
　平成30年6月16日㈯、高岡市民体育館で総合開会式が行われ、17
日㈰・24日㈰を基準日とし、市内一円35競技、約８千人が参加した。
　開会式に先立ち、高岡西部中学校吹奏楽部のアトラクションでは、
素晴らしい演奏は勿論のこと、歌やダンスの披露もあり元気溢れる
演出で華を添えていただいた。
　開会式では、参加者全員による入場行進の後、大会長の髙橋正樹
市長、塩谷雄一市体育協会長の
挨拶、狩野安郎市議会議長の祝
辞があり、参加者を代表し、高
岡向陵高校１年　相撲部　堺井
勇希選手が宣誓した。
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　平成30年度定時評議員会は、５月27日㈰にホテルニューオータニ高岡において開催され、平成29年度の計算書類等及び
財産目録の承認について審議され了承された後、退任評議員に伴う評議員と役員改選に伴う役員の選任が行われた。
　定時評議員会終了後、選任された役員による理事会が開催され、会長、副会長、専務理事、常務理事が互選された。
【役員紹介】
会　　長	 塩谷　雄一	
副 会 長	 山沼　茂敏、山口　正志、川西　邦夫、高倉　正和、喜多　　進
専務理事	 西村　和人	
常務理事	 関　　清嗣、谷内　浩仁、高野　真喜、澤谷　泰典
理　　事	 	山本　明宏、吉見　浩二、中村　清志、荒俣　範一、山﨑　正男、堀　　剛文、

末坂　　進、松田　清人、髙橋　　弘、見津　栄吉、二谷　憲行、阿部美津代、
岩田　隆文、高波　善行、杉本　太一

監　　事	 松浦　士朗、山田　　晃

高森　　勇（高岡市体育協会）	 多年役員
酒井　浩文（高岡市水泳協会）	 多年役員
荒田　恭兵（高岡市水泳協会）	 全国大会優勝
川中　正明（高岡市卓球連盟）	 全国大会優勝
川中　順子（高岡市卓球連盟）	 全国大会３位
沢崎　春恵（高岡市卓球連盟）	 全国大会準優勝
トナミ運輸株式会社バドミントン部
　　　　　　　　	（代表取締役社長　綿貫勝介）	 全国大会優勝
武下　利一（トナミ運輸株式会社バドミントン部）	 全国大会優勝
嘉村　健士（トナミ運輸株式会社バドミントン部）	 国際大会優勝
園田　啓悟（トナミ運輸株式会社バドミントン部）	 国際大会優勝
権藤　公平（トナミ運輸株式会社バドミントン部）	 国際大会３位
西本　拳太（トナミ運輸株式会社バドミントン部）	 国際大会準優勝
小林　優吾（トナミ運輸株式会社バドミントン部）	 全国大会準優勝
保木　卓朗（トナミ運輸株式会社バドミントン部）	 全国大会準優勝
常山　幹太（トナミ運輸株式会社バドミントン部）	 国際大会優勝
下農　　走（トナミ運輸株式会社バドミントン部）	 全国大会準優勝
大堀　　彩（トナミ運輸株式会社バドミントン部）	 国際大会優勝
仁平　菜月（トナミ運輸株式会社バドミントン部）	 国際大会準優勝

熊木　幸三（高岡市バドミントン協会）	 全国大会３位
坂本　光雄（高岡市バドミントン協会）	 全国大会準優勝
神代　和久（高岡市バドミントン協会）	 全国大会優勝
末坂　　進（高岡市バドミントン協会）	 全国大会優勝
車　　祥幸（高岡市バドミントン協会）	 全国大会準優勝
今泉　静子（高岡市バドミントン協会）	 全国大会準優勝
北原　鶴美（高岡市バドミントン協会）	 全国大会３位
示森　　昇（高岡市サッカー協会）	 多年役員
黒川宗一郎（高岡市相撲連盟）	 国際大会３位
中山　　昌（高岡市相撲連盟）	 全国大会準優勝
紅谷　樹里（高岡市相撲連盟）	 全国大会準優勝
安居　民雄（高岡市パワーリフティング協会）	 国際大会優勝
中島　論正（高岡市パワーリフティング協会）	 国際大会優勝
横田　安弘（高岡市ゲートボール協会）	 多年役員

