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第６回高岡市民体育大会 総合開会式 

第6回高岡市民体育大会 

第６回高岡市民体育大会バスケットボール競技は、５月２７・２８日に
中学校男女の部、６月２６日に一般男女の部が竹平記念体育館で行
われ、また、７月１８日にミニバスの部が県西部体育センターにおいて、
暑い中白熱した戦いが展開された。 
本大会が、市内大型施設である竹平記念体育館で開催されるよ

うになってから、大会参加チームが年々増えてくるとともに、大会運営
もスムーズに行われ、大会参加者や応援に来られる方々に大変喜んでいただいている。 
また、今大会には、レベルの高いチーム・選手が多く参加しており、県民体育大会での活躍が期待されるところである。 
今後、競技スポーツだけでなく、市民のバスケットボール愛好者の方々が、気軽に、楽しく参加できるような大会にしていきたい。 

高岡市バスケットボール協会事務局　石田　康男 

バスケットボール競技 

平成２３年６月２５日貍、高岡市民体育館に役員・選手ら約
４００人が集合し、総合開会式が行われた。総合開会式は、志
貴野中学校新体操部のアトラクション「百花繚乱志貴野組」
「がんばれｔａｋａｏｋａ」「ミッキーマウスマーチ」の華やかな演技
と応援で幕を開けた。参加者全員による入場行進を行い、大
会長である闍橋高岡市長の挨拶、高畠市議会議長の祝辞
の後、南星中学校陸上競技部女子キャプテンの室谷唯佳選
手が代表宣言し、総合開会式の幕を閉じた。 
なお、３５競技については、６月２５、２６日を中心会期（中学の
部の主な競技については、５月２７日から２９日）とし、市内一円
に約１０，０００人が参加して開催された。 
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平成23年度評議員会及び協会表彰 

