
 

                             

                             

                             

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  健康づくりをめざして！ 

多可町スポーツ推進委員会 会長 足立 保雄  

 新緑の好季節となりました。いつもスポーツ推進委員会の活動にご協力と 

ご支援をいただき感謝いたしております。 

 今年度は、２６名の委員で、各種事業を企画する「普及部会」、委員の指導力、提案力等の向上を 

図る「研修部会」、ＰＲ・情報発信などを行う「広報部会」の３部会を新たに編成して、地域の皆様 

の健康づくりに役立つ事業を推進してまいります。 

 従来からの、スポーツＤＡＹウォーキング（３回）やニュースポーツ、健康体操などの出前指導 

に加え、新しい事業『わくわく健康教室（５回）』にも取り組みます。 

 皆様のご参加を期待しております。 

    

≪多可町スポーツ推進委員会だより≫            第３号／１  

●今号の主な内容 ――――――― 

１p：会長メッセージ 

２p：一新! “部会編成”・新任紹介 

３p：活動短信、受賞者紹介 

４p：研修報告、事業計画、など 

 

((( ♥ ))) 第 3 号         平成２９年６月１日発行 

満開のサクラ満喫…『ふるさとお花見ウォーク』（ ３面掲載文参照） 

↑アスパル体操「フラフープ」ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ←アスパル体操「ダンベル」ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 

ニュ スポ ツ 

「ガラッキ 」→ 
（『ワクワクすぽ～つ体験教室』） 
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【多可町スポーツ推進委員会“平成 29 年度”組織編成概略】 

会長  副会長   《普及部会》 ＊各種教室、出前指導、スポーツＤＡＹ事業、など 

足立 保雄 
 井上津多美 

（普及部会） 

  部会長：有田 吉德  副部会長：小西 素子 

   委 員：板場 基司、 市位  真、 德平 多恵、 

  數原るり子 

（研修部会） 

      橋尾三千代、 宮崎ひとみ、 吉位 正博 

   《研修部会》 ＊内部・広域研修、全国等研究協議会、他市町交流事業 

 竹本 佳道 

（広報部会） 

  部会長：杉原 光平  副部会長：美喜 知恵 

   委 員：秋山 芳文、 植山 拓省、 岡本 幸代、 

       高木 匡代、 藤田 侑子、 牧浦 宏明、 

       吉田 洋子 

     《広報部会》 ＊広報紙・チラシの編集・発行、たかテレビ等メディア展開 

     部会長：吉川  力  副部会長：岡本 美紀 

  （委員名 50音順） 委 員：荻野 全司、 内藤 香實、 藤本  緑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よう、私たち委員の実力向上を目指していきま

す。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

●広報部会●吉川 力● 

私たちは、皆様に親しみやすい生涯スポーツ

の普及を目指して【いつでも！誰にでも！】を

目指しておりますし、スポーツの推進を頑張っ

て参りたいと思っています。 

また運動は苦手……。健康のために身体を動

かしたいなぁ。。。という方は健康づくりをとお

して、仲良く楽しくしていきましょう！！ 

●普及部会●有田吉德● 

いろいろな楽しいニュースポーツや健康体

操などを紹介しながら、地域の皆様と一緒に健

康増進のため活動していきたいと思っていま

すので、皆様お気軽に参加してください。よろ

しくお願いします。 

●研修部会●杉原光平● 

今年度発足した部なので、まだ分からないこ

とが多いです。しかし、委員の皆さんと多可町

の方が健康に楽しくスポーツに取り組める↗

う、私たち委員の実力向上を目指していきま

す。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○部○会○長○コ○メ○ン○ト  

ニューフェイス!紹介 

多可町教育委員会の委嘱を受け、今年度から

新しくスポーツ推進委員の一員として活動し

ていきます。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

市
いち

位
い

  真
しん

 委員                          植山
うえやま

 拓省
た く み

 委員 

!   
 …
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    ３０年勤続全国スポ推感謝状      

❁ 秋山 芳文 委員       

この度は、私のような者が 

スポーツ推進委員３０年勤続感謝状 

をいただき、感謝いたしております。 ３０年もの

間続けてこられたのも、地域の皆様のご指導の

おかげです。 

運動するのは、「健康によさそうだから」「ス

ポーツがうまくなりたいから」「ダイエットに

つながるから」「体力維持のため」など、それ

ぞれに理由があると思います。今後も、少しで

も皆様の手助けになれるように、尽力していき

たいと思います。 

『ワクワクすぽ～つ体験教室』（11/20） 

昨年アスパルで開催。 

最初に準備運動を行い、 

続いて３班に分かれて 

「ポールウォーキング」 

「インディアカ」「ガラ 

ッキー」を順に体験。 

その後休憩をはさみ、「ダンベル」「フラフープ」

「布」を使ったアスパル体操ニューバージョンで、 

皆さん一緒に体を動かしていただきました。 

少しあわただしい流れでしたが、参加者同士

が声を掛け合いながら、楽しく親睦を図れてよ

かったと思いました。５０名ものご参加に感謝

いたします。 

尚、第２回を今秋に開催予定です。皆さん！

ぜひ一度ニュースポーツを体験して 

ください。（數原るり子） 

 