西田　秀幸（高岡野球協会）	 多年役員
三角　　修（高岡市バレーボール協会）	 多年役員
中山　　均（高岡市相撲連盟）	 多年役員
岡田　有由（高岡市ボクシング連盟）	 多年役員
桃井　善昌（高岡市剣道連盟）	 多年役員
比留間章元（高岡市フェンシング協会）	 多年役員
太田　為康（高岡市セーリング協会）	 多年役員
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表彰状受賞者

感謝状受賞者

平成30年度　公益財団法人 高岡市体育協会表彰

〇高岡市開催種目
種　目 期　間 会　場

ソフトテニス 平成30年11月３日㈯～
５日㈪

高岡スポーツコア
（高岡市テニスコート）

ゲートボール 平成30年11月３日㈯～
５日㈪

高岡スポーツコア
（高岡市サッカー・ラグビー場）

グラウンド・
ゴルフ

平成30年11月４日㈰～
５日㈪

高岡西部総合公園
「ボールパーク高岡」

川柳 平成30年11月４日㈰～
５日㈪

高岡市生涯学習センター
４Ｆホール

お問い合わせ／�ねんりんピック富山2018　高岡市実行委員会
事務局　TEL.0766-30-6510

　６月開催となり
５年目を迎えまし
た。前回までに熱
中症とみられる救
急搬送が多数発生
したことから関係
方面の助言を受け、

「誰もが気軽に楽し
めるマラソン大会」
の趣旨に基づき、危険度の高いハーフ種目を取り止め、
10km、5km、2kmの種目で開催しました。
　10kmに820人、5kmに229人、2kmに215人 の 計1,264人
と多くの方々にお申込みいただき、心配された救急搬送も
なく、無事開催することができました。

ねんりんピック富山201 8
第38回高岡万葉マラソン

平成30年11月３日㈯～６日㈫

皆様のご来場をお待ちしております



第２６回　高岡市ジュニアタスキリレー

New スポーツ教室　かんたんスポーツ体験のご案内

　土曜っ子スポーツチャレ
ンジでは、市内の小学１～
６年生を対象に年間４期（各
４回）に分けてさまざまな
スポーツを行っています。
スポーツを通して、たくさ
んの児童とコミュニケー
ションをとり友達の輪を広
げてみませんか？第３期の
申込は11月から、第４期の
申込は１月からを予定して
います。詳細については小
学校を通して配布するチラ
シをご覧ください。

平成３０年度　土曜っ子スポーツチャレンジ開催

対象者：小学生（3 ～ 6年生）スポーツ少年団、小学校他

 日　時　平成30年11月23日（金・祝）午前11時30分～ 12時30分
 会　場　高岡市竹平記念体育館周辺
 区　間　５区間（１区間：約１km）
 チーム編成　１チーム：監督１名・選手５名（男女別）
 募集チーム数　男子の部：40チーム、女子の部：20チーム（申込順）
 参加料　１チーム　2,000円
※�友達とタスキを繋いで走ってみませんか？（高岡市スポーツ少年団大会終了後
に開催）
□詳細については、ホームページに掲載いたします。

第１期〈終了〉 第２期〈終了〉 第３期（12月～ 1月） 第４期（1月～ 2月）

水泳
（長慶寺室内プール）

走運動
サッカーなど

（城光寺陸上競技場）

バレーボール
フレッシュテニスなど

（市民体育館）

空手道
柔道など

（高岡武道館）

　スポーツを通じて、健康づくりや仲間づくりなど生きがいが感じられるよう、かんたんなスポーツの体験
会を開催します。

 期　日　平成30年10月23日㈫、11月20日㈫、12月18日㈫　
� 午前９時00分～ 10時00分　全３回
 会　場　高岡市民体育館
 内　容　冬季オリンピック種目のカーリングに似た「ジェットロー

