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第１3６号 

 

    
 

公益財団法人京都府スポーツ協会 新会長                    

平素は、本会の諸活動に際し、皆様の御協力、御支援を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 はじめに、新型コロナウイルス感染症拡大により、日夜、府民の命を守るため、御奮闘 

いただいております医療をはじめとする関係者の皆様、そして感染予防のあらゆる取組に 

御協力いただいております府民の皆様に対しまして、心から感謝を申し上げます。 

 さて、このたびの役員改選により、山田会長の後任として、第17代会長に就任すること 

になりました。 

 本会は、京都府内の体育・スポーツ団体を統轄する組織として、京都府のスポーツを振 

興するため、国民体育大会への京都府選手団の派遣をはじめ、様々な事業を行っています。 

何よりもこのコロナ禍において、スポーツはもとより、人々の生活そのものが大きく変化 

した今、スポーツの実践については感染防止対策を施しつつ、その機会を提供するために創意工夫が求められることとな 

ります。府民の皆様には、ライフステージに応じた「する」「観る」「支える」気持ちを高めるスポーツイベントを今後も 

展開していきたいと考えています。 

 近年、スポーツ界では、スポーツ団体におけるガバナンスの確保やコンプライアンスの遵守など国が定めるスポーツ団 

体ガバナンスコードへの対応も求められています。本協会でも、その遵守はもとより、スポーツ・インテグリティの向上 

を目指しており、健全なスポーツ界の発展に向けて力を注いでまいります。 

これからも皆様の御理解と御協力をよろしくお願いします。 

令和３・４年度公益財団法人京都府スポーツ協会役員決定 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長  西脇 隆俊 

副 会 長  片岡 宏二  山本 誠三  水野加余子  納屋 嘉人  

専務理事  柏木 佳久 

常務理事  柴山  薫  坂東 美紀     

理  事  石田 洋也  内田 寛治  奥  芳文  小国 久美  川合 英之  河原 慶子 

北村 泰子  塩見佳扶子  髙屋 由紀  多田  毅  田中 誠二  谷村 浩子 

友田 忠明  中塚  一  乘本 敏宏  橋本 雅子  福西 清次  古川 博史 

三宅 孝正  三宅 基子  村上 昌司  森   淳  森田美千代  山下 雅一 

湯浅 暢宏 

監  事  池田 敏子  永塚 則昭 

令和元年度公益財団法人京都府スポーツ協会表彰式を開催 

 

2021．９ 

令和３年６月２９日（火）京都 

 府スポーツセンター会議室で開催 

 された第２回理事会において、会 

 長をはじめ、副会長、理事、監事 

 の各役員が決まりました。 

また、第３回理事会において、 

 各種委員会も編成されました。加 

 盟団体や関係の皆様には引き続き 

御支援、御協力をよろしくお願い 

します。 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

公益財団法人京都府スポーツ協会新会長・新役員  公益財団法人京都府スポーツ協会表彰  国民体育大会だより 

少年団だより  総合型だより  スポーツ医・科学室だより  令和２年度スポーツ振興募金・賛助会員 

 

西 脇 隆 俊 会 長 
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６月５日（土）京都府スポーツセンターにおいて新型コロナウイルス感染防止対策の上、縮小開催いたしま

した。この表彰は、組織運営、選手育成、スポーツ医・科学、審判や競技会運営、指導活動を行われている方

をたたえる「功労者の部」と、令和２年度中に国際・全国大会において、優秀な成績を収められた個人及び団

体、京都府民総合体育大会において永年にわたり出場された方をたたえる「優秀選手の部」があります。また、

その中でも特に顕著な御功績を挙げられ、本会会長が認めた方に「三色旗功労賞」を授与しました。受賞され

ました方々は次のとおりです。 

令和３年度公益財団法人京都府スポーツ協会表彰式を開催 

１３団体 ８８人を表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

◇三色旗功労賞◇ 
 

大堀 晏敬 

平成４年から永年にわたり、京都府弓道連盟理事、理事長、副会長、 

会長として、近畿地域弓道連盟連合会会長として、平成１９年から財 

団法人全日本弓道連盟評議員として、平成２３年から令和元年まで公 

益財団法人全日本弓道連盟評議員として、弓道競技の普及・振興に貢 

献された。また、平成２４年から全日本弓道大会を大会副会長として、 

中央審査会を毎年盛大に開催されるなど、京都府スポーツ界の充実・ 

発展に尽力された功績は極めて大きい。 

 