 

 

 

『ふるさと早春ウォーク』（3/5）☞ 

当日は少し汗ばむ陽気の中、４０名 

の一般参加者とともに、余暇村公園か 

ら河川敷に下り、日赤病院からポッポの道を上

る約８キロのコースで和気あいあいと楽しい

ウォーキングとなりました。普段通らない道に

は、新たな中区の発見があり、ワクワクします。 

 当会主催のウォーキングは年３回行います

ので、お気軽にご参加ください。お待ちしてい

ます！（吉位正博） 

『ふるさとお花見ウォーク』（4/9） 

今回のコースは、加美プラザから杉原川沿い

のサクラロードを通り、樺坂鉱山跡を経て箸荷

いちご園から折り返す、全長８キロの道程で、

普段私が通勤に使っている道を歩くというも

のでした。いつも目に映る景色に、車で通る↗ 

 

○受○賞○者○ひ○と○こ○と  

時には味わえない感動を覚えました。 

前日の天気予報は雨で案じていたのですが、

幸いにも天候に恵まれ、春の風に背を押されな

がらの、満開の桜はどこまでも美しく、杉原川の

水音は清く、仲間との語らいや笑いと、非日常的

な時間を過ごすことができました。 

ただ単に「歩く」という行為がもつ魅力、全身

の筋肉が刺激されていく運動実感であり、日頃

のストレスから解放されていくような感覚を、

改めて感じさせられた一日でした。 

ポールウォーキングは、普段のウォーキング

と比べ、脂肪燃焼効果は、１.５倍です。普段

歩いておられる方も、そうでない方も是非ご参

加ください。（板場基司）   ※１面に写真掲載 
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                       ＊１：新規事業（詳細は別紙号外をご覧ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アスパル体操で、心も体もアスからパっと、晴れルや！さぁ〜「健康教室」が始まりますよ!!（本紙号外参照）  

 編集・発行＝多可町スポーツ推進委員会（事務局：多可町役場生涯学習課 ℡ 0795-３２-５１２２ Fax 0795-３２-１９３７ アスパル内） 

★平成 29 年度事業計画           

☆主催事業   4/9：ふるさとお花見ウォーク 

5/14：ふるさと新緑ウォーク 

6/25・7/16・8/6・9/17・10/22：わくわく健康教室＊1 

11/19：第２回 ワクワクすぽ～つ体験教室 

3/4：ふるさと早春ウォーク 

☆実行委員会事業              

10/15：千ヶ峰笠形山縦走仙人ハイク 

10/28：第１０回 多可町障害者スポーツ大会 

2/18：第１０回 西脇多可新人高校駅伝 

3/25：第３２回多可町翠明湖マラソン 

☆協力事業                 

8/26：多可町スポーツ DAY 体力測定会 

1/28：第１２回 多可町駅伝競走大会 ほか 

☆研修事業                 

6/3：東・北播磨地区生涯スポーツ指導者講習会 

7/22：東・北播磨地区地域スポーツ推進事業 

8/19：加古川市スポーツ推進委員会交流会 

10/21・22：兵庫県スポーツ推進委員中央研究協議会 

11/9・10：全国スポーツ推進委員研究協議会 

1/27：東・北播磨地区スポーツ交流事業 

2/2・3：近畿スポーツ推進委員研究協議会 

他に、定例会（隔月開催）・部会等の内部会議、など 

東播磨・北播磨地区スポーツ推進委員会連絡協議会 

 スポーツ交流事業（2/11） 

今年２月、明石中央体育会館で、明石市スポ

ーツ推進委員会の方々の指導のもとで、たこを

イメージさせるオリジナルの準備体操と「ＡＣＥ

ボール」「ラダーゲッター」「スポーツ鬼ごっこ」

の実技講習を受けました。（多可町から  ６名参加） 

「ＡＣＥボール」（Akashi 

Community Enjoy）は、転が 

したテニスボールに水道 

ホースを加工したリング 

をかけて、得点を競う対戦 

型ゲームで、幅広い年代の 

方々が楽しんでできるよ

うに工夫されたニュースポーツでした。近くに

来たボールにすらリングをかけることが思う

ようにできないことが多く、上手くかけられた

ときにはチームで喜べました。 

「スポーツ鬼ごっこ」は、《鬼ご 

っこコン》という婚活としても活 

用されているそうです。 

３つの未体験ニュースポーツを 

行い、それぞれ特性をいかすことで交流や絆を

深め、体力・知力などを高めるきっかけを見つ

けてくることができました。（牧浦宏明） 

←ストライク DE ラッキー 

↓卓球バレー 

フライングディスク→ 

ーツを体験。障害者 

スポーツのどれもが、障害の有無や程度等が違

う人たちとも一緒に協力して行えるよう考え

られており、多可町でも、今後の活動に役立て

ながら広めていけたらいいなと思いました。 

とても充実した二日間でした。（藤田侑子） 

『近畿スポーツ推進委員研究協議会』（2/3～4・那智勝浦町） 

ＡＣＥボール 

ラダーゲッター 

に ８名参加 !! 初日は表彰式と講演・シンポジウム、二日

目は実技研修でニュースポーツ・障害者スポ 
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