髙木　修司 髙見澤裕史 竹内　重雄 竹内　裕治 立岩　久忠 茅野　繫巳 塚田　定正 土屋龍一郎
寺島　幸一 鴇沢　悦也 徳武　正男 永井　克昌 中澤　正治 夏目　幸吉 西澤佐知子 西澤　雅樹 羽片　光成
平出　　勲 広田貴代美 古田　新造 星野　修治 堀江　三定 前坂　公春 前橋　一男 町田　元司 松本　克幸
丸山　英樹 宮尾　一雄 宮澤　俊弘 村田　修一 望月　勇次 栁澤　正宏 山口　英樹 山本　晴雄 渡辺　文晴
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令和元年度　加盟団体・登録団
日本最大の青少年スポーツ団体
　｢スポーツ少年団｣は日本最大の青少年ス
ポーツ団体です。｢スポーツ少年団｣では、子
どもたちはスポーツを楽しみ、野外・文化・社
会活動などを通じて協調性や創造性を養い、

社会のルールや思いやりのこころを学びます。また、「スポー
ツ少年団」は、地域の人々の手によって支えられています!
　長野市スポーツ少年団は、スポーツを通じて青少年の心身
を鍛錬するために、市内のスポーツ少年団を育成・指導するこ
とを目的に、昭和40年（1965）に創設し､ 今年で設立54周年を
迎えました｡ 令和元年度は28団（団員749人、指導者137人）が
登録しています。

公益財団法人長野市スポーツ協会　加盟団体
No. 団　　体　　名
1 長野市陸上競技協会
2 長野市水泳協会
3 長野市スキークラブ
4 長野市テニス協会
5 長野市バレーボール連盟
6 長野市体操協会
7 長野市バスケットボール協会
8 長野市スケート協会
9 長野市ソフトテニス協会
10 長野市卓球協会
11 長野市軟式野球連盟
12 長野市相撲連盟
13 長野市馬術連盟
14 長野市柔道連盟
15 長野市バドミントン協会
16 長野市弓道連盟
17 長野市ライフル射撃協会
18 長野市剣道連盟
19 長野市カヌー協会
20 長野市空手協会
21 公益社団法人長野グライダー協会
22 長野市合気道協会
23 長野市サッカー協会
24 長野市ソフトボール協会
25 長野市ボウリング協会
26 長野市綱引連盟
27 NPO法人長野市ラグビーフットボール協会
28 長野市アイスホッケー協会
29 長野市バウンドテニス協会
30 長野市ゲートボール連盟
31 長野市カーリング協会
32 長野市ローラースポーツ協会
33 長野市太極拳協会
34 長野市ドッジボール協会
35 長野市硬式野球連盟
36 長野市ゴルフ協会
37 長野市障害者スポーツ協会
38 長野県ボブスレー ･リュージュ ･スケルトン連盟
39 長野市エアロビック協会
40 長野市ダンススポーツ連盟
41 長野市グラウンド・ゴルフ協会
42 長野アメリカンフットボール協会

長野市スポーツ少年団　登録団
No. 登　録　団　名
1 長野剣道スポーツ少年団 
2 長野市空手スポーツ少年団
3 長野市スキースポーツ少年団
4 育成会若槻クラブスポーツ少年団（軟式野球）
5 南長野剣道スポーツ少年団
6 長野市少年少女ラグビースポーツ少年団
7 長野市ミニバススポーツ少年団
8 長野国際交流スポーツ少年団（多種目）

9 NPO法人日本武道総合格闘技連盟
武道空手長野少年クラブスポーツ少年団

10 若穂ジュニア卓球スポーツ少年団
11 みらくるスポーツ少年団（バレーボール）
12 豊野町少年剣道クラブスポーツ少年団
13 豊野アップルズスポーツ少年団（軟式野球）
14 豊野フットボールクラブスポーツ少年団
15 戸隠空手スポーツ少年団
16 チーム「コルツ」長野チアリーディングスポーツ少年団
17 長野市ゴルフスポーツ少年団
18 朝陽育成会少年野球スポーツ少年団
19 少林寺拳法長野南スポーツ少年団
20 徳間ドッジボールスポーツ少年団
21 湯谷ミニバススポーツ少年団
22 豊野ミニバススポーツ少年団
23 長沼ミニバススポーツ少年団
24 若穂JVCスポーツ少年団（バレーボール）
25 広徳スポーツ少年団（バレーボール）
26 青木島HOOPSスポーツ少年団（バスケットボール）
27 長野JVCスポーツ少年団（バレーボール）
28 大豆島スポーツ少年団（バレーボール）