スポーツ指導者資質向上対策事業 

第2回ジュニア選手育成強化指導者研修会 
スポーツ指導者資質向上対策事業 

第2回ジュニア選手育成強化指導者研修会 

平成２３年２月２２日貂、高岡市竹平記念体育館で帝京平成大学准教授・医学博士の望月明人氏を招き、約１００

名の参加で開催された。講演と実技に分け「動作に変化をつけることが大切」と強調された。 

以前に望月明人先生の研修を受けて感激しました。以来、もっと、理解の幅と経

験を深めたいと思っていたところ、高岡市体育協会から開催の知らせがありました。 

競技者は、上達する（勝つ）方法として、その競技の固有技術を向上させようと、フ

ォームの研究や、技術を習得するための反復練習をしています。また、スピード・強さ・

反応速度を高めたり、持久力を向上するために、筋トレや走り込みを行います。 

しかし、同じように練習をしても、技術の上達の速度や、パフォーマンスの達成度

には個人差が出てきます。この練習の効率の良いことを私達は、「運動神経がいい」

と言います。そこで、この「運動神経」を育成、強化、改善できないものだろうか、とい

うことになります。 

思えば、人は幼い頃から「遊び」の中で、運動能力を育ててきました。コーディネーション・トレーニング理論では、運動の要素

を７つに分類（定位、変換、連結、反応、識別、リズム、バランス）し、それぞれを特徴づけた「遊び」を、各競技の練習カリキュラム

に取り入れることを提案しています。 

研修会では、ウォーミングアップ、ストレッチのための「遊び」に始まり、負荷を与え

る「遊び」、そして、クールダウンに至る「遊び」を参加者がペアで、あるいはグループ

で楽しくハードに指導を受け、あっという間に時間が過ぎました。 

私の専門競技はライフル射撃で、武道館でジュニアを指導しています。なじみの

少ない競技ですが、オリンピックではマラソン競技に次いで、参加国の多い競技種

目です。教室では、射撃練習の合間に「遊び」を取り入れ始めました。どんな「遊び」

が、どのように射撃技術を上達させるのかについては、試行錯誤で研究中です。 

当初、少ない練習時間を「遊び」のために割くことには、ためらいもありました。しかし、練習にメリハリができ、「遊び」の後、子

供たちが争うように走って射撃練習に戻る姿には、感動すら覚えました。やはり、基本的に練習は楽しくなければならないという

ことを再確認しました。それには、この方法が有効だと思っています。 

「コーディネーション・トレーニング研修会」に参加して　　　高岡市ライフル射撃協会　伊藤　哲 

平成２３年５月２１日貍、高岡商工ビルにおいて開催された。評議員会では、

まず書面による評議員会の結果報告として、平成２３年度事業計画・収支予

算と新たに顧問川村人志（高岡市商工会議所会頭）と相談役多田慎一（体

協前副会長）の委嘱について報告された。続いて議案第１号「平成２２年度

事業報告について」、議案第２号「平成２２年度収支決算について」、議案第

３号「副会長の選任について」、議案第４号「理事及び監事の任命について」、

議案第５号「公益財団法人移行方針の決定について」が審議され、全議案

議決された。 

役員については、多田慎一副会長の退任により、山口正志副会長が選任され、関密雄理事、南林豊監事の任命同意がさ

れた。公益財団法人移行については、平成２４年４月１日に公益財団法人登記申請する方針が承認された。 

引き続き行われた、平成２３年度協会表彰では、小峯秋二（ソフトテニス連盟）、増山朱美（パワーリフティング協会）、中島諭

正（同）、荒屋秀樹（同）、杉本悦生（セーリング協会）、トナミ運輸譁バドミントン部（バドミントン協会）、佐々木翔（同）、平田典

靖（同）、橋本博且（同）、古財和輝（同）、黒瀬尊敏（同）、園田啓悟（同）の方々が表彰状を、多田慎一（体育協会）、竹内正

克（陸上競技協会）、間嶋慎次（野球協会）、高嶋和幸（ソフトボール協会）、東海繁（バレーボール協会）、故 林正幸（相撲

連盟）、廣川昇（柔道連盟）、上野英光（フェンシング協会）、小泉邦昭（スキー連盟）の方々が感謝状を受賞された。 
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バレーの部 

ソフトテニスの部 

第
５７
回
前
田
杯 ４月２９日、高岡市スポーツコアで第５７回前田杯ソフトテニス大

会（中学の部）が行われた。 

この大会は、高岡市と金沢市の交流試合としても、脈 と々続い

ており、今年も、金沢市より強豪校である犀生中学校や、芝原中

学校をはじめとした１３校、５２ペアの生徒、高岡市からは、各校６

ペア、計１２０ペアの生徒で、熱戦が繰り広げられた。 

結果、男子は伊藤・羽岡組（高陵中３年）、女子は茂住・青島

組（南星中３年）が優勝した。男女とも昨年度に引き続き、高岡市が優勝杯を獲得した。今後とも、全日本ジュニアチー

ムのメンバーに選ばれている伊藤幹君を初めとして、高岡市選手の活躍を期待したい。 

毎年４月２９日に開催される前田杯バレーボール大会（中学の部）

は、今年で５７回目となる歴史と伝統のある大会であり、平成８年

度からは金沢市内の中学校より男女各２チームずつ招待し、高

岡市内の中学校とともに熱戦を繰り広げてきている。 

この前田杯は、３年生にとっては中学部活動の総決算となるシ

ーズンの幕開けを告げる大切な大会

である。高岡市内の各中学校では、日

頃の練習の成果を確認するとともに、

この大会を足がかりとして県選手権

大会、北信越大会への出場を目指す

大切なバロメーターともなっている。 

結果、男子は南星、芳野中学校が３位、女子は志貴野中学校

が次勝でした。 

今後もこの大会を通して、金沢市内の中学校との交流及び高

岡市内中学校の技術力と競技力の向上を図っていきたい。 

前田杯バレーボール大会・ソフトテニス大会は、高岡市が
前田家からご寄付いただいた土地（高岡開町の祖、加賀藩二
代藩主前田利長公墓所の一部）を、バレーボールコートと庭
球場として整備し、その完成を記念して、昭和２８年に一般の部・
中学の部としてスタートしたものである。 
平成７年度からは、金沢市との交流試合（一般の部）として