 

 

河原崎 保 
平成１２年から永年にわたり、八幡市体育協会理事、副会長、平成 

２４年から一般社団法人八幡市体育協会会長、令和２年から一般社団 

法人八幡市スポーツ協会監事として、組織運営並びに地域スポーツの 

普及・振興に貢献された。また、平成２６年には法人格取得、平成２ 

９年から平成３０年には一般社団法人八幡市スポーツ協会における創 

設５０周年記念事業に取り組まれ、記念式典を盛大に開催されるなど 

京都府スポーツ界の充実・発展に尽力された功績は極めて大きい。 
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兒玉 幸長 
昭和５０年から永年にわたり、京都バスケットボール協会理事、副 

理事長、理事長、副会長、会長として、平成２８年から一般社団法人 

京都府バスケットボール協会会長、名誉会長として、平成２５年から 

一般社団法人近畿バスケットボール協会副会長、顧問として、平成２ 

８年から公益財団法人日本バスケットボール協会副会長、顧問として、 

バスケットボール競技の普及・振興に貢献された。また、平成１３年 

から平成２５年まで本会参与として、平成２５年から令和元年まで本 

会理事として、令和元年から本会参与として、平成２７年から公益財 

団法人向日市スポーツ文化協会理事長として、京都府スポーツ界の充 

実・発展に尽力された功績は極めて大きい。 

 

 

田中 セツ子 
平成９年から永年にわたり、財団法人京都陸上競技協会参与、監事、 

副会長、会長として、平成２５年から一般財団法人京都陸上競技協会 

会長として、平成２３年から近畿陸上競技協会会長、副会長として、 

陸上競技の普及・振興に貢献された。また、平成２３年から公益財団 

法人京都市体育協会副会長として、平成３１年から公益財団法人京都 

市スポーツ協会副会長として、京都府スポーツ界の充実・発展に尽力 

された功績は極めて大きい。 

 

 

 

樋口 重明  
平成１３年から永年にわたり、財団法人長岡京市体育協会理事とし 

て、平成２４年から公益財団法人長岡京市体育協会評議員、会長とし 

て、平成３１年から公益財団法人長岡京市スポーツ協会会長、相談役 

として、組織運営並びに地域スポーツの普及・振興に貢献された。ま 

た、総合型地域スポーツクラブ育成の推進やスポーツ協会への名称変 

更に尽力され、京都府民総合体育大会市町村対抗においては、入賞ラ 

インに貢献されるなど、京都府スポーツ界の充実・発展に尽力された 

功績は極めて大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  スポーツ時報№136         京都スポーツキューブ 

 - 4 - 

◇功労賞－組織運営：本会◇ 
野村照夫 宮﨑志帆 吉中康子（公益財団法人京都府スポーツ協会） 

西満夫（京都府スポーツ少年団） 

 

◇功労賞－組織運営：加盟団体◇ 
赤木貞夫 東垣茂男（グラウンド・ゴルフ）石垣ツタエ 京谷和夫（亀岡市）小嵜さゆり（体操） 

川村明義（弓道）久下正（長岡京市）小石原正志（京丹後市）田中克彦（スキー） 

豊田敏夫（バレーボール）中川正（相撲）藤田進二（空手道）山田敏信（宇治市） 

 

◇有功賞－指導活動◇ 
伊藤昌也（バスケットボール）岡田寛（水泳）山口正行（剣道）山田和子（ゲートボール） 

 

 

 

 

 

 

◇優秀選手賞－個人◇ 
一山麻緒（陸上競技）武田亮子（柔道）柏木麻希（ウエイトリフティング）高谷惣亮（レスリング） 

大本里佳 川瀬由華 熊谷日奈多 三上こころ 三橋由莉子 山田琴音（水泳） 

上原瑠果 林勇気（アーチェリー ） 

◇優秀選手賞－団体◇ 
ワタキューセイモア 

第７６回国民体育大会冬季大会フィギュアスケート競技少年女子京都府チーム 

 

