
 

           「一般社団法人・西尾市体育協会の設立に向けて」 
     西尾市体育協会理事長  木村 昌保 

         平成２８年度５月に開催しました、第１回理事・評議員会において、平成３０ 

        年度に現体育協会を一般社団法人にすることが承認されました。また、これに向 

        けて、法人設立準備委員会の発足も了承されました。 

        私たち体育協会は、スポーツの振興と普及を通して体力の向上を図り、西尾市民 

        の心身の健康と活気ある街づくりに寄与することを目的としています。本協会の

加盟２２競技団体は、この目的を実現するために、市民体育大会やにしお駅伝、スポーツ教室など

の開催に、真摯な態度で取り組んでいます。また、西尾市においては、スポーツの振興と市民の健

康づくりのために、各種事業の委託金や活動助成金を計上していただいているところです。 

 しかし、貴重な税金を有効に活用し、対価効果を上げるとともに、市民のスポーツへの期待に応

えるためには、現体制では十分とは言えません。そこで、私たちは、組織を法人化することで、よ

り主体的な活動ができると判断しました。 

 私たちは、一般社団法人の登録申請を１１月に予定しています。そして、多くの方々の賛助を募

るとともに、新規事業を開拓し、これにより得た浄財を目的実現のための新たな事業に有効活用し

てまいります。また、この活動の積み重ねが、明るく豊かな市民生活に貢献できるものと信じてや

みません。 

 平成２９年度は、西尾市体育協会にとって大きな転換の年となります。加盟２２団体や西尾市民

の皆様のご理解とお力添えを頂きながら、力強く歩を進めてまいります。 
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「発達障害についての理解」   事業委員長  鈴木 睦 

 １月２８日（土）総合体育館会議室において、ジュニア育成指導者研修会「発達障害に
ついての理解」を開催しました。講師には、子どもたちの心身の発達に造詣が深い、名古
屋学芸大学の森英子教授をお迎えしました。 
 講演では、「先天性自閉症スペクトラム障害」についての理解を深めるために、具体的
な例をわかりやすく説明していただきました。「先天性なので治ることはない。でも、軽
減することはできる。周辺が理解することで、大きな成長をなすこともできる。早期診断
し、効果的な訓練をし続けることが重要。応用が苦手なので練習をパターン化すること。
常に見通しをもって取り組めるように具体物や工程図など 

をよく見せると落ち着いて取り組めるなど…。また、今後 
このような子どもたちと接する機会も増えてくる。これら 

を熟知したうえで、指導に当たらなければならない。」と 

わかりやすく学ぶことができました。 
 どの参加者も大変熱心に聞き入っており、今後に役立て 

ていただけるものと思われました。 

「６０周年記念誌」発行に向けて   広報委員長  石川 幸利 

 本年度、西尾市体育協会は設立６０周年を迎えます。そこで、記念誌を発行しようと計画
をしています。５０周年時にも作成していますので、そこからの１０年のあゆみなどについ
て、記録を残していきたいと考えています。各協会の関係者の皆様にはお手数をおかけしま
すが、ご協力よろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「スポーツで元気になる西尾」  法人設立準備委員長  三ツ矢 彪 

 平成２８年５月に開催された西尾市体育協会総会で体協法人設立準備委員会が承認さ

れ、１０名で委員会を構成、平成２８年６月に第１回をスタートしま 

した。法人化検討委員会からの答申内容を骨子に、法人の名称は一般 

社団法人西尾市体育協会、基本理念を「スポーツで元気になる西尾・ 

すべての市民にスポーツの喜びを」とした定款等の審議作成を展開し 

ており、本年２月現在で委員会を１７回開催したことになります。ま 

た、平成２９年度の総会（理事会・評議員会）では、法人化について 

の方向性を報告・提言しました。 

西尾駅伝フェスティバル２０１６ 
 平成２８年１２月１８日（日）愛知こどもの国で開催しました。当日は天候にも恵まれ、どの選手

も気持ちよさそうに走っていました。７部門で過去最高の２３４チームのエントリーがあり、たくさ

んの声援の中、全チームが最後まで走りきりました。 

 来年も開催しますので、ぜひご参加ください。 

 

 

 