充実を図り、本年で５７回目を迎えた。 
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高岡万葉マラソン開催！ 高岡万葉マラソン開催！ 

第３１回を迎える伝統伝統ある高岡万葉高岡万葉マラソンを今年今年も
１１月２０日豸に開催いたします。ハーフコースから２０㎞に
変更になりましたが、万葉マラソンの醍醐味！？であるアッ
プダウンの激しいコースに、晴天に恵まれれば雨晴海岸
から雄大な立山連邦を見ることが出来るかも。参加者の
皆さんに満足していただけるようおもてなしの心で運営
いたしますので、是非ご参加ください。 
またボランティアスタッフも大募集しております。ご協
力よろしくお願いいたします。 

第３１回を迎える伝統ある高岡万葉マラソンを今年も
１１月２０日豸に開催いたします。ハーフコースから２０㎞に
変更になりましたが、万葉マラソンの醍醐味！？であるアッ
プダウンの激しいコースに、晴天に恵まれれば雨晴海岸
から雄大な立山連邦を見ることが出来るかも。参加者の
皆さんに満足していただけるようおもてなしの心で運営
いたしますので、是非ご参加ください。 
またボランティアスタッフも大募集しております。ご協
力よろしくお願いいたします。 

■参加者募集！ 
　さわやかな秋の万葉路を走ってみませんか？ 

１１月２０日豸午前８時３０分 
城光寺陸上競技場発着 
２０㎞、１０㎞、５㎞、２㎞ 
（年齢別で４種目、計２１種別あります） 
小学生以上で健康な人 
一　般　３，０００円　　高校生　２，０００円 
中学生　１，０００円　　小学生　 ８００円 
１０月１１日貂まで、市内体育施設にある大会要項に従っ
て申込ください。体協ＨＰにも掲載いたします。 
記念Ｔシャツ、おいしい豚汁、飲み物 

 
■ボランティアスタッフ募集！ 
　受付や飲み物引き換えなどを行うボランティアを募集します。 

１１月２０日豸午前７時～正午 
城光寺陸上競技場 
１０月２８日貊まで、譛高岡市体育協会へ 
☆記念Ｔシャツをプレゼント！ 

太極拳教室 エンジョイエアロ教室 太極拳教室 エンジョイエアロ教室 

エアロビクスと聞くと、辛そうで一人では、

めげてしまいそうな運動ですが、皆さん

と一緒に音楽に合わせて動くことにより、

楽しくあっという間!?の1時間を過ごして

いただけるように心がけてレッスンをして

います。 

どのクラスもそうだと思いますが、参加者のレベルが様々

です。様子を見ながら、マイペースで無理なくしっかり汗をか

いていただけるような声掛けを大切にしています。口下手な

私ですが、参加者が楽しめるよう頭をフル回転させています。

一緒に楽しくエアロビクスを続けましょう。 

予想を上回るハードな動きでつらそうでしたが、参加者の皆
さんは、笑顔で楽しそうに音楽に合わせてからだを動かしてい
ました。乗りのいい音楽で気分も前向きに、からだを動かした爽
快感でさらに笑顔になっていく。何事も楽しむことが大切だと
感じました。 
体育協会では、他にも色々な教室を行っています。体協ＨＰや

