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新春走ろうかい～ひらかたハーフマラソン～
平成２１年１月１２日（祝）に淀川河川敷において、第
３２回「新春走ろうかい」－ひらかたハーフマラソン－を
開催いたしました。

子７名が振袖姿で、男子４名がスーツ姿で市長・議長・副
議長・体育協会会長らと共にスタートをきりました。
今年からコースが変わり、心機一転「自分のペースで走

風が強く寒い 1 日でしたが、３, ８７２名の参加者が健

ろうかい」を実践していただけたと思います。

脚を競いました。そして今年も
「二十歳のメモリアル RUN」

ジョギングの部では、仮装し会場を盛り上げてくれた方

に新成人男女 11 名が参加、大会に華をそえてくれました。

々に送るパフォーマンス賞も発表されました。また、今回

開会式では、新成人代表の大野未来さんが選手宣誓を行

初めてお楽しみ抽選会が行われ、たくさんの方が豪華なお

い、またチアリーディングの強豪チームで、毎年大会を盛

年玉をゲットされていました。走るのは苦手という方も来

り上げていただいている、関西外国語大学・短期大学部チ

年は楽しい仮装をしてパフォーマンス賞やお年玉を狙って

アリーディング部「パイレーツ」のみなさんが華麗なパフ

みてはいかがですか？

ォーマンスを見せてくれました。

【結果等詳細は体育協会ホームページでご確認ください。】

開会式の後、まず先陣を切って成人式を間近に控えた女

↑竹内 脩市長挨拶

↑選手宣誓

↑パイレーツのみなさんの
パフォーマンス

↑二十歳男子の部ゴール

http://www8.ocn.ne.jp/~taikyo21/hasiroukai-result-main32.html

↑目指せ自己ベスト ハーフマラソンスタート！！

↑二十歳女子の部

↑ジョギングの部ではかわいい
仮装も
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平成２１年度枚方市春季・秋季総合体育大会総合開会式
春季・秋季総合体育大会開幕！
体育協会加盟２４団体元気に入場行進！！
平成２１年４月５日（日）前日の雨がうそのように天候

片岡年子さん（卓球連盟）の選手宣誓後、平成２０年度

にも恵まれ、春季・秋季総合体育大会総合開会式を、枚方

功労者・優秀団体・優秀選手の功績を讃え表彰が行われま

市立陸上競技場において開催いたしました。

した。
（受賞者は下記の通り）

今年度からスポーツチャンバラ協会が加盟し２４団体、

総合開会式終了後応援に駆けつけてくれた、ひらかたキ

総勢約１, ４００名の選手団が、テニス協会を先頭に元気

ングフィッシャーズスポーツクラブの、チアリーディング

に入場行進を行いました。奥野彦文体育協会副会長の開会

チーム「DREAMS」の子どもたちによる応援の演技が行われ、

宣言の後、主催者を代表して竹内脩市長、大会会長の佐野

総合開会式を盛り上げてくれました。
�スポ�ツチ�ンバラ協会の入場行進

修体育協会会長が挨拶をしました。
優勝カップ返還が２３団体一斉に行われ、新規
加盟のスポーツチャンバラ協会には新たに体協杯
が贈呈されました。

↑片岡年子選手の選手宣誓

平成２０年度 功労者 ・ 優秀団体 ・ 選手 受賞者一覧
←優秀選手表彰

【功労者表彰】
中野

輝二（枚方市卓球連盟）

森山

美代子（枚方市バレーボール連盟）

中西

一夫（枚方市水泳協会）

【優秀団体表彰】
枚方ビクトリー（枚方市軟式野球連盟）
�体協杯贈呈！

枚方市一般男子チーム（枚方市バレーボール連盟）
常翔啓光学園高等学校ラグビー部（枚方市ラグビー連盟）
東海大学付属仰星高等学校ラグビー部（枚方市ラグビー連盟）
【優秀選手表彰】
↑竹内