◇敢闘賞－個人◇ 
安達茉鈴  大菅紗矢香 富永健心  長谷川麻央 三浦龍司 三原梓  山本亜美 奥園心咲 奥田文嘉 

小東真皓  檀野朱里  橋田舞子  渡邉太陽  渡会円香 齋藤輝来 東楽映  井﨑茅夏 柏木良太 

川﨑菜々紗 川﨑涼雅  下村愛里  長島和奏  西川勝之 橋本菫  長谷胤午 石田唯  尾﨑希歩 

飯村彩乃  飯村一輝  竹山柚葉  三浦哲史  島田麻央 鈴木華乃 本田ルーカス剛史  荒木悠太 

梅原佐公  丸岡凜子  篠田ひろみ 安田明香里 山口直矢 

◇敢闘賞－団体◇ 
京都大学ボート部  京都府立東舞鶴高等学校ボート部  京都府立北桑田高等学校自転車競技部 

京都踏水会水泳学園フリーリレー１０歳以下女子チーム  京都府立乙訓高等学校フェンシング部 

京都踏水会水泳学園水球１５歳以下中学生女子チーム   來田 奈央・森田 真沙也ペア 

第７回全日本ジュニア（Ｕ－１７）水球競技選手権大会女子京都府選抜チーム 

立命館大学女子ホッケー部 立命館大学男子ホッケー部  同志社大学体育会アーチェリー部女子 

 

◇奨励賞◇ 
【向日市】 谷口かつ子（ソフトテニス） 

【亀岡市】 寸田哲也（陸上競技）加藤由美子 村田浩（ソフトテニス） 山淑子（テニス） 

【綾部市】 木下和浩（陸上競技・駅伝競走）四方達也（陸上競技） 

坂口貴哉 野瀨井常樹（駅伝競走）髙倉彩子（テニス） 
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◆ 第 76回（第 77回冬季）国民体育大会近畿ブロック大会【大阪府】 

  令和３年６月 20日（日）～12月 12日（日） 

 

◆ 第 76回国民体育大会 【三重とこわか国体】 

  会期前：令和３年９月 ４日（土）～14日（火）＜水泳・体操・レスリング＞ 

      令和３年９月 18日（土）～20日（月）＜柔道＞ 

  本会期：令和３年９月 25日（土）～10月５日（火） 

 

国民体育大会関係講習会及び説明会 

 

① 第 77回（第 78回冬季）国民体育大会近畿ブロック大会第 1回事務担当者会議 

  期 日：令和３年６月３日（木） 

  会 場：オンライン・A会議室（ハイブリッド形式） 

  参加者：国体近畿ブロック大会参加競技団体担当者 

 

② 令和３年度アンチ･ドーピング講習会 

期 日：令和３年６月４日（金） 

会 場：オンライン 

   参加者：国体参加競技団体代表者・薬剤師・医療系専門学校学生 

 

③ 第 76回国民体育大会参加申込業務説明会 

  期 日：令和３年６月 23日（水） 

   会 場：オンライン・D会議室（ハイブリッド形式） 

   参加者：国体参加競技団体担当者 

   

  

第 77回（第 78回冬季）国民体育大会 

近畿ブロック大会第 1回事務担当者会議 
令和３年度アンチ･ドーピング講習会 
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【令和３・４年度京都府スポーツ少年団 役員】 

 

令和３年６月 29日（火）に行われた本会理事会において、スポーツ少年団本部長、副本部長が決まりま

した。さらに、７月 10日（土）に開催された令和３年度京都府スポーツ少年団第２回代議員会において、

本部委員が決まりました。今後も、スポーツ少年団の諸活動に御理解と御協力をよろしくお願いします。 

 
 

本 部 長 山本 誠三（公益財団法人京都府スポーツ協会副会長） 
 

副本部長 塩見佳扶子（京都府市町村教育委員会連合会副会長） 

     北野 哲夫（京都市スポーツ少年団本部長） 

     松本益千嘉（八幡市スポーツ少年団本部長・京都府スポーツ少年団指導者協議会会長） 

芦田 正人（福知山市スポーツ少年団本部長・育成専門部会委員長） 

 

