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詳しくは、多摩市公式 HP・たま広報を
ご覧ください。
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Let’s go スポーツ 第 88 号

スポーツは、喜びや感動を与えてくれます。
スポーツは、地域づくりにつながります。
スポーツは、人と人とを結びつけます。
スポーツは、人間的な成長を促します。

私たちは市民の皆様がよりスポーツに親しめるよう、以下のようなスポーツ事業や研修を行っています。
①ニュースポーツ

②グラウンド・ゴルフ
ノルディックウォーキング

③委員内部研修

多摩市スポーツ推進委員協議会 会長 山田 和久
新型コロナウイルス感染症の影響で様々なイベントが中止等活動自粛を余儀なくされています。今後
の協議会の事業実施につきましては感染予防対策の徹底を励行し、一人でも多くの方々にスポーツの楽
しさを味わって頂けますよう取り組んで参ります。
新しい生活様式を取り入れ、屋外事業等感染リスクの低い事業から人数をコントロールしながらも前
向きに実施して参ります。ぜひ皆様スポーツを楽しみましよう。 “Let’s go スポーツ”

オリンピック・パラリンピック兼スポーツ振興担当部長 小林 弘宜
昨年、東京都が実施した調査では、新型コロナの影響もあり、運動やスポーツをする機会が減ったと
回答した方が約４０％にのぼりました。運動量が減少することによる心身の不調への影響が心配されて
います。スポーツはちょっと苦手と思われている方もいらっしゃるかと思いますが、スポーツ推進委員
《くらしと文化部
スポーツ振興課 スポーツ推進委員会担当の方々》
の皆さんが紹介しているニュースポーツは、運動の苦手な私でも楽しむことができました。
ぜひ一度、体験されてみてはいかがでしょうか。

スポーツ振興課係長 五味田 忠寿
新型コロナウイルスの影響で事業の中止が続
いた上半期ですが、市内でもワクチン接種が進
み、状況が改善してきました。
今後は、安心・安全を心がけ、少しずつ事業の
再開へ取り組んで参ります。

スポーツ振興課 今田 雄貴
スポーツ推進委員の皆さんが企画している事
業の魅力は、どれも初心者への指導が充実して
いること、地域交流のよいきっかけになってい
ることだと思います。
ぜひ一緒にスポーツを楽しみましょう！
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山田 和久
鶴牧・大松台地区担当

鈴木 奨
鶴牧・大松台地区担当

山口 律子
第１地区担当

楢﨑 喜子
第１地区担当

村松 新一郎
第２地区担当

大河原 一人
第２地区担当

小田島 護
第３地区担当

野口 享子
第３地区担当

スポーツ推進委員とは、多摩市の非常勤特別職として、
黒木 孝浩
連光寺・聖ヶ丘地区担当

市民の皆様が「1 人 1 つの生涯スポーツ」を持つこと
を目指し、地域において様々なスポーツ活動を行って

河村 俊明
豊ヶ丘・貝取地区担当

います。
（青少年問題協議会の担当地区名を表記）

津軽 奈津子
諏訪地区担当
北諏訪地区担当

鞍田 英樹
東愛宕地区担当

竹下 榮
永山地区担当

松本 晃宏
永山地区担当

秋山 雅和
東愛宕地区担当

渡邉 礼都
永山地区担当

茂木 均
西落合地区担当

庄司 武彦
瓜生地区担当
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（参加費は、すべて無料です）

第二回多摩市ボッチャフレンドカップ
日程 2021 年 12 月 12 日（日）
時間 9：00～受付開始 9：30～16：00
場所 多摩市立総合体育館 第１スポーツホール
主催 多摩市スポーツ推進委員協議会
対象 多摩市在住・在学・在勤の方々からなるチーム
形式 予選リーグを経て上位チーム同士のトーナメント方式
定員 24 チーム（１チーム：３～５名予定）
申し込み 10 月 20 号たま広報・指定の web サイトで申込方法をお知らせ致します

ニュースポーツ体験教室
日程

9 月 19 日(日)・10 月 16 日(土)
11 月 21 日(日)・12 月 18 日(土)
1 月 16 日(日)・ 3 月 20 日(日)

場所

多摩市立総合体育館

時間

9：00～11：30

種目

ミニテニス・ネオテニス
ボッチャ・ディスクキャッチー

身体を動かして…笑顔❣
・ボッチャ・ネオテニス・輪投げ等々
いろいろなニュースポーツが楽しめます

ニュースポーツラリー

第２スポーツホール

対象者 小学生以上
（小さなお子様用に、別途用具を用意しています）
持ち物 運動が出来る服装
室内用運動靴・タオル・飲み物等
申し込み不要 直接会場へ

日程

2022 年 2 月 19 日(土)

場所

多摩市立総合体育館第 1 スポーツホール

持ち物 運動が出来る服装・室内用運動靴
飲み物等
申し込み不要 直接会場へ

Let’ｓ go スポーツ広場 in ナントヨ
初めての人でも気軽にグラウンド・ゴルフが体験できるように広い南豊ヶ丘フィールドで開催しています。
どなたでも参加できますので、気軽にお越しください！
新型コロナウイルスに対する適切な感染防止策を講じた上で開催します。
日程
時間
場所

毎月第二・第四木曜日※雨天中止 ※祝日は除く
10：00～11：30
東京多摩フットボールセンター・南豊ヶ丘フィールド（豊ヶ丘６－４、旧南豊ヶ丘小学校跡地）
※有料駐車場有
申し込み不要 直接会場へ

新春歩こう会
1 年の始まりに、体力に応じたペースで
川崎大師駅まで歩きませんか
日時
行程

2022 年 1 月 30 日（日）
登戸〜武蔵小杉〜川崎大師駅

編集後記
緊急事態宣言で体験会中止…「毎回楽しみにして
いる運動の場を何とかして！」と高齢の参加者か
らの切なる声に心が痛む。人と人とを結びつけ、
喜びを与えてくれる“スポーツの力”がコロナ禍
で危うい▼２回目となるコロナの夏、熱中症対策
も加えて楽しく健全なスポーツの機会確保に健
幸都市･多摩市は努めていきます。