　当協会の強化指定選手、強化指定チーム及び強化認定指導者のスキルアップを目的
に、本年度も研修会を開催します。
　講師として、長野東高等学校教諭、陸上部監督の玉

たま
木
き

良
りょう

二
じ

氏をお招きし、「公立
高校の全国への挑戦」と題した講演会を開催いたしますので、ぜひご参加ください。

と　き 　令和元年10月28日（月） 18：30 〜
ところ 　長野市芸術館　アクトスペース
演　題 　公立高校の全国への挑戦

スキルアップ研修会開催のお知らせ

玉城良二たまきりょうじ
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会長・副会長・顧問
役 職 名 氏　名 所 属 団 体
会　　長 加藤　久雄 長野市長
副 会 長 （篠原　邦彦） 市水泳協会
副 会 長 （浦野　義忠） 市陸上競技協会
副 会 長 （中澤　睦夫） 市ラグビーフットボール協会
顧　　問 塚田　　佐 元市体育協会会長
顧　　問 鷲澤　正一 元市体育協会会長
顧　　問 宇都宮　保 元市スポ－ツ協会理事長
顧　　問 宮嵜嘉津夫 前市スポ－ツ協会副会長
顧　　問 峯村　威男 前市スポーツ協会副会長
顧　　問 三ツ井　晋 前市スポーツ協会副会長

理　　事
役 職 名 氏　名 所 属 団 体
理 事 長

（代表理事） 堀江　三定 県ボブスレー ･リュージュ ･
スケルトン連盟

専務理事 栁澤　正宏 市スポーツ協会事務局
常務理事 鈴木　秀規 市文化スポーツ振興部スポーツ課
理　　事 篠原　邦彦 市水泳協会
理　　事 浦野　義忠 市陸上競技協会
理　　事 中澤　睦夫 市ラグビーフットボール協会
理　　事 夏目　幸吉 市バレーボール連盟
理　　事 徳永　次男 市サッカー協会
理　　事 岡澤　忠博 長野商工会議所

監　　事
役 職 名 氏　名 所 属 団 体
監　　事 竹内　重雄 市綱引連盟
監　　事 髙橋　資昌 八十二銀行

参　　与
役 職 名 氏　名 所 属 団 体
参　 与 茅野　繁巳 長野県スポーツ協会専務理事

参　 与 大谷　雅亮 長野県高等学校体育連盟理事長
長野県スポーツ協会理事長

参　 与 倉島　　明 長野市文化スポーツ振興部長
参　 与 近藤　　守 長野市教育委員会教育長
参　 与 竹内　祐治 長野市教育委員会教育次長
参　 与 永井　克昌 長野市教育委員会教育次長
参　 与 宮澤　俊弘 長野市スポーツ推進委員協議会会長
参　 与 柳澤あや子 長野市女性スポーツ団体連絡会会長
参　 与 中沢　　匠 長野青年会議所理事長
参　 与 小山　和伯 南長野青年会議所理事長

参　 与 西沢　正隆 学識経験者、県議会議員
長野市アイスホッケー協会会長

参　 与 髙島　陽子 学識経験者、県議会議員
長野市体操協会会長

参　 与 岡田　荘史 学識経験者、市議会議員
(公社)長野グライダー協会会長

参　 与 市川　和彦 学識経験者、市議会議員
長野市馬術連盟会長

評　議　員　会
役 職 名 氏　名 所 属 団 体
*評議員会長 竹内　義雄 市体操協会
*評 議 員 大谷　浩昭 市相撲連盟
*評 議 員 小川　高昭 長野グライダー協会
*評 議 員 金子　廣史 市アイスホッケー協会
評 議 員 小林　和夫 市障害者スポーツ協会
評 議 員 小林　健一 市卓球協会
評 議 員 佐藤　　治 市硬式野球連盟
評 議 員 杉本　寿幸 市ソフトボール協会
評 議 員 冨安　岳人 市カーリング協会
評 議 員 峯村　鉄郎 市柔道連盟

*評 議 員 宮澤　純一 市ローラースポーツ協会
評 議 員 本澤　　孝 市バウンドテニス協会

*評 議 員 元村　幸久 市バドミントン協会
評 議 員 依田　房生 市剣道連盟
＊役員等候補選出委員兼任

総務専門委員会
役 職 名 氏　名 所 属 団 体
委 員 長 山口　悦正 市スキークラブ
副委員長 宮本　正之 市ラグビーフットボール協会
委　　員 西原　良一 市柔道連盟
委　　員 飯島　　卓 市柔道連盟
委　　員 辰野　正雄 市弓道連盟
委　　員 髙野　雅徳 市空手協会
委　　員 小高　　功 長野グライダー協会
委　　員 山﨑　和子 市ゲートボール連盟
委　　員 柄沢　洋一 市ゴルフ協会
委　　員 北澤　幸子 市エアロビッグ協会

事業推進専門委員会
役 職 名 氏　名 所 属 団 体
委 員 長 町田　元司 市水泳協会
副委員長 小林　靖志 市陸上競技協会
委　　員 竹内　　護 市バレーボール連盟
委　　員 加藤　真二 市体操協会
委　　員 相澤　和典 市バスケットボール協会
委　　員 小林　　洋 市軟式野球連盟
委　　員 高橋　信晃 市サッカー協会
委　　員 宮坂　郁郎 市アイスホッケー協会
委　　員 内山　国晴 市ダンススポーツ連盟
委　　員 松山　博保 市グラウンド・ゴルフ協会

事務局
役 職 名 氏　名
事務局長 （栁澤　正宏）
事務局次長 白岩　孝之
職　　員 田中美智子
職　　員 渡邊　　葵

令和元年度　役　員　名　簿

〒380–8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地
公益財団法人長野市スポーツ協会

︎026–224–5088　FAX 026–224–8464
E-mail  info@nagano-taikyo.jp