本部委員 〇佐々木和隆  笠井 倫夫  中村 壽孝  木村  孝（企画専門部会正・副委員長） 

     〇藤本  隆  荻野 義教  北谷 舞子  中村 裕予（交流専門部会正・副委員長） 

      石川美津江  紺谷 義一  三浦千鶴子       （育成専門部会副委員長） 

     〇袋布 幸信  野田 達男  大槻 和正  石田 義人（軟式野球専門部会正・副委員長） 

     〇三浦  俊  三矢 章雅  片岡 弥之  前田  健  斎藤  潤 

                                （サッカー専門部会正・副委員長） 

     〇西  満夫  中司 容三  緒方 龍男       （剣道専門部会正・副委員長） 

     〇小林 一弘  湯浅 和久  河村 直美  谷  雅之（バレーボール専門部会正・副委員長）                          

     〇長野 享司  北尾 宜史  森川 和仁  若林  勉（少林寺拳法専門部会正・副委員長） 

     ○稲葉 弘和  橋本 治樹  野村 晴美  西村 和穂（バスケットボール専門部会正・副委員長）  

                          

    ※〇は各専門部会の委員長 

 

 

【近畿ブロック種目別交流大会について】 

 

 今年度も各種目別の近畿ブロック交流大会が開催されています。大会結果、大会出場予定については以下

のとおりです。 

 

 ○第 43回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会近畿ブロック予選大会 及び 

  第 34回近畿ブロックスポーツ少年団軟式野球交流大会 

  ［日程］令和３年７月４日（日）  ［会場］京都府立山城総合運動公園  

  ［全国予選結果］ 

    嵯峨野シルバー Ａゾーン４位  田辺アルファー Ｂゾーン２位 

※沖縄県で開催を予定されていた全国交流大会は中止となりました。 

  ［近畿交流結果］ 

    上豊ボアーズ Ａブロック２位  精華アトムズ Ｂブロック優勝 

    西京極ファイターズ Ｃブロック優勝 

 

 ○第 39回近畿ブロックスポーツ少年団バレーボール交流大会 

  ［日程］令和３年７月 24日（土）・25日（日） ［会場］ヴィクトリーナ・ウインク体育館（兵庫県） 

  ［出場単位団］ 

    男子の部  山王バレーボールクラブ      樫原バレーボールクラブ 

    女子の部  園部小学生バレーボールクラブ   精華ラビッツ 

          大井ジュニアバレーボールクラブ  和 V.B.C 

          城陽ジュニアバレーボールクラブ 

 

他
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【スポーツ少年団事業予定について】 

 

 京都府スポーツ少年団では今後も各事業を実施予定です。主な事業については下記のとおりです。 

 なお、各事業については市町村スポーツ少年団を通して御案内をさせていただきます。 

 

 ☆☆第第 4422回回京京都都府府ススポポーーツツ少少年年団団交交流流大大会会☆☆  

  ［日程］令和３年８月 19日(木)～21日(土) ［会場］京都府立青少年海洋センター「マリーンピア」 

  ［参加］募集団員 40名（予定） 

    ～前回の様子～ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆☆アアククテティィブブ・・チチャャイイルルドド・・ププロロググララムム普普及及促促進進研研修修会会☆☆  

  ・長岡京市コース  ［日程］令和３年９月 11日（土） ［会場］西山公園体育館 

  ・福知山市コース  ［日程］令和４年１月 22日（土） ［会場］三段池公園武道場 

    ※各コース定員 50名（予定） 

～前回の様子～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆☆ススタターートトココーーチチ（（ススポポーーツツ少少年年団団））養養成成講講習習会会☆☆  

  ・Ａコース  ［日程］令和３年 11月 13日（土） ［会場］京都テルサ大会議室 

  ・Ｂコース  ［日程］令和３年 11月 21日（日） ［会場］京都テルサ大会議室 

    ※各コース定員 50名（予定） 

 

 ☆☆京京都都府府ススポポーーツツ少少年年団団リリーーダダーー交交流流大大会会☆☆  
  ［日程］令和４年２月 13日（日） ［会場］京都テルサ ［参加］募集団員 50名 

 