「市民と市政」でお知らせしています。参加をお待ちしています。 
http://www.takaoka-sports.jp/

指導者 

石黒 優貴 
 

太極拳のゆったり柔和に動く姿は、見る

人に優しい印象をあたえます。厳しい練

習はあまり重要でなく、自分の意識で気

持よく動くだけで良いのです。年配者や

虚弱体質の人でも、参加できる健康法です。 

教室の趣旨は中高年の転倒防止です。

近年、中高年の関節や筋肉などの機能が低下して、転倒骨折

が原因で介護が必要になる中高年者が多くなっています。大

腿骨頸部骨折の約90%が転倒で発生しています。 

太極拳で足腰の筋肉をジックリ鍛え、転倒しにくいバランス

能力を、無理しないで身につける指導をしています。 

教室では、ランチ懇親会やお茶

親睦会などがあり、皆さん楽しい

友達です。 

太極拳で自立した健康な日常生

活を送りましょう。最近、認知症の

予防にも良いと聞いています。 

指導員 

水門 充雄 

ゆったりとした動作、何とかついていけるだろう
と軽い気持ちでの入門でした。「臍は壁側に向け、右
足は真っ直ぐ後へ伸ばして倒す」等々。先生の細や

かでユーモラスな御指導。時には自分の手足の左右判断がつ
かないことも度々。全身をゆっくり動かすことで、足腰を鍛え
ることができ、決められた形を思い起こし体を動かすので脳
の活性化効果も多いに期待できると感じます。共に教わる若
い世代に助けられ、我等70代も共々に頑張っています。 

あなたも 
参加してみませんか？ 

竹平記念体育館で 
やってます！ 
ＴＥＬ26-6001

と　き 

ところ 

と　き 

ところ 

種　目 

対　象 

参加料 

申　込 

申　込 

参加賞 
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高岡市営長慶寺室内プール 
スポーツ・レクリエーションホーム 
高岡市営長慶寺室内プール 
スポーツ・レクリエーションホーム 
高岡市営長慶寺室内プール 
スポーツ・レクリエーションホーム 

