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小平市長 小林 洋子 

 

 ４月より第６代小平市長

として市政を担うこととな

り、課せられた使命と責任の

重さを実感し、身の引き締ま

る思いです。 

 そして着任以来、新型コロ

ナウイルス感染症対策に全

力を挙げて取り組んでまい

りました。感染症は小平市体育協会の事業や加盟団体の

大会等、様々なところに影響を与えていると伺っており、

そのような中、小平市体育協会の皆様及び加盟団体の皆

様におかれましては、日々、小平市のスポーツ振興にご

尽力され、多くの市民の健康づくりや体力増進、いきい

きとした豊かな人生に大きく貢献していただき、コロナ

禍においてもスポーツの火を絶やさずにいられること、

改めて感謝申し上げます。 

 さて、本年は一年開催が延期されました東京２０２０

オリンピック・パラリンピック競技大会が無観客ながら

開催され、無事にその全日程を終えました。選手の皆さ

んのひたむきな姿に心を打たれ、感動された方も多かっ

たのではないでしょうか。本大会では、小平にゆかりの

ある体操の村上茉愛選手、トライアスロンの小田倉真選

手が日本代表として出場し、ご活躍されました。お二人

の活躍もまた、市民の皆様に大きな感動と力を与えたこ

とと存じます。市といたしましては、本大会を通じた

様々な取り組みをレガシー

とし、今後の市民のスポーツ

振興に活かしていく所存で

ございます。 

 結びに、小平市体育協会の

益々のご発展と、会員の皆様

のご健勝・ご多幸をご祈念申

し上げまして、ご挨拶とさせ

ていただきます。 

 

小平市議会議長 松岡 あつし 

 

さきの６月８日定例会初

日におきまして、第２６代小

平市議会議長に就任いたし

ました、松岡あつしです。 

市議会を代表いたしまし

て、一言、ごあいさつを申し

上げます。 

小平市体育協会及び加盟団体の皆様におかれまして

は、地域に根ざした活動を通じて小平市のスポーツ振興

のために、日々ご尽力をいただいておりますことに、あ

らためて敬意と感謝を申し上げます。 

また、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競

技大会の開催にあたりましては、イベント開催などを通

じまして、気運醸成に格段のご支援とご協力を賜りまし

たことに、重ねて御礼申し上げます。 

今大会は、コロナ禍により、オリンピック・パラリン

ピック競技大会史上初の１年延期、無観客での開催とな

りましたが、このような状況の中においても、全身全霊

をかけて競技に挑むアスリートの姿は、世界中の人々に、

勇気と感動を与えるとともに、市民のスポーツへの関心

や健康づくりへの意識は益々高まったことと思います。 

いまだ新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが

立たない状況ではございますが、自粛生活の長期化によ

り運動不足から身体的及び精神的な健康を脅かす二次

被害も懸念されております。 

子どもや高齢者、障がい者など市民の誰もがスポーツ

に親しむことは、健康の保持・増進だけでなく、ストレ

ス解消などにも効果があるといわれております。 

市議会といたしましても、市民の皆様が末永く健康で

暮らしていけるよう、誰もが気軽にスポーツに親しめる

機会の充実や環境づくりの推進を支援してまいります。 

終わりに、小平市体育協会及び加盟団体の益々のご発

展と、会員の皆様のご健勝を祈念申し上げまして、私の

挨拶とさせていただきます。 
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グリーンロード歩こう会 

  

令和３年４月１８日（日）に第４０回グリーン 

ロード歩こう会が開催された。 

昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で、１０

月の開催となったが、今年は予定通り開催すること

が出来た。総勢２８２名の参加者があり、新緑のグ

リーンロード、１周約２１キロメートルのコースを

思い思いに歩いてもらった。 

この歩こう会の特徴は、受付場所が ①中央公園 

②喜平橋 ③花小金井駅南口（緑道沿い）④小平駅南

口（緑道沿い）⑤九道の辻公園 ⑥東大和市駅前 ⑦

小平監視所（清流の復活の碑の付近）の７か所と数多

くあり、どこのチェックポイントからでも参加する

ことができ、どちらの方向に歩いても、どこでやめて

も自由となっている。１周するのが無理な人は、必ず

完歩しなくてもよく、誰でもが参加しやすい優しい

コースとなっている。 

ノルディッ

クポールの貸

出しも行い、 

８人の方の利

用があった。 

歩け歩けの

表彰者では、

110回表彰を 

１人、20回表彰

を２人の方に

行った。 

 

 

トップアスリートによるランニング教室 

 

令和３年９月５日（日）、小学３年生～６年生を

対象としてランニング教室が開催された。 

前日までの雨のため、一部グラウンドコンディシ

ョンが悪い個所もあったが、何とか無事に開催する

ことが出来た。 

 