 ☆☆京京都都府府ススポポーーツツ少少年年団団表表彰彰式式☆☆  
  ［日程］令和４年３月６日（日）  ［会場］  

～例年の様子～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

京都ホテルオークラ（予定） 
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✿北部ブロック 8クラブ ✿山城ブロック 8クラブ 

かやｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

久美浜ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

福知山ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

野田川ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

NPO法人網野ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

鬼楽ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

ＮＰＯ法人Sports Club RAINBOW 

舞鶴ちゃったｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

和束ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

IDEゆうゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

ＮＰＯ法人東宇治ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

太陽が丘ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

京たなべ・同志社ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

寺田西総合型地域ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

京都文教大学地域ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

南山城村お茶っぴクラブ 

✿中部ブロック 15クラブ ✿乙訓・京都市ブロック 15クラブ 

 

日吉総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

桧山わいわいクラブ 

質美ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞかがやき 

三ノ宮さんさんクラブ 

梅田げんき村 

南つつじヶ丘ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

京北ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

千歳七福神ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

ひえよしクラブ 

富本クラブ 

丹波ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

ASAHIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

みやまｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

そのべ総合型地域ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

京丹波町ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

 

総合型長七みんなのｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

向日市ワイワイｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

フォー遊クラブ 

ふるさとｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

京都教育大学地域ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

長五校区総合型地域ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

K-style 

グッド楽クラブ 

NPO法人紫明倶楽部 

京都外大クラブ 

倶楽部・てん 

NPO法人京都日野匠ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

さんSUNスポレククラブ 

NPO法人サニーｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌﾞ京都 

８スルくらぶ 

 

令和4年度から登録・認証制度が運用開始され、連協も新しく変わります！ 

それに伴い京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会が生まれ変わります！ 

 

京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会は、

今年度は役員改選年であり、新たなメンバーで令和

３年度がスタートしました。 

昨年度から続くコロナ禍で思うような活動ができ

ず各クラブご苦労が絶えない中、オンラインなどを

活用して教室を開催したり、コロナ対策を万全に行

い工夫を凝らして運営をされているクラブも増え、

コロナを乗り越えていくためにクラブ間の連携も深

まってきているようです。 

現在、令和４年度から運用が開始される登録･認証

制度に向けて、京都府総合型地域スポーツクラブ連

絡協議会による京都府版制度の策定に向けて協議が

進められています。日本スポーツ協会が制度導入と

ともに進めている中間支援組織の整備についても、

京都府は独自の考え方で組織の整備を図っていま

す。働き方改革から学校運動部活動の地域移行など

にも総合型クラブが大きく関わっていくことになる

ため、これからの連絡協議会は大きな転換期となり

ます。  

そのため、総合型クラブが地域のスポーツの課題

を解決し、持続可能な活動をしていくために、４つ

のブロックごとに研修会を開催、さらに行政・スポ

ーツ協会・総合型クラブの関係者・市町村行政担当

者とで今後の地域スポーツの在り方や目指すべき方

向性について検討を進めていく予定です。詳細につ

いては、各関係者様には御案内させていただきます。

皆様と情報を共有し、京都府のスポーツ実施率を高

めていく機会に総合型クラブがお役に立てるように

これからも本会として支援していきます。 

〈加盟クラブ一覧〉 R３.7.1現在 

令和３年７月 １日（木）  京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会設置準備委員会発足 

８月～12月     登録・認証制度説明会（４ブロック） 

関係者協議会（開催の詳細については調整中） 

９月15日（水）  京都府版原案を日本スポーツ協会へ提出 

令和４年２月14日（月）  京都府版制度策定決定を日本スポーツ協会へ報告 

３月下旬（未定） 京都府総合型地域スポーツクラブ臨時総会（現連協最終の総会） 

４月 １日（金）  登録・認証制度運用開始（令和４年度は予備登録、令和５年度から本登録） 

新連協発足（新役員） 

   

 

 

近畿ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ 2019 

＠帝塚山大学（奈良県） 

 

◆ 登録・認証制度の運用開始に向けた取組スケジュール ◆ 

 

 

 

  

 