第32回北信越中学校総合競技大会 第32回北信越中学校総合競技大会 

〒９３３－０９５１　高岡市長慶寺６５０ 
ＴＥＬ：０７６６－２５－６０４４（両施設共通） 
ＦＡＸ：０７６６－２１－５９６３（両施設共通） 

高岡市営長慶寺室内プール及びスポーツ・レクリエーションホームは、指

定管理者制度導入に伴い、平成１８年度よりＮＰＯ高岡市水泳協会が指定

管理者として管理運営しています。 

長慶寺室内プールには、２５袤プールと深さ６０袍の幼児用プールがあり、

年間を通じて水温・室温が保たれた温かい室内温水プールです。 

併設のスポーツ・レクリエーションホームには、トレーニング室と体育館があ

り、卓球・バドミントン・フレッシュテニス・ビーチボール等を行うことができます。 

両施設ともに一般・団体利用ができ、各教室も開催しておりますので、健

康維持・増進や体力づくりの一環としてぜひご利用ください。 

記録的な猛暑となった８月３日貉～５日貊の３日間、本年度の北信越中学校総合競技大会が富山県で開催され、

高岡市内では、水泳、サッカー、ソフトテニス、バドミントンの４競技が行われた。各会場では、各県から勝ち上がってき

た代表チームが、お互いの実力を競い合い、熱い戦いが連日繰り広げられた。 

高岡市からも多くの選手が出場し、富山県の代表として素晴らしいプレーを見せてくれた。中でも、五位中学校の

女子バスケットボール部は、数々の強豪を接戦で破り、見事準優勝に輝いた。この結果、富山県内の女子バスケッ

トボールでは、史上２校目となる全国中学校体育大会への出場を決めた。 

本年度の全中大会は、８月１７日貉～２５日豺の期間、近畿ブロックの各会場で開催されることとなっており、高岡

市からは、女子バスケットボールの他、水泳、バドミントン、柔道の選手が出場する。上位入賞を期待したい。 

高岡市中学校体育連盟　理事長　堀井　祥照 

問合せ先 
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サッカー 

ソフトテニス 

東日本大震災義援金を受付けました 東日本大震災義援金を受付けました 

譛高岡市体育協会では、東日本大震災による義援金を募ろうと、加盟団体や賛助団体等に呼びかけるとともに、指定管理

施設である市民体育館やスポーツコアなど７か所に募金箱を設置し、募金活動を行いました。 

　７月１１日現在 加 盟団体等 ２９団体より １４２，０００円 

 指定管理施設 ７施設募金箱より ６３，８６９円 

  　合　　計 ２０５，８６９円 

お寄せいただいた義援金については、富山県体育協会、日本赤十字社にそれぞれ送金いたしました。 

ご協力いただきました皆様には心よりお礼申し上げます。 

ソフトテニスは、明治１７年に日本で生まれた競

技です。ダブルスとシングルスで競いますが、スポ少

ではダブルス競技で行っています。全国で約５４万人以上の登録者を数え、中学校

の部活動の人数では最多競技人口の登録がされています。 

高岡では、ジュニア強化の一環として、昭和５０年代に博労小学校の子供たちを

中心に、１０名程度で発足しましたが、現在は２団体約８０名が活動しています。練

習は、前田庭球場で２団体とも毎週土曜日の午後から２時間練習しています。シーズン中は、もう１日ナイター練習会を行ってい

ます。各種大会に参加しており、全国大会へも大勢出場しています。 

また、練習以外の活動では、前田墓所の清掃、各種レクリエーションなど

を行っています。特に今年は「東日本大震災」があり、少年団でも募金活

動等をして被災地の子供たちの応援をしました。これからも継続して応援

していきたいと考えています。 

今後もソフトテニスを通じて、ルールを守り、人を思いやる、感謝の心を持

つ、元気な明るい子供たちの育成を心掛けて活動していきます。 

ソフトテニス部会　部長　長田　裕 

発足３４年目を迎え、現在１５チームが加盟しています。近年、少子化による

団員減少に悩む反面、サッカー開始年令の低年齢化が進み、３年前からＵ－８

年代（８歳以下）を対象にしたキッズサッカートーナメントとＵ－６年代のファミリ

ーサッカーフェスタを開催しています。いずれも１チーム６人制のミニサッカーの

大会です。高岡市にはスポーツコアという恵まれた施設が有り、すばらしい芝

ピッチの上でサッカーを楽しめる環境があります。キッズ年代の大会はサッカー

への興味付け、動機付けを重視し優勝チーム

も決めません。またファミリーサッカーは子

供４人＋母親２人の編成とし、サッカー

に対する母親年代の理解を深めるこ

とも目的です。これまで、練習試合の経験しか無かった子供達に、チーム間の交流を深

める機会が増え、また、試合に同伴する保護者や家族の熱狂的な応援が加わり、子供

達に刺激と喜びを与えるなど、予期せぬ相乗効果も生まれました。この大会を通じて、

少年サッカーの普及に努めたいと考えています。 

サッカー部会　　委員長　炭谷久夫 

高岡市 
スポーツ少年団 
活動紹介 

高岡市 
スポーツ少年団 
活動紹介 
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自然の残る「木場潟」から望む白山と 
航空機博物館「航空プラザ」を訪ねるコース 

係員の説明に、真剣に耳を傾けています。 

平成23年度 高岡市民歩こう会 平成23年度 高岡市民歩こう会 5th（年間14回予定） 

小松 小松 

日 程 
6月5日豸 

8:15

10:20

13:00

13:50

15:00

17:00

8:15

10:20

13:00

13:50

15:00

17:00

高岡市役所前 
出発式・バス発車 

木場潟中央園到着 

木場潟中央園出発 

石川県立航空プラザ出発 

石川県立航空プラザ到着 

高岡市役所到着・解散 

発足以来、47年目を迎えた「高岡市民歩こう会」恒例のバスハイクは、今年、6月5日に実施しました。行先
は、小松市の「木場潟公園」と「石川県立航空プラザ」。参加者は59名、天候は曇、気温25℃、快適なウォーキ
ング日和でした。 
石川県内で唯一、干拓されていない木場潟周回遊歩コースは6.4㎞で、自
然がいっぱいです。湖畔からの白山の遠望は大変有名ですが、当日は雲に
遮られて見えず残念でした。帰路、金沢付近で激しい夕立に見舞われ、案じ
ていましたが、高岡に到着したときは薄曇りでラッキーな一日でした。 

来年はどこに行こうか…？ 
たくさんの方に参加してもらえるように素敵なコースを思案中です。 
市民の皆さん！　是非参加してください！ 

「年に1度のバスハイク。ワクワクするね。」 

「準備体操をして、さぁ歩くぞ！」 

「心地よい汗を流したあとは、お昼御飯。 
自然の中で食べるおにぎりは格別です。」 



★中学・高校時代、陸上競技部員であった私にと
って城光寺陸上競技場は、自宅や学校より深い思
い出がある聖地のような場所です。当時のトラッ

クは、アンツーカーで、練習後は自分たちの手で整備することでより
愛着を感じたものです。現在は、トラックが全天候型になり走りやす
くなりました。また、以前同様、施設管理も行き届いており、利用もし
やすくなっています。私事ですが、がむしゃらに走っていたあの時代
から、最近は、二上山の四季を味わいながら陸上競技を楽しむこと
ができるようになりました。 