講師にはニッポンランナーズの小西政弘先生をお

迎えし、速く走るために有効な練習方法の指導など

が行われた。 

参加者は、３・４年生：３６人 

     ５・６年生： ５人 

と少なくなってしまったが、このコロナ禍の中で

はやむを得ない状況であった。 

将来のオリンピック選手を目指して、一生懸命腕

を振り、脚を挙げて、頑張る姿は見ていても頼もし

い限りだった。 

体育協会はスポーツに興味を持ってもらう、何か

きっかけを作ってあげるなど、“地域に根差したス

ポーツ活動団体”として、これからも地道な活動を

続けて行きたい。 



市民スポーツデー 

  

令和３年１０月１０日（日）に「市民スポーツデ

ー」を開催した。例年であれば、「市民スポーツま

つり」として体育館とグラウンドすべてを使用し、

大規模に開催していたイベントである。しかし、こ

のコロナ禍にあって、数千人が集まってくるイベン

トを企画することは難しかった。グラウンドを使用

することを諦め、体育館のみの開催とし、さらに密

を作らないよう、時間帯ごとの入場制限を設け実施

した。 

 さらに、入館の際の検温、手指の消毒、個票の記

載、マスクの着用などを徹底し、万全の感染予防対

策を講じて開催した。 

 

無料開放体育室等の利用実績 

①第１体育室（バドミントン）   ：２４２人 

 ②第１体育室（卓球）       ：１０７人 

 ③第２体育室（バスケットボール） ： ３１人 

 ④第２体育室（バレーボール）   ： １５人 

 ⑤第３体育室（空手・剣道）    ： １１人 

 ⑥第３体育室（キックボクシング） ：  ４人 

 ⑦第３体育室（少林寺拳法）    ： ２０人 

 ⑧第４体育室（柔道）       ：  ４人 

 ⑨弓道場（和弓）         ： １９人 

 ⑩トレーニング室         ：１３０人 

 ⑪プール                         ：１８２人      

合計：７６５人 

 

 

 

スポーツ体験教室 

 ①第３体育室（ファミリーダンス） ： ８人 

 ②第３体育室（ボクシングエクササイズ）  ：１８人 

 ③第３体育室（シニア健康リフレッシュ体操）：２９人 

 ④第４体育室（ファミリーヨガ）  ：１２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林市長、松岡議長、古川教育長をはじめ、磯山都

議会議員、小平市議会議員の皆様のご来館を頂き 

コロナ禍における“市民スポーツデー”は無事に終

了した。 



小平市バレーボール連盟 （令和３年度第５９回市民体育祭 令和３年９月２６日） 

 優 勝 準優勝 第３位 

一般男子   ＧＬ＋ 武蔵倶楽部 明星ちゃるめらーず 

一般女子 JA 東京むさし 明星チャーくんず  

 

小平市ゴルフ協会 

第３回定例競技会  （令和３年９月１４日、東京バーディクラブ） 

 優 勝 準優勝 第３位 

グロスの部  女子 浅見 玉江 真田 明美 田中 かほる 

グロスの部  男子 河嶋 昇二 今村 幹隆 島嵜   勤 

男子、女子 ネットの部 戸村 洋介 立川 松雄 藤島 正喜 

 

小平市バスケットボール協会 (令和３年度第５９回市民体育祭 令和３年１０月２４日) 

一般男女 優 勝 準優勝 第３位 

女子 小平クラブ 小川クラブ 東村山クラブ 

男子 とにやんず 東村山クラブ 小平クラブ 

 

 

 

体育協会今後の予定 
 

１．１１月１４日（日）：小平～多摩湖歩け歩け会    

・受付時間：午前９時～９時３０分 

・受付場所：①花小金井駅南口 ②小平駅南口 

③萩山駅北口 の３カ所 

・コース：各受付場所 ⇒狭山・境緑道(水道 

道路) ⇒多摩湖(狭山公園) 

・所要時間：約２時間程度 

 

２．１１月２１日（日）：少年少女マラソン大会       

１２月 ５日（日）：   同 （予備日） 

・参加範囲：小学校３～６年生         ・ 

・参加申込者数：約６５９人                         

   ・会 場   :中央公園競技場及び外周路 

 

３．１月 ７日（金）：新年賀詞交歓会             

・開催未定   

 

 

４．１月 ９日（日）：新春歩け歩けのつどい 

  ・受付時間：午前９時～９時３０分 

 ・受付会場：小平市役所北側駐車場 

・コース：市役所→青梅街道→狭山・境緑道 

            →こ線橋→青梅街道→ふるさと村 

→狭山・境緑道→あかしあ通り 

→青梅街道→市役所 

（東回りコース 約８ｋｍ） 

 ・参加者には特製干支ピンバッジを贈呈                                      

 ・ゴールで温かい缶入甘酒を提供                                                         

                                                  

５．２月 ６日（日）：こだいら市民駅伝大会 

 ・１周３.１㎞×４周の計１２.４㎞ 

・小平市中央公民館スタート、中継、ゴール 

・全４区間 

  

６．３月 ５日（土）：第２回体育協会 

  研修会 

・開催未定 

 

７．３月２９日（火）第２回社員総会 

 ・予定通り開催 

                                     

 

大  会  成  績 