脩市長挨拶

荒谷

絵里佳（枚方市陸上競技協会

上瀬

舞（枚方市陸上競技協会

長谷川

↑ HKSC チアリーディングチーム「DREAMS」による応援エール

長尾西中学校）

楠葉中学校）

祐輝（枚方市陸上競技協会

HKSC さだ小学校）

浅野

加奈子（枚方市陸上競技協会

HKSC 西長尾小学校）

吉田

智佳（枚方市ソフトテニス連盟

井上

正一（枚方市卓球連盟

宮本

摩希（枚方市少林寺拳法協会

大阪楠葉支部）

宮本

泰之（枚方市少林寺拳法協会

大阪楠葉支部）

枚方ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）
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リーダー養成講習会
平成２０年１０月から平成２１年２月までの全３回、老
人クラブのリーダーを養成する講習会を、高齢社会室、老
人クラブ連合会と共に開催いたしました。
現在、リーダーとして活躍されている方を対象とした、
フォローアップ研修を１日、新任リーダーの研修を３日間
行いました。

り
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祝！常翔啓光学園高校ラグビー部
日本一パレード！！
平成２１年１月７日（水）新春早々、
枚方のラグビーファ
ンが燃え上がりました。
枚方市内の東海大学付属仰星高等学校と、常翔啓光学園
高等学校の２校が、第８８回全国高等学校ラグビーフット
ボール大会に出場しました。
仰星高校は惜しくも初戦で敗れましたが、常翔啓光学園

講師は、サポーターズバンク上級指導者の倉田智栄子先
生。受講者のハートをがっちりつかみ、健康棒の作成やど

高校が決勝戦で御所工・実業高校を２４対１５でやぶり、
４年ぶり７回目の日本一を達成しました。

んな方でも楽しく運動できるエクササイズの紹介。そして

１月２７日（火）には約２, ０００人が見守る中、優勝

安全に運動ができる様に、気を配るリーダーとしての役割

パレードを行い、市民会館大ホールではセレモニーが開催

を講義してくださいました。

されました。
↓イズミヤ第３駐車場から市
民会館大ホール前まで優勝
パレード。

↓他のクラブとの情報交換

↑先導演奏、枚方吹奏楽協会「ウインド
アンサンブルパッショーネ」
↑倉田先生の講義
↓身体をさすって温めよう！

↑簡単ストレッチ

↑市民会館大ホールでの優勝セレモニー。約８００人に見守られ、優勝の
報告をしました。最後は恒例の「ウォークライ」を披露。
��疲れた身体を癒そう
スポ�ツマ�サ�ジ

スポーツサポーターズバンク登録講習会

スポーツリーダー養成講座
平成２０年１１月８日（土）、
９日（日）、
１６日（日）に、
スポーツリーダー養成講座を行い、延べ６４名の方に参加
していただきました。
をサポートしていただける支援者が、ボランティアとして
様々なスポーツシーンにご協力いただくための組織です。
●講習内容●
・スポーツボランティアの必要性（９０分）
・選手に合わせたコミュニケーションスキル（９０分）
・疲れた身体をマッサージで癒そう（９０分
・スポーツ・運動事故の重大さを考えよう（９０分）
・子どもや女性、高齢者のからだを知ろう（９０分）
・レベルに合わせたトレーニングメニュー（１２０分）
・スポーツと食事の関係について（９０分）
・応急処置から心肺蘇生法までの体験実習（２４０分）

�いざという時のため救急処置法

スポーツサポーターズバンクは、指導者やスポーツ活動
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■総合スポーツセンター

市民スポーツカーニバル

大縄跳び大会とダブルダッチプロチームによる技の紹介と体
験。体力測定・トランポリン器械体操コーナー、100M 走計測、
体験コーナー（ソフトバレーボール、インディアカ、3B 体
操、グラウンドゴルフ、オリエンテーリング、ゲートボール）
、
親子ふれあいスポーツフェスタなど。個人使用の無料開放。

平成２０年１０月１３日（祝）
午前９時３０分～午後４時
市内３ヶ所で開催！！

↓グラウンドゴルフ

■渚市民体育館
体験コーナー（スポーツチャンバラ、弓道、アーチェリー）
など。有料教室（シニアショートテニス、チアリーディング、
ファミリーストリートダンス、フラダンス、親子ベビー 3B 体
操、自力整体ヨガ。個人使用の無料開放。