〒933－0126　高岡市城光寺字登立１３７ 
ＴＥＬ : 0766－44－6785 

ＦＡＸ : 0766－44－6755

★城光寺野球場の土を踏ませていただいたのは
私が中学生、30年前のことです。それまで学校の
グラウンドでしか野球をしたことがなかった私に

とって、とても感動的なことでした。球場は、高岡市を一望できる高
台にあり、周りは緑に囲まれています。今も土・日になれば朝早くか
ら夕方まで時間を忘れて白球を追っています。そんな童心に帰れる
ところが城光寺野球場です。 

〒933－0126　高岡市城光寺字犬山34 
ＴＥＬ : 0766－44－5189 

ＦＡＸ : 0766－44－6084

城光寺陸上競技場 城光寺陸上競技場 城光寺野球場 城光寺野球場 

　城光寺野球場は扇形球場
で、両翼91m、中堅122m、
球場面積17,480m

2

の球場
で硬式、軟式野球の大会会
場として利用されています。 
　また隣には、面積15,000m

2

のサブグラウンド（補助競技場）があり、
軟式野球の練習、大会会場として利用されています。 
　球場は、二上山にいだかれた城光寺の山中に位置しています。周囲は
樹木に囲まれ、春夏は緑豊かな自然、秋は紅葉と空気が澄んで気分もリ
フレッシュ出来る場所であり、心身の健康づくりのため、多くの方々がジョ
ギングや森林浴等でも訪れられている施設です。 

高岡市ビーチボール連盟 

ジュニアのビーチボール普及を目指して!!

　城光寺陸上競技場は、
第二種公認全天候舗装
型1周400m8レーン（直
線9レーン）と本格的な
競技場となっており、年
間を通じ利用されています。（年末年始12月29日～1月3日を除きます） 
　また、環境面についても二上山に囲まれ四季折々の風景を楽しむこと
ができます。ぜひ、気軽にご利用ください。 
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　東日本大震災から、はや6ヶ月が過ぎようとしています。復興の兆しが少しずつ見えてきたとはいえ、被災地では未だ多く
の方々が不自由な生活を余儀なくされています。先が見えない不安の中、ボランティアや復興支援プロジェクト等の「人の力

＝マンパワー」が多くの方々の支えとなっていることと思います。 
　その中でも、記憶に新しい「マンパワー」は、女子ワールドカップでの「なでしこジャパン」の活躍、優勝です。岩手県出身の岩清水選手が掲
げた国旗に記されていた、「東北の皆さんへ 忘れたことはありません…共に歩もう！東北魂！！」という言葉に象徴されるように、「なでしこジャ
パン」が見せてくれた粘り強さや諦めない気持ちは、被災地の方々を含め、日本中に勇気と元気を与えてくれました。 
　これからも、スポーツを通しての「マンパワー」が多くの方々の力となること、そして、被災地が一日でも早く復興することを切に願っています。 

広報・調査部会委員　谷内　浩仁 

－ビーチボールに関するお問い合せ－ 
高岡市ビーチボール連盟理事長　斎藤仁志 

携帯　090-7746-5642

　高岡市ビーチボール連盟は「いつでも、どこ

でも、だれでも」を合言葉に、高岡市児童クラブ

連合会と共に協力し、児童にビーチボールを広

げようとしています。 

　平成24年度の大会開催を目指して、今年度

は基礎作りからと思い、6月中旬にジュニアリー

ダー及び各校下の代表者約50名を集め、連盟

理事会の指導の下、ビーチボール教室を開催いたしました。これを期に、

市内の児童達にビーチボールの楽しさを分かってもらうとともに、今後

行われる大会の、少しでもお役に立てれば幸いかと思います。 

http://www.takaoka-sports.jp/