【成績】 

部 門 第１位 第２位 第３位 

高校・一般男子 I.A.R.C-U-22 豊橋工業高校 西尾で真剣に走る会Ａ 

高校・一般女子 安城学園高校 A 安城学園高校 B 岡崎東高校 

中学生男子 岡崎南中学校 A 吉良中学校 A 吉良中学校 C 

中学生女子 ST girl 矢作北中学校 岡崎南中学校 A 

小学生 大須 AC 鶴小けやキッズ リーヴェス U-12A 

シニア トヨタ車体トライアスロンクラブ すずみそ炎のランナーズクラブ 西尾走友会 

フレンドリー ST ジェントルマンＡ PA5 ニコニコハリー 

 

平成２８年度 西尾市･赤穂市スポーツ親善交流会 

日時 平成２９年２月２５日（土）・２６日（日） バドミントン 

場所 赤穂市総合体育館 アリーナ 

   赤穂オープンバドミントン大会に参加してきました。 

                 結果は次のとおりです。 

〇男子１部  優 勝：小笠原一徳・神谷 一志 組 

        準優勝：中根 竜也・野村 憲康 組 

〇男子２部  優 勝：牧  洋司・神谷 昭賢 組 

〇女子１部  優 勝：長谷 明音・榊原 百伽 組 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上競技連盟 

4月～ サタデープラン陸上競技教室(年15回) 

9/30 愛知駅伝選手選考競技会 

10/7 第63回市民体育大会 

10月～ 愛知駅伝練習会(16回～11月末) 

12/2 第12回愛知駅伝競走大会 

2/4 第50回西尾マラソン大会 
 
野球協会 

3/26～ 平成29年度 リーグ戦(一般) 

4/30～ 
第23回西尾市長木争奪 兼 
西尾アサヒJBC県政40周年記念大会(学童) 

5/21～ 第61回中日少年大会支部予選(学童) 

6/4～ 第63回市民体育大会(学童) 

7/2～ 
第34回愛知県少年野球選手権 兼 
第36回西三河少年大会支部予選(学童) 

7上旬 
第63回市民体育大会 兼 
西尾市長旗争奪大会(一般) 

7/16 第36回愛知県学童新人大会支部予選(学童) 

9下旬 平成29年度高松杯兼中日旗争奪大会(一般) 

10上旬 第63回市民体育大会兼高松杯争奪大会(中学) 

10/15～ 平成29年度高松杯少年大会(学童) 

12/2,3 第8回カミオ杯争奪大会(中学) 
 
剣道連盟 

4月～ 剣道教室(青年1、一般2・3・4) 毎週土曜日 

4月～ 幼少年剣道入門教室 第2・4土曜日 

7/15 西尾市中学校体育大会剣道大会 

7/17 西三河初～三段剣道形講習・審査会 

7/22 西三河剣道選手権大会 

7/29 愛知県総合体育大会剣道大会 

8/5 鶴剣会暑中合同錬成大会 

8/25 西尾市小学校剣道大会 

8/27 芳友会剣道錬成大会、剣道級審査会 

9/3 西三河剣道段別選手権大会 

9/10 西三河居合道講習会・段別大会 

9/30 西野町剣修会合同練成会 

10/8 第63回市民体育大会 

10/29 第36回西尾市少年剣道大会 

11/19 第5回西尾市南部少年剣道大会 

11/26 西三河剣道指導者講習会 

12/2 第38回鶴中剣道個人選手権大会 

12/2 第94回東剣会個人選手権大会 

12/3 剣道級審査会 

12/9 第131回市内剣道個人選手権大会 

1/1 第55回西野町剣修会元旦初稽古会 

1/14 第61回剱の式剣道大会 

2/4 第62回中部日本剣道大会 

3/17 西三河剣道持ち回り稽古会 
 
弓道連盟 

4月～ 中学生弓道教室(サタデープラン)第3土曜日 

5/14～ 月例会(毎月) 

5/6～ 第56期西尾市一般弓道教室(～8) 

8/17 中学生弓道実技講習会 

9/16 第63回市民体育大会(高校) 

9/24 第63回市民体育大会(一般) 

10/14 第63回市民体育大会(中学) 

11/12 第23回五十射会 

1/28 新春射会 

3/18 昇段者祝射会、月例会 
 

ソフトテニス協会 

7/2 第43回幡豆ソフトテニス大会 

7/16 第44回西尾六万石杯団体対抗大会 

7/23 スポレク西尾大会 

8/6 第4回にししんカップ西尾市近隣小学生大会 

8/19 赤M杯県小学生大会西三河予選 

8/26 西尾市中学校新人戦(個人戦) 

