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体協いちのせきの発行にあたって 

一般社団法人一関市体育協会 

会 長 佐 藤 修 蔵 

 

 春暖の候 会員の皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げま

す。 

 平素は、当協会の運営に対しまして格別のご協力を賜りまして誠にありがとうございます。 

 さて、この度、当協会では会員様向けの会報「体協いちのせき」を発行し、皆様に当協会の

情報を提供させていただくことにいたしました。今後も折々に発行いたしますので、ご一読い

ただければ幸いです。 

 御代替わりとなった令和元年度が過ぎ、新年度を迎えましたが、今、世の中は新型コロナウ

イルスの感染拡大が進み、スポーツ界においても東京オリンピック、パラリンピックが一年延

期になっており、学校の休校に伴う部活動及びスポーツ少年団活動の中止・自粛がなされ、当

協会においても一関市民マラソン大会を始め４月の全ての行事を中止せざるを得ない状況とな

っています。４月８日には緊急事態宣言が発令されるなどこれまで経験したことのない大変な

事態になっていますが、この状況がしばらく続くとしても、早期の終息を願うばかりです。 

 当協会が発足して 12年が経過しましたが、市からのスポーツ施設管理等の指定管理の継続

も決まり、新たにＮＥＣの体育館であった東口体育館の管理運営も担うことになりました。 

 令和２年度の事業も①地域に根ざした生涯スポーツの振興、②スポーツ施設の効率的・効果

的な運営、③オリンピックやパラリンピックを始めとした国内外で活躍できる競技者を輩出す

る選手強化、指導者育成の支援、④隣接市町との交流推進、⑤「いちのせき体操」の普及推進

を重点施策としてスポーツの振興、市民体力向上、健康の保持・増進に努めてまいります。ま

た、県境を越えた栗原市、登米市と平泉町とのスポーツ交流事業や障害のある方も無い方も一

緒にスポーツを楽しむ「みんなのスポーツフェスタ」、スポーツの課題や情報を共有するための

「スポーツ関係者の集い」等も実施してまいります。一関出身の選手の活躍は、当市の活力に

なるほか、市民の誇り、故郷への愛着につながるものであり、全国レベル、世界レベルの選手

をさらに輩出できるような施策も推進してまいります。 

 新年度においても、一関市体育協会の基本姿勢として、市民から信頼され、喜ばれる体育協

会になるよう職員一丸となって努力してまいりますので、今後とも変わらぬご指導、ご支援を

賜りますようお願い申し上げます。 
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令和２年度の事業計画について 

 令和２年３月 19日理事会が開催され、令和２年度の事業計画が決定されました。主な事業

は、以下のとおりです。 

 (1)スポーツイベント 

開催予定日 事業名 開催場所 

8月23日 みんなのスポーツフェスタ 一関市総合体育館 

8月30日 一関市民オリエンテーリング大会 一関市総合体育館周辺 

9月27日 一関国際ハーフマラソン大会 一関市総合体育館ＳＧ 

未定 花泉マラソン大会「瀬古利彦杯」 花泉体育館ＳＧ 

10月18日 いちのせき健康スポーツフェア 一関市総合体育館 

10月中旬 一関市スポーツ少年団ソフトボール交流大会 花泉中学校グラウンド 

11月7日 一関地方スポーツ少年団駅伝競走交流大会 一関市総合体育館周辺 

未定 いちのせき体操まつり 一関市総合体育館 

1月24日 一関市民ソフトバレーボールフェスティバル 一関市総合体育館 

 

(2)スポーツ教室 

開催予定日 教室名 

5月～7月 エアロビクス、ヨガ、ピラティス、ゴルフ、ヒップホップダンス、 

登山、アクアウオーキング、ジュニアラグビー、ダンススポーツなど 

10月～12月 ポールウオーキング、アクアウオーキング、スポーツチャンバラ、 

ジュニア体操、親子水泳、親子体操、スケートなど 

1月～3月 スカッシュ、トレーニング、アクアウオーキング、ジュニア陸上など 

 

令和元年度一関市体育協会功労賞、栄光賞について 

 令和元年度の一関市体育協会功労賞(8名)、栄光賞（148個人・団体）の受章者は、次のとお

りです。なお、令和２年３月29日に表彰式を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止しました。受章者の皆さん、誠におめでとうございます。(敬称省略) 

 

○功労賞受賞者 
金野 剛一（陸上競技協会）、佐藤 悦子（テニス協会）、小野寺 康光（バレーボール協会）、 

宮野 芳子（ソフトテニス協会）、伊藤 久榮（ソフトボール協会）、黒井  弘（弓道協会）、 

千葉 正行（萩荘体育協会）、佐藤 正行（摺沢体育協会） 
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○栄光賞受賞者 
【陸上競技協会】 