令和３年８月～12月    ４ブロック研修会（開催の詳細については調整中） 

12月11日（土） 地域スポーツクラブ満足度アップ研修会（京都テルサＤ会議室） 

（仮テーマ）「運動部活動地域移行に向けての地域クラブの役割」 

     12月12日（日） 近畿ブロッククラブネットワークアクション2021（和歌山ビック愛） 

            

 

 

◆ 研修会等開催予定 ◆ 

 

☆毎年「周年表彰」として、１０年間継続して活動している総合型

クラブに対して、広域スポーツセンターから表彰しています。 

本年度は、「長五校区総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ」「K-style」 
の２クラブが表彰されました。今後の益々の御活躍をお祈りいたします。 

 

 

 

 

近畿ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ 2019 

＠帝塚山大学（奈良県） 
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 新型コロナウイルス感染症対策として、対面での個別指導や団体への講義等の密集・密接を避けるため、スポ

ーツ医・科学室の栄養相談事業では、リモートで参加することができる『オンライン栄養相談』を始めました。 

 

～オンライン栄養相談の流れ～ 
＜個別指導＞  

①食事調査 

３日間の食事内容を記録します。 

 

②管理栄養士が分析 

 ①の食事内容を管理栄養士が確認

し、分析します。 

 

③オンラインでフィードバック 

 管理栄養士が結果を説明し、アドバイ

スをします。※１人あたり 30分 

 

＜全体講義＞ 

①事前調査 

 チームの代表者に、チームの

状況や目標、希望内容を確認し

ます。 

 

②講義の準備 

担当の管理栄養士が、チームにあっ

た内容の講義資料を作成します。 

③オンラインで講義 

 管理栄養士が、講義します。 

 ※１回あたり１時間 

 

栄養相談ご利用料金 

区分 全体講義 
個別指導 

府内の個人/チーム 府外の個人/チーム 

一般 ３００円 １,１００円 １,３００円 

高校生 

中学生 

小学生 

２００円 ８００円 １,０００円 

 

オンライン栄養相談を始めました！ 
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令和３年度第１回スポーツ医科学講演会（スポーツ医事相談）を令和３年７月 18日（日）に開催しました。 

今年度は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の更新研修として実施し、一般のスポーツ関係

者だけでなく、多くのスポーツ指導者の方にご参加いただきました。 

 

テーマ『パフォーマンス向上のためのコンディショニング』 

日時：令和３年７月 18日（日）13時 30分～16時 50分 

会場：京都府スポーツセンター大会議室 

人数：65名（一般 10名、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者 55名） 

 

 予 告  

第２回は、令和４年２月 19日（土）に『成長期のスポーツ障害の予防と対策』をテーマとして開催します。 

講演Ⅰ「成長期に知っておきたいスポーツ医学（内科系）」ふくやまクリニック 福山 正紀 氏 

講演Ⅱ「末永くスポーツを続けるために知っておきたい骨・関節の話」京都医療センター 中川 泰彰 氏 

 

 

 

  令和２年度スポーツ振興募金に御協力いただいた企業  
 

令和２年度スポーツ振興募金におきましては、昨年に引き続き本会の財務委員を中心に積極的な活動をしてい

ただき、経済情勢の厳しい中、府内外の企業の方々に多くの御理解をいただき、下記の企業から総額 1,840千円

の御寄付をいただきました。寄付金につきましては「スポーツ王国京都」実現に向けて、生涯スポーツ振興のた

めの諸事業に充当させていただいております。 

 ここにお礼を申し上げますとともに、今後とも御協力くださいますようお願いいたします。 （順不同・敬称略） 
 

エスピータック株式会社 エスピーメディアテック株式会社 学校法人大和学園 株式会社奥村製本 

株式会社京都銀行府庁前支店 株式会社松栄堂 株式会社しょうざん 株式会社淡交社 株式会社田中プリント 

株式会社ヒノマル 株式会社フクナガ 株式会社伏見上野旭昇堂 株式会社京都東急ホテル 京セラ株式会社 

日本ウエスト株式会社 京都美術化工株式会社 京都信用金庫 京都中央信用金庫 大和印刷紙工株式会社 

京都三菱自動車販売株式会社 一般社団法人京都府医師会 一般社団法人京都府歯科医師会 佐川印刷株式会社 

名鉄観光サービス株式会社京都支店 日本紙パルプ商事株式会社関西支社 柊家株式会社 ファイテン株式会社 

ジャパンニューペーパー株式会社 都インキ株式会社 洛西紙工株式会社 ヤスダ徽章株式会社 

有限会社岡島製作所 有限会社山中紙工所                                                                                               

スポーツ医事相談 

 

