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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、様々なイベントが中止、延期となってい

ます。当協会にあっては、「しっかりと感染防止対策を行い、実施可能なものはできるだけ実

施する。」という考え方で、スポーツ教室やスポーツイベントなどで、参加定員が多くなく、

人との距離を保つことができるものについては実施しています。 

しかしながら、一関国際ハーフマラソン大会や瀬古杯花泉マラソン大会については、市外か

らの参加者も多く、参加者やスタッフ等大会関係者の安全確保が難しいと判断し中止しまし

た。 

 今回は、６月から９月に実施したスポーツ教室やスポーツイベントの一部をご紹介します。 

 

 

６月 17 日から８月 19 日まで毎週木曜日、

８回コースで花夢パルドリームホールを会場

に リフレッシュヨガ教室（申込者 20 名）を

開催しました。 

参加者は先生の丁寧な指導に真剣に耳を傾

けながら身体を動かし、とても充実した様子

でした。回を重ねるごとに全員の動きもスム

ーズになっていき初心者の方も無理すること

なく和気あいあいとした雰囲気で教室が行われました。 

教室終了後のアンケートでは「身体の

調子がよくなりました」「とても大事な時

間になりました」という声をいただき、

非常に有意義な時間を過ごしていただき

ました。 

教室開催中には、県独自の緊急事態宣

言も発出され開催判断が難しい状況もあ

りましたが無事に終了することができま

した。 
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７月 11 日（日）、千厩体育館にお

いて、第 14 回千厩地域シャフルボー

ド大会が開催されました。 

シャフルボードは、コートの反対

側にある得点圏（ダイアグラム）に

向かって、円盤（ディスク）をキュ

ーと呼ばれるスティックで押し進

め、得点を競うゲームです。 

新型コロナウイルス感染拡大防止

のため昨年度は中止となりましたが、２年ぶりの開催となった本年は、千厩地域の 12 自治会

から 21 チームが参加し予選リーグを行い、上位 12 チームによる決勝トーナメントを行いまし

た。 

この結果、優勝は中沢自治会（男子）、準優勝は中沢自治会（女子）、第３位には第 1-1 区自

治会（男子）、敢闘賞は仏坂自治会（女子）がそれぞれ獲得しました。 

体力的に軽い負荷で、年齢や性別に関係なく楽しむことができるニュースポーツ「シャフル

ボード」を楽しんでみませんか。体育協会では、ご希望の自治会等地域でスポーツを楽しみた

いという団体に、ニュースポーツの道具を貸出しています。最寄りの体育協会本部、地域施設

事務所までご相談ください。 

 

 

 

東山地域市民体育大会の種目の一つとして第 26 回グラウンドゴルフ大会が７月１日（金）

に開催されました。参加チームは 28 行政区中 24 行政区で総勢 120 名が参加しました。 

小雨が降る中での開催となりましたが、参加選手の皆さんは苦にもせず、A・B・C の３コ

ース各８ホールの計 24 ホールで、

ホールインワンが 44 回もでる大変

白熱した大会となりました。 

優勝は長坂７区、準優勝は長坂４

区、第３位は長坂２区という結果で

した。 

当日の参加者の最高齢は 88 歳で

したが、元気でハツラツとプレーを

していました。参加者の皆さんは、

怪我もなく楽しい時間を過ごすこと

ができました。 
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令和４年度に採用予定の職員を次のとおり募集しています。なお、詳細については一関

市体育協会ホームページ（http://www.ichinoseki-sports.or.jp）を確認してください。 

 

（1）一般事務職（正職員） 

 ①採用予定人数   １名 

 ②受験資格 

  下記条件をすべて満たす人  

  ア 平成４年４月２日以降に出生した人 

  イ 高等学校卒業（令和４年３月 31 日までに卒業見込みの人を含む）以上の学歴の    

人 

  ウ パソコン操作が可能な人（ワード、エクセル等） 

  エ 普通自動車運転免許を保有又は令和４年３月 31 日までに取得見込の人 

 ③受験申込書等の配布 

  受験申込書等は、令和３年９月 28 日（火）から一関市体育協会本部、地域施設事務

所及びハローワークで配布しています。（郵送での請求または一関市体育協会ホームペ

ージからダウンロードすることもできます。） 

 ④受験申込受付期間・場所 

  令和３年９月 29 日（水）から 10 月 22 日（金）午前８時 30 から午後５時 15 分まで 

  一関市総合体育館で受け付けます。（毎週月曜の休館日を除く） 

 ⑤第１次試験 

  ア 試験日時  令和３年 11 月７日（日） 午前 10 時から 

  イ 試験場所  一関市総合体育館 

 ⑥第 2 次試験 

  ア 試験対象者 第 1 次試験合格者 

  イ 試験日時  令和３年 11 月 28 日（日） 午前 10 時 30 分から 

  ウ 試験会場  一関市総合体育館 

  

（2）水泳指導員（嘱託職員） 

 ①採用予定人数   １名 

 ②受験資格 

  下記条件をすべて満たす人  

  ア 高等学校卒業（令和４年３月 31 日までに卒業見込みの人を含む）以上の学歴の     

人 

  イ パソコン操作が可能な人（ワード、エクセル等） 

  ウ 普通自動車運転免許を保有又は令和４年３月 31 日までに取得見込の人 

  エ 次のいずれかに該当する人 
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A) 公益財団法人日本スポーツ協会「水泳コーチ 1（旧：水泳指導員）」と同等以

上の資格を有する人 

B) Ｂ＆Ｇ財団センター・インストラクター（旧：アクアインストラクター）資格

を有する人 

C) 720 時間以上の水泳指導経験のある人 

 ③受験申込書等の配布 

  受験申込書等は、令和３年９月 28 日（火）から一関市総合体育館、藤沢Ｂ＆Ｇ海洋

センター及びハローワークで配布しています。（郵送での請求または一関市体育協会ホ

ームページからダウンロードすることもできます。） 

 ④受験申込受付期間・場所 

  令和３年９月 29 日（水）から 11 月 19 日（金）午前８時 30 から午後５時 15 分まで 

  一関市総合体育館で受け付けます。（毎週月曜の休館日を除く） 

 ⑤採用試験 

  ア 試験日時  令和３年 11 月 28 日（日） 午前 10 時 30 分から 

  イ 試験会場  一関市総合体育館 

 ⑥その他 

  契約期間は、１年間です。勤務成績が老巧な場合は、１年ごとの期間を区切って更新

する場合があります。 

 

会 務 開催日 場 所 主 な 内 容 

第２回理事会 

 

7 月 16 日 一関市産業教

養文化体育施

設 
 

・大会等運営費補助金の助成対象決定 

・選手強化・指導者育成事業補助金の助

成対象決定 

・一関市スポーツ少年団規則の改正ほか 

第３回理事会 8 月 27 日 一関市総合体

育館 
・岩手県体育協会功労賞候補者の推薦ほ

か 

 

事業名 日程 場  所 

いちのせきオリエンテーリング交流会 10/10 一関市総合体育館周辺 

一関・平泉体育協会連携グラウンドゴルフ大会 10/13 一関サッカー・ラグビー場 

有森裕子さんスポーツ講演会 10/30 一関文化センター 

一関地方スポ少駅伝交流大会 11/6 一関市総合体育館周辺 

いちのせき体操＆親子体操 11/14 東山総合体育館 

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止する場合があります。 