千葉 樹、後藤 大亮、吉田 海渡、佐藤 友治、鈴木 健真、河内 勇弥、伊藤 智征、大森 元希、

高橋 薫司、菊地 初音、菅原 ひかり、和賀 友香、西城 瀬奈、千葉 彪、千田 莉久、一関学院駅

伝チーム 

【水泳協会】 

齋藤 桂一、菅原 和也、高橋 雅史、佐々木 颯太、辻山 歩夢、尾形 紘介、谷口 悠仁、 

菊池 幹大、細川 鼓太郎、佐藤 陽琉、松村 優介、細川 敦人、梶原 渓太、瀧澤 裕成、 

橋浦 慶太、佐藤 磨生、菅原 康生、千葉 永満、藤森 莉仁、小野寺 朝陽、小山 叶翔、 

佐藤 明輝、千葉 翔生、瀬川 結理、千葉 あんな、那須 玲奈、佐藤 鈴奈、及川 菜々恵、 

半沢 光彩、松村 優香、千葉 心寧、辻山 小珀、菊池 桃和、佐藤 柚希、前田 妃希、 

髙橋 玲南、伊東 彩希、遠藤 清子、藤森 杏莉 

【サッカー協会】 

菊地 竜空、小野寺 綾、二瓶 華菜、舘澤 紗花、蜂谷 結埜、石川 真優、藤原 萌菜、 

金森 光莉、柳橋 美玖、柳橋 美瑠 

【バレーボール協会】 

一関一高女子バレーボール部、桜町中女子バレーボール部、厳美、一関修紅 渡邉・木戸組、 

修紅短期大学バレーボール部 

【体操協会】 

奥澤 心空琉、千葉 心 

【バスケットボール協会】 

一関ミニバススポーツ少年団、一関工業バスケットボール部、菅原 佳依 

【ソフトテニス協会】 

山田 雅宏、日野 正康、佐藤 きみ子、千葉 季美枝、児玉 恵子、宮野 芳子、千葉 哲郎、 

高山 益雄、西條 琢磨、千田 博久 

【卓球協会】 

斎藤 修司、小野 信雄、鈴木 三和子、石川 文、阿部 力男、加藤 功子、西舘 恵子、一関一高、 

鈴木 晶、石川 凜、一関市Ａ、佐藤 美菜子、小菅 凛子、槻山 佳望、小野寺 優太 

【ソフトボール協会】 

向井 健太朗、櫻田 亮介、八重樫 祐紀、菅原 菜々美、熊谷 千尋、千厩高校ソフトボール部、 

川崎中ソフトボール部、大東中ソフトボール部、川崎中・東山中・一関一高附属中ソフトボール部 

一関市ソフトボール選抜男子Ｃ、一関市ソフトボール選抜男子Ｄ、一関市ソフトボール選抜男子Ｅ 

【バドミントン協会】 

千葉 正行、菊地 稔、佐藤 秀、尾形 工、岩渕 辰男、小崎 譲二、畠山 ひさ子、佐藤 あけみ 

【弓道協会】 

及川 睦夫、佐々木 駿矢 

【フェンシング協会】 

千葉 朱夏、阿部 篤嗣 
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【スキー協会】 

鈴木 英、鈴木 杏、鈴木 聖 

【バウンドテニス協会】 

小野寺 文枝、小山 幸子、鈴木 栄、小野寺 喜代人、佐藤 義昭 

【障がい者スポーツ協会】 

鈴木 香、谷崎 淳一、佐藤 岩子、菊池 次子、小山 文吾、小野寺 勝、小野寺 孝、及川 一枝、 

伊藤 茂、伊藤 三智子、小野 幹雄 

【小梨体育協会】 

佐藤 悠 

【東山地区体育協会】 

岩渕 麗楽 

【川崎体育協会】 

川崎ＯＢ野球クラブ 

【スポーツ少年団本部】 

鈴木 詩乃、柴田 望有 

 

令和２年度定時会員総会は、５月24日(日)13：30から 
 令和２年度一般社団法人一関市体育協会の定時会員総会を下記のとおり開催します。正会員

の皆様のご出席をお願いします。なお、新型コロナウイルス感染症の今後の状況によっては、

変更することもあります。 

 １．日時 令和２年５月24日(日) 13：30～ 

 ２．場所 一関市総合体育館 会議室２・３ 

 ３．議事  報告第１号 令和元年度 事業報告について 

       報告第２号 令和２年度 事業計画について 

       報告第３号 令和２年度 収支予算について 

       議案第１号 令和元年度 収支決算について 

       議案第２号 理事の報酬の総額を定めることについて 

       議案第３号 監事の報酬の総額を定めることについて 

       議案第４号 役員の選任について 

 

賛助会員を募集します 
 お陰様をもちまして、令和元年度は、法人129団体、個人７人の皆様に賛助会員として、ご

支援を頂き、スポーツの振興と競技力向上事業などに活用させていただきました。 

 令和２年度においても、引き続き賛助会員としてご支援いただきますようお願い申し上げま

す。 

 また、随時、新規賛助会員も募集しておりますので、現在賛助会員の皆様にはお心当たりの

企業様などをご紹介いただきますようお願いいたします。 

 なお、賛助会費は、１口１万円で１口以上のご協力をお願いします。 