 

 

講演Ⅰ 

「ストレッチの効果的な活用方法」 

神戸国際大学 武内 孝祐 氏 

 

 

 

 

 

 

 

講演Ⅱ 

「筋力トレーニングの基礎 

～自体重や簡単な器具を用いて～」 

  立命館大学 青木 達 氏 
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令和２年度御協力いただいた賛助会員 

公益財団法人京都府スポーツ協会では、会員の皆様からいただきました賛助金を「スポーツ王国京都」実現に

向けて、生涯スポーツ振興のための諸事業に充当させていただいております。 

昨年度も多くの個人・団体から御理解をいただき、総額1,458千円を納入いただきました。ここに御芳名を記

載し厚くお礼申し上げますとともに、今後とも御協力いただきますようお願いいたします。             

（順不同・敬称略） 

【個 人】 

 赤川 行男  浅野 賢一  足利 善男  芦田 豊文  芦田 正人  粟津 茂信  安藤 朝男 

 池田 敏子  井嵜 貴夫  石川 俊紀  石川美津江  石川由紀美  石倉 忠幸  石田 洋也 

 石橋 常男  五十棲妙子  伊東 輝雄  一井 公子  稲本 高士  岩本  隆  陰野 典子 

 上田 紀代  植田 喜裕  植平 啓介  宇多 雅詩  大槻  進  大槻 秧司  大橋二三夫 

 大橋 通夫  大溝 誠則  越智 雅之  岡   寛  岡田  寛  奥  芳文  小國 俊之 

 小国 久美  柏木 佳久  加藤 智子  唐松 秀幸  川合 英之  川勝主一郎  川北  徹 

 川端 厚男  川端 一彰  河原 慶子  北畑悌次郎  木本  馨  木村 嘉子  桐村 俊昭 

 小島 嘉朗  兒玉 幸長  駒  好修  坂井田米治  﨑野  隆  佐  々 嘉孝  佐野 修弘 

 澤田 安之  塩尻 澄雄  柴山  薫  清水 辰也  末次 祥孝  武田  暹  武田 隆司 

 関目六左衞門 關本 卓男  髙木 剛友  髙橋 俊昭  高橋  登  高山 康彦  田中 誠二 

 田中田鶴子  田中 伸明  田邊 知隆  谷口  博  谷間 良治  田淵 和彦  田村 直也 

 田村 恒彦    淺夫  津田 房枝  田 謹一  土屋 章子  角田 俊彦  寺田 裕昭 

道本由紀子  德廣  剛  友成 修治  長棟 秀之  中井 雅夫  中川 泰彰  中塚  一 

永塚 則昭  中山  明  納屋 嘉人  南部 照一  西  満夫  西山 正文  野﨑 隆司 

野田 寿宏  野中  悟  野々口直良  野村 和美  橋詰 澄雄  服部 晃佳  橋本 雅子 

坂東 美紀  平田健一郎  比護 信子  福間 誠一  福田 陽子  藤田 晢也  藤田  元 

細川  磐  本郷 芳男  前原 英彦  桝岡 義明  増木 博一  増田  隆  松本益千嘉 

松山 孝司  丸尾 宣弘  水野加余子  三古  剛  南元 昭治  三宅 孝正  村井 伸也 

村田 正夫  安田  寬  八木 育子  八木  誠  山口 光則  山口 良治  山田 啓二 

山田 博彦  山添利一朗  山中昭治郎  山本  毅  山本世志男  山本 誠三  由良 大司 

湯浅 暢宏  吉田 荘治  嫁兼 雅弘  渡邉  孝  渡邉  勝 

【団 体】 

公益財団法人京都市スポーツ協会 公益財団法人向日市スポーツ文化協会 城陽市スポーツ協会 

一般社団法人八幡市スポーツ協会 NPO法人京田辺市社会体育協会 久御山町スポーツ協会  

公益財団法人亀岡市スポーツ協会 京丹波町スポーツ協会 一般財団法人綾部市スポーツ協会  

一般財団法人福知山市スポーツ協会 一般財団法人舞鶴市スポーツ協会 宮津市スポーツ協会 

京都府弓道連盟 京都ボート協会 京都体操協会 京都府柔道連盟 一般社団法人京都水泳協会 

一般社団法人サッカー協会 京都府テニス協会 一般社団法人京都府山岳連盟 京都府自転車競技連盟 

京都府馬術連盟 京都府相撲連盟 京都フェンシング協会 京都府スケート連盟  

一般社団法人京都軟式野球連盟 京都府バドミントン協会 京都府ソフトボール協会 京都府クレー射撃協会  

京都ホッケー協会 一般財団法人京都府剣道連盟 京都なぎなた連盟 京都府空手道連盟 京都府銃剣道連盟 

一般社団法人京都府ボウリング連盟 京都府野球連盟 京都府ゲートボール連合 京都府武術太極拳連盟  

京都府バイアスロン連盟 京都府グラウンド・ゴルフ協会 医療法人福冨士会京都ルネス病院  

医療法人同仁会京都九条病院 京都商工会議所女性会 公益財団法人京都府公園公社 

NPO法人八木町スポーツ協会 
 

令和３年度  

賛助金・スポーツ振興募金について 

 

 

毎年、募金いただいた賛助金や振興募金は 

府民のスポーツの普及・振興(国民体育大会派 

遣事業、京都府民総合体育大会事業、広報情 

報提供事業、顕彰事業等)に有効活用をさせて 

いただいております。 

御協力の程よろしくお願い申し上げます。  
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発行日  令和３年９月     発 行  公益財団法人京都府スポーツ協会 

 所在地  〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町 70  京都府スポーツセンター内 

            Tel:075-692-3455 Fax:075-692-3457 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kyoto-sa.com     E-mail：syomu-kyotofu@kyoto-sa.com 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     範囲: 全てのページ