↑トランポリン器械体操コーナー

←大縄跳び大会
何回跳べるかな？
↑自力整体ヨガ

↑ファミリーストリートダンス
↓大縄跳び大会優勝！
ひらかたキングフィッシャーズ
スポーツクラブチーム

↑チアリーディング

�弓道体験

↑スポーツチャンバラ

�丸太切り選手権大会

■野外活動センター
川魚のつかみどり＆塩焼き、丸太切り選手権大会、ツリークライミ
ング体験、各種クラフト体験、太陽観望、オリエンテーリング、ア
スレチックコース等無料開放。

�ステラホ�ル見学

�川魚つかみどり＆塩焼き

↑ツリークライミング！
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大韓民国「霊岩郡（よんあんぐん）」
友好都市交流視察研修会
友好都市提携を結んだ霊岩郡のスポーツ団体との交流及び
スポーツ事情・施設の視察を目的に、平成２１年２月２０
日（金）～２２日（日）の２泊３日で２４名が訪問しました。

�霊岩郡庁舎前にて

法人設立３５周年を記念し、平成２０年４月に枚方市が

霊岩郡は王仁公園近くにある王仁塚に祭られる王仁博士
の出生場所で、現在は枚方市と文化交流を盛んに行ってお
り、今回は初めて霊岩郡体育会と交流を行ってきました。
霊岩郡は体育会の組織があり、陸上協会をはじめ２４団
体で構成され、２９種目１３８の同好会が活動を行ってい
スポーツ交流の話で盛り上がるなど、霊岩郡体育会と交流

�霊岩郡体育館前にて

中
( ・下 �

�体育館は総合体育館と同じくらいの広さ

�韓国の大企業�現代�ひ�んだい�
�が霊岩郡に無償で開放しているテニスコ�ト�上��天然芝サ�カ�グラウンド

を深めました。

�霊岩郡庁表敬訪問

ます。テニスやゲートボールが盛んで、当協会の視察団と
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１１ｔｈ ひらかたカップ ドッジボール大会
平成２０年９月１３日（土）、１４日（日）体育協会と

なみファイヤーズ」。Ｂブロック優勝は「枚二ガンバル」

ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブが主催で開

でした。

催いたしました。

１４日は、
全国各地から４０チームが集い
「ひらかたカッ

１３日は、枚方市民対象の「親子ふれあい大会」。親子

プ大会」
を行いました。予選を５チーム８ブロックで行い、
上位２チームが決勝トーナメントに進出。全国大会出場常

子の部Ａブロック優勝は「ひらかたキングフィッシャーズ

連のチームばかりで、白熱した試合ばかり。本大会を制し

スポーツクラブジュニアスポーツスクール」。Ｂブロック

たのは宮城県「杉小

優勝は「殿一プラス１」。小学生の部Ａブロック優勝は「つ

キャイーンブラザー
ズ」。攻撃も守備も、
みんなの力でカバー
する、優勝するのに
ふさわしい素晴しい
↑選手だけでなく応援も熱い！！ひらかたカップ

チームでした。

�ひらかたカ�プはすごい迫力！

↑ HKSC ジュニア SS 選手宣誓

�キングフ��シ��ズメンバ�も大活躍！や�たね優勝

の部１０チーム、小学生の部１０チームで行いました。親

枚方市民会館から大声援！ 中西悠子選手！！
北京オリンピック枚方応援会 パブリックビューイング！
�たくさんの方が市民会館に集結

平成２０年８月１４日（木）に枚方市民会館において、
北京オリンピックに出場した、
競泳バタフライ「中西悠子」
選手の応援会が開催されました。メッセージボードに応援
の一言を書いたり、巨大スクリーンでレースを観戦しまし
た。
（結果：200M ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

5 位入賞

2 分 07 秒 32）

← HKSC「DREAMS」も精一杯応援！

↑せーの「レッツゴー悠子レッツゴー」

↑メッセージボードに応援メッセージ！

↑客席にはそれぞれが用意した横断幕も