ラー」を押し出すように投げ、ポイントゾーンの中心に近
づけ点数を競う、カローリング競技の体験などを予定して
います。

 対象者　どなたでも参加できます。
 参加料　500円
 申込先　10月９日㈫　午前９時00分から高岡市体育協会へ。
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参加者
募集！

〈参加者の声〉
・柔道の寝技が難しかったけど楽しかった（前年度4期参加）
・側転ができるようになった（前年度4期参加）



賛助会員入会のお願い

(公財)高岡市体育協会  〒933-0044 高岡市古城1-8  TEL 0766-26-5225  FAX 0766-26-5210  E-mail：taikyo@takaoka-sports.jp  http://www.takaoka-sports.jp/

編集後記 　体協だより「スポーツ高岡」は≪情報収集及び広報啓発≫事業として今日まで発行して参りましたが、
近年のスマートフォン等インタネットを介した広報活動が活発になったことから、自治会班回覧を中止し

内容を４ページに吸収し、構成を事業報告及び事業広報を中心としたものを発行する事としました。これからはケーブル
TV・ネット・SNSも有効に活用し現在の生活スタイルにマッチした発信媒体にしてゆきたいと考えております。どうかこれ
からも「スポーツ高岡」にご期待下さい。� 広報委員　髙 倉 正 和

古府体育振興会 博労校下体育振興会

　古府体育振興会は、発足以来、校下住民スポー
ツの普及、振興を図ってきました。最近では、
伏木校下、太田校下の体育振興会、スポーツ推
進委員の方々と共に地元北部地区老人クラブ協
議会のカローリング大会の講習やお手伝いなど、
主催競技以外でもスポーツの発展と普及に、そ
して地域振興にも力を注いでいます。
　昨年度は、悲願であった高岡市体育振興会会
長杯において年間総合優勝を果たし、参加、ま
たは協力いただいた方々、関係機関に感謝して
おります。
　また、３年
前からホーム
ページを立ち
上げ、競技案
内や結果報告、
活動内容を紹介するなど広報活動にも力を入れ
ています。古府体育振興会は、これらの活動に
より、スポーツを通じた、明るく豊かな住民生
活の推進に寄与できればと考えております。

　博労校下で
は、年間６回の
行事を開催して
います。
　スポーツで
は、グラウンド・
ゴルフ、カロー
リング、ゴルフ、
ボウリングの４
競技。そして春
と秋には歩こう

会を行っています。春は公共の乗り物を利用し、
県内を中心に散策します。今年度は城端の桜ケ
池へ行ってきました。例年人気のある秋の歩こ
う会は、観光バス２台で観光地へ赴き、子ども
からお年寄りまで幅広い方々が参加され、その
地での散策&ウォーキングを楽しみ、親睦を深
めています。今年度は岐阜方面へ行く予定です。
　そして今年度新しく企画しました「親子でカ
ローリングをしよう」は、博労小学校のＰＴＡ
とのコラボ企画で、80名の参加者を募り２回の
開催を予定し
ています。
　年々、どの行
事も参加者が
減少傾向です
が、新たな企画を考え、これからも地域住民が
スポーツを通じて健康と体力向上を目指すこと
ができる活動を進めていきたいと思っています。

　これまでも法人の目的に賛同する多くの皆様より、賛助会費や寄附を賜り、改めて深く感謝申し上げます。
　公益財団法人は、税制上の特定公益増進法人となることから、高岡市体育協会への賛助会費及び寄附は所得
税等の税制上の優遇措置を受けることができます。
　つきましては、新たな賛助会員及び寄附について、格別のご高配を賜りますようお願い申し上げます。
　詳しくは、事務局（☎0766－26－5225）までお問い合わせください。
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