     トリム: 同サイズ 8.268 x 11.693 インチ / 210.0 x 297.0 mm
     シフト: 無し
     ノーマライズ(オプション): オリジナル
     裁ち落としマージン保持: いいえ
      

        
     D:20210729142329
      

        
     32
            
       D:20210729142315
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     494
     443
     None
     Right
     12.7559
     0.0000
            
                
         Both
         17
         AllDoc
         25
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     QI+ 4.0m
     QI+ 4
     1
      

        
     0
     12
     11
     12
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     範囲: 現在のページ
     トリム: 同サイズ 8.268 x 11.693 インチ / 210.0 x 297.0 mm
     シフト: 無し
     ノーマライズ(オプション): オリジナル
     裁ち落としマージン保持: いいえ
      

        
     D:20210729145113
      

        
     32
            
       D:20210729142315
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     494
     443
     None
     Right
     12.7559
     0.0000
            
                
         Both
         17
         CurrentPage
         25
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     QI+ 4.0m
     QI+ 4
     1
      

        
     12
     13
     12
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     範囲: 現在のページ
     トリム: 同サイズ 8.268 x 11.693 インチ / 210.0 x 297.0 mm
     シフト: 移動 上 by 22.68 ポイント
     ノーマライズ(オプション): オリジナル
     裁ち落としマージン保持: いいえ
      

        
     D:20210729145131
      

        
     32
            
       D:20210729142315
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     494
     443
     Fixed
     Up
     22.6772
     0.0000
            
                
         Both
         17
         CurrentPage
         25
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     QI+ 4.0m
     QI+ 4
     1
      

        
     12
     13
     12
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     範囲: 全てのページ
     トリム: 同サイズ 8.268 x 11.693 インチ / 210.0 x 297.0 mm
     シフト: 無し
     ノーマライズ(オプション): オリジナル
     裁ち落としマージン保持: いいえ
      

        
     D:20210805161302
      

        
     32
            
       D:20210805161255
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     494
     443
    
     None
     Left
     9.9213
     0.0000
            
                
         Both
         17
         AllDoc
         25
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     QI+ 4.0m
     QI+ 4
     1
      

        
     9
     12
     11
     12
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