9/3 第43回西尾市長杯大会 

9/14 第20回西尾レディースカップ 

9/30 第63回市民体育大会(小学生) 

10/1 第63回市民体育大会(一般・壮年) 

10/7 
第63回市民体育大会(中学) 兼 
新人戦予選(団体戦) 

10/14 第63回市民体育大会(高校) 

11/5 第44回壮年婦人大会 

12/27,28 第23回冬季中学生インドア研修大会 

3/10 第15回西尾市中学生1年生大会 
 
卓球協会 

7/2 第49回鶴城杯争奪卓球大会 

9/16 第51回(50周年記念)西尾市秋季卓球大会 

10/1 第63回西尾市市民体育大会卓球の部 

10/14 平成29年度(創立50周年記念)ラージボール講
習会 

10/29 第52回一万人の卓球大会 

11/11 平成29年度小中学生強化講習会 

11/14 第31回三河湾レディース卓球大会 

11/26 平成29年度 愛知県年末卓球新人大会 

12/10 第34回西尾市卓球選手権大会兼 
西尾市中学校体育大会卓球の部 

12/16 愛知県秋季社会人ラージ―ボールリーグ戦 

1/21 第45回西三河中学卓球大会(個人戦) 

2/10 第33回三河湾小学生卓球大会 

2/24 第16回西尾オープンラージボール卓球大会 

3/3 協会創立50周年記念特別技術指導講習会 

3/4 第35回(創立50周年記念)会長杯争奪卓球大会 
 
バレーボール連盟 

7/1 第93回市民総合バレーボール大会(ママさん) 

7/30 第39回市長杯バレーボール大会(一般) 

8/24 第63回西尾市民体育大会(小学) 

8/26 第39回市長杯バレーボール大会(中学) 

9/3 第63回市民体育大会(一般) 

9/9 第20回シャオ杯バレーボール大会(ママさん) 

9/14 代表決定大会(ママさん) 

9/17 第39回市長杯バレーボール大会(ソフト) 

10/7 第63回市民体育大会(中学) 

10/14 第63回市民体育大会(ママさん) 

10/15 中期交流リーグ戦(一般) 

10/29 第63回市民体育大会(ソフト)(高校) 

11/4,5 Vプレミアリーグ 

11/19 第93回市民総合バレーボール大会(ママさん) 

11/26 第93回市民総合バレーボール大会(一般) 

12/3 西三大会(ソフト) 

12/9 第93回市民総合バレーボール大会(中学) 

12/10 第32回コスモス杯ママさんバレーボール大会 

1/28 後期交流リーグ戦(一般) 

2/3 第37回西尾市中学校1年生大会(中学) 

2/10 Vチャレンジリーグ 

2/18 第6回三水杯バレーボール大会(一般) 

3/10 第28回西尾カップバレーボール大会(中学) 

3/11 第6回三水杯バレーボール大会(一般) 

3/17 第37回協会長杯バレーボール大会(中学) 

3/18 第93回市民総合バレーボール大会(ソフト) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柔道会 

4/16～ 柔道教室(中・高・一般)月1回 

6/17～ 西尾市合同柔道教室 偶数月 

7/2 第24回西尾市少年柔道大会 

9/10 第18回今野新次郎杯少年柔道大会 

10/15 第62回市民体育大会 

12/3 第31回ライオンズ杯少年柔道大会 

1/21 第32回西尾市中学校柔道大会 

 
スキー連盟 

12/27～29 スポーツ教室スキー競技 

2/4 第63回市民体育大会 
 
水泳協会 

8/6 第41回小中記録会 

8/20 第63回市民体育大会 

10/22 4第33回B&G水泳大会 

3/4 第29回春季水泳記録会 
 
バスケットボール協会 

4/29～ サタデープラン西尾市バスケットボール教室(小学14回) 

6/18～ 第24回西尾バスケットボールリーグ(一般) 
(6/25､7/2･9･23･30) 

8/5,6 第8回夏季チャレンジカップ(中学) 

8/8 高等学校西三河支部夏季選手権大会 

8/19,20 第12回ジュニア西尾杯 

8/22～ 第63回西尾市市民体育大会(小学)(8/23,24) 

9/23 第63回市民体育大会(高校) 

9/24～ 第63回市民体育大会(一般)(10/15･29) 

10/7,8 第63回市民体育大会(中学) 

10/21 愛知県ミニバス連盟西三支部大会 

12/8,9 第19回Wリーグ西尾大会(日本ﾘｰｸﾞ) 

