
やさかイキイキ倶楽部やさかイキイキ倶楽部やさかイキイキ倶楽部
やりたい活動を... さあ～みんなで

平成24年5月25日発行〔24/春号〕

んばろう～!!か

（事務局）
 〒509-9232　岐阜県中津川市坂下 1512-1　坂下総合体育館内
 TEL 0573-75-3335　FAX 0573-75-5376
 平日（日中）の問い合せについては坂下総合事務所内：スポーツ担当係まで75-2111

会員募集 平成24年度版〈春号〉

森　益基文 責

昭和7年（1932）5月8日　完成時から平成7年（1995）3月まで多大な役目を担った旧弥栄橋。
【写真提供　吉村和夫氏（坂下乙坂）平成6年4月撮影】

総合型地域クラブ

やさかイキイキ倶楽部やさかイキイキ倶楽部やさかイキイキ倶楽部
総合型地域クラブ総合型地域クラブ

　いくつもの時代を経て、私たちの地域は様変わりして
きました。道路網をはじめ上下水道など社会資本整備も
進み、より快適な生活が享受できるようになりました。
半世紀以上の役目を担った写真の弥栄 ( やさか ) 橋も、
車輌の大型化や通行量の激増などにより新しい弥栄橋
に代わりました。平成１７年には長野県山口村を含む市町
村合併が行われ、私たちの地域 (山口・坂下・川上 )は
従前の「つながり」にもまして、「やさか」地域として新た
な夜明けを迎えました。
　こうした中、平成 22年地域づくり（街づくり）・人づく
りの運動を推進していく為に、総合型地域クラブ「やさか
イキイキ倶楽部」を立ち上げました。
　この地域の人は、まめ〔元気〕に暮らしたいという願い
や隣人を想いやる人情、そして、ともに もやう 〔協働〕共
助の気持ちがあります。
　次代を担う青少年の健全育成、伝統文化の継承、いつ
までもイキイキと生きがいのもてる社会を創造していく
ことが総合型地域クラブ「やさかイキイキ倶楽部」の

理念です。立ち上げから試行錯誤の2年間を経て、今年
度【24 年度】は、toto （トト）〔スポーツ振興くじ助成・
地域スポーツクラブ自立支援事業〕の採択を得て、助成
金を確保することに成功しました。これにより事務職員を
置くことが出来るため、連絡・調整・会合などの円滑充
実が図れるものと確信をいたしています。
　今回の会報《24/ 春号》は、『やさかスポーツ少年団』に
ついて特集した内容ですが、前述の自立支援事業の一環
として会報の定期発行も計画しています。
次回号《24/ 夏号》では、やさか地域の体育協会・スポー
ツ推進委員会の活動について特集したいと考えていま
す。そして《24/ 秋号》では、やさか地域の伝統文化や
公民館講座などを掲載していく予定です。
　立ち上げから、いよいよ活動開始へと進んできました。
まだまだ試行錯誤・助走の段階ですが、確実に着実
に進んで行けるよう、ご理解を
願い、ご指導ご協力をお願いし
ます。

《やさかスポーツ少年団・団員募集》

やさかイキイキ倶楽部会長



■対 象 者
■活動日時
■場　　所

中学生
毎週土曜日　9：00～12：00
椛の湖総合グラウンド

■対 象 者
■活動日時

■場　　所

中学3年生
9月～11月の日曜日数回
9：00～12：00
椛の湖総合グラウンド
又は坂下小学校グラウンド

小学4年生以上　男女
毎週日曜日　9：00～11：00
坂下総合体育館

■対 象 者
■活動日時
■場　　所 中学生　女子

毎週火曜日　19：00～21：00
毎週土曜日　9：00～12：00
坂下総合体育館

■対 象 者
■活動日時

■場　　所

中学生　男子
毎週火曜日　19：00～21：00
毎週土曜日　9：00～12：00
坂下総合体育館

■対 象 者
■活動日時

■場　　所

未経験の生徒も歓迎します。

友情と協力を学ぶことを
基本理念として練習しています。

小学3年生～中学生　男女
毎週金曜日　19：30～21：00
坂下総合体育館　剣道場

■対 象 者
■活動日時
■場　　所 小学3年生～中学生　男女

園児からの指導もあります。
毎週火曜日　19：00～21：00
毎週金曜日　19：00～21：00
坂下総合体育館

■対 象 者
■活動日時

■場　　所

小学4年生～中学生　男女
毎週日曜日　9：00～12：00
坂下高校テニスコート
川上川河川敷テニスコート

■対 象 者
■活動日時
■場　　所

みなさん、剣士を目指して
みませんか？ 基本方針は「心身共に成長」です。

■対 象 者
■活動日時

■場　　所

小学3年生以上　男女
毎週土曜日　13：00～16：30
火・木曜日は自主練習。
椛の湖総合グラウンド
※土曜日を除く週2回、小学校
　グラウンドにて予定。
　16：30～18：30