1/7,8 第12回デンソーアイリスカップ西尾大会(中学) 

1/13,14 愛知県ミニバス連盟西三支部大会 

1/27 愛知県高等学校新人体育大会 

2/3 第40回西尾市バスケット選手権1年生大会(中学) 

2/4,18 
第22回西尾市バスケットボール協会会長杯 
選手権大会(一般) 

2/12 第3回西尾市小学校バスケットボールクリニック(小学) 

2/17,18 第5回キッズバスケットボールゲームズ in TOKAI 
 
アーチェリー協会 

4/23～ 月例会 毎月1回 

5/6～ 初心者教室(毎週土曜日)～7/8 

8/27 会長杯 

10/8 第63回市民体育大会 

11/26 第25回三河湾チャリティ大会 

12/24 月例会＆納射会 

1/3 月例会＆初射会 
 
ソフトボール協会 

5/21～ 
第40回一般男子協会長杯大会 
兼県会長杯大会西尾予選(5/28 6/4) 

7/2 第30回小学生男子協会長杯大会 

7/15,16 第47回県小学生男子大会西三河予選 

7/30～ 第33回県知事杯争奪大会西三河予選(～8/6) 

8/2,9 第32回県知事杯争奪大会西三河予選 

9/3 平成29年度県スポレク大会西三河予選 

9/9 
第25回県小学生男子ソフトボール新人大会 
西三河予選 

9/17～ 第63回市民体育大会 (～10/1) 

10/7,8 第25回県小学生男子ソフトボール新人大会 

10/15～ 第11回一般男子カミオ杯(10/,22,29日) 

11/5 第19回小学生男子カミオ杯 

1/14 第30回小学生男子駅伝大会 
 
空手道協会 

11/5 第62回市民体育大会 

 

テニス協会 

7/2 第10回チャレンジ大会  

9/3 第19回西尾ミックストーナメント 

10/15 第63回西尾市民体育大会 

11/12 第10回チームリーグ戦大会 

2/25 西三河マスターズ選手権大会 
 
ゲートボール連盟 

7/2 親睦大会 

7月中旬 平成29年度審判員前期登録更新講習 

8/5 親善ＧＢ大会 

9/9,10 第111回西三河四市親善GB西尾大会 

10/8 第63回市民体育大会 

11/19 西尾市ゲートボール連盟一色大会 

1月中旬 平成29年度審判員後期登録更新講習 

3月中旬 第36回西尾市老人福祉GB大会 
 
バドミントン協会 

7/4 第51回レディース大会 

8/9,10,11 第14回西三河高等学校バドミントン選手権(
単・複) 

9/10 第34回新人戦シングルス・ダブルス大会 

9/24 第63回市民体育大会 

10/22～ 第66回団体リーグ戦(11/12) 

12/5 第15回西尾市レディースオープン大会 

1/14 第16回愛知県シニア交流大会 

2/11 第33回シングルス大会 

3/11～ 第67回団体リーグ戦(3/25) 
 
サッカー協会 

4月～ 少年少女サッカー教室(毎土日) 

4月～ 西尾市U-12トレセン(毎火) 

4月～ 西尾フットサル教室(毎2･4木) 

4月～ 西尾フットサルリーグA(毎4日)B(毎1日) 

4月～ 西尾市年少リーグ(毎月1日) 

9月～ 第63回西尾市民体育大会 

2/17,18 西尾市U-12カップ 
 
少林寺拳法連盟 

7/23 愛知県連盟研修会(毎月) 

7/29～ 世界大会(～30日） 

9/10 技術研修会 

10/22 市民体育大会 
 
グラウンドゴルフ協会 

4/27 春季親睦大会 

4月～ 各支部月例会(毎月) 

7/28 夏季親睦大会 

10/9 第63回市民体育大会 

10/23,24 第10回西尾6万石大会（交歓・交流） 

11/15 平成29年度秋季親睦大会 

1/11 冬季親睦大会 
 
インディアカ協会 

5月～ サタデープランインディアカ教室(～2月） 

6/25 西尾市近郊交流会 

10/1 第63回市民体育大会 

11/19 秋季交流会 

2/25 いちご大会 
 
ドッジボール協会 

7/29 アルテミスカップ 

8/27 第63回市民体育大会 

9/17 ジュニアドッジボール大会 

10/8 三河支部長杯 

10/15 西尾市ドッジボール協会第2回会長杯 

12/24 クリスマスカップ 

1/28 Winter  Cup 
 