中学生　女子
毎週火・金曜日　19：00～21：00
毎週土曜日　9：00～12：00
坂下総合体育館

■対 象 者
■活動日時

■場　　所

小学5年生～中学生　男女
毎週水曜日　19：30～21：00
川上弓道場

■対 象 者
■活動日時
■場　　所

団員の健全育成を目標に、
指導員が一団となり頑張っています。

中学生
毎週木曜日　19：00～21：00
毎週土曜日　9：00～16：00
坂下総合体育館

■対 象 者
■活動日時

■場　　所

■対 象 者
■活動日時

■場　　所

小学4年生～中学2年生　男女
シーズン中の日曜日、5回程度
9：00～15：00
モンデウス飛騨位山スキー場・他

小学3年生～中学3年生　男女
毎週日曜日　9：00～11：00
坂下中学校グラウンド

■対 象 者
■活動日時
■場　　所

スポーツ少年団活動スポーツ少年団活動スポーツ少年団活動

スポーツ少年団入団希望者は、総合体育館各総合事務所（山口、坂下、川上）の窓口で所定の用紙を受け取り、必要事項をご記
入の上　申し込み下さい。（坂下総合事務所内：糸魚川・山本まで）

中学生　男子
毎週火・金曜日　19：00～21：00
毎週日曜日　9：00～17：00
坂下総合体育館

■対 象 者
■活動日時

■場　　所

野球 軟式・中学生 野球 硬式（8月募集）・中学3年生野球 軟式・小学生

卓球 小学生 卓球 中学生・男子 卓球 中学生・女子

バスケットボール 中学生・男子 バスケットボール 中学生・女子 弓　道

剣　道 柔　道 ソフトテニス

バレーボール 陸　上スキー・スノーボード



　本年度 (平成 24年度 )　やさかスポーツ少年団は、創立 40周年の節
目の年を迎えました。少子化に加え近年の多岐多様な習い事の増化など
により、スポーツ少年団の団員数が激減してきました。
　40年の歴史を振り返り、数々の思い出や功績を称えながら新たな時
代へのスタートとしたいと記念式典を計画しました。
　当日は歴代役員、支援団体 (者 )、そして熱心に指導育成いただいた
指導員への感謝の意を表するとともに、卒団者【先輩団員】からのミニ
講演 (体験談や激励のメッセージなど )を予定しています。
　団員・育成会員はもとより、やさか地域皆様のご出席・ご参加をお待
ちしています。【入場無料】

今年度の主な行事日程は次のとおりです。
詳細が決定次第、関係皆様にご連絡します。是非多くの皆様にご参加い
ただけるようお願いいたします。(前期予定分 )

・春の遠足：6月 23日 (土 )　午前 9時～　( 坂下～川上夕森公園 )
・ソフトバレーボール (女子の部 )：6月 25日 (月 ) ～ 28日 (木 )
　　　　　　　　　　　　　　　　19:30 ～　体育館　
・子ども会ビーチバレーボール大会：7月 15日 (日 )　午前 9時～　体育館
・国体炬火リレー：7月 25日 (水 )　川上→坂下→山口　※詳細検討中
・ソフトバレーボール (男子の部 )： 8 月 6日 (月 ) ～ 9日 (木 )
　　　　　　　　　　　　　　　　19:30 ～　体育館
・軽スポーツ大会 (ラージ卓球大会 )：9月 9日 (日 ) ※予定

◎40年の沿革 (抜粋 )･･･
　・昭和 46年 (1971 年 ) 剣道、野球少年団活動開始
 上野小学校・坂下小学校に統合
　・昭和 47年 (1972 年 ) 坂下町スポーツ少年団結成式
 卓球少年団設立
　・昭和 52年 (1977 年 ) 総合体育館完成
 陸上少年団設立
　・昭和 59年 (1984 年 ) 柔道少年団・ソフトボール少年団設立
　・平成 04 年 (1992 年 ) スキー少年団設立
　・平成 9年 (1997 年 ) バスケットボール少年団設立
　・平成 13年 (2001 年 ) バレーボール少年団設立
　・平成 14年 (2002 年 ) スポーツ少年団 30周年式典開催
 ソフトテニス少年団設立　
　・平成 16年 (2004 年 ) 坂下町・川上村スポーツ少年団統合
 弓道少年団設立
　・平成 17年 (2005 年 ) 市町村合併
 山口・坂下・川上中学校統合
 スポーツ少年団も中津川市スポーツ少年団に・・・
 山口、坂下、川上地区の頭文字より「や・さ・か」スポーツ少年団と変名
 中学校の部活動との連携協議･･･スポ少活動に・・・
　・平成 18年 (2006 年 )　硬式野球部少年団設立

平成24年度★行事日程など

平成24年度★年間行事予定平成24年度★年間行事予定平成24年度★年間行事予定

平成24年度★行事日程など平成24年度★行事日程など

★詳細はその都度
　お知らせします。

第17回　椛の湖還暦マラソン

平成19年度区民運動会

『やさかスポーツ少年団』創立40周年記念式典　開催

○開催日　平成24年6月2日【土】午後2時より
○会　場　坂下総合体育館　2階　体操場



（名称及び事務局）
第一条　本クラブは、「やさかイキイキ倶楽部」と称し、事務
　　　　局を「坂下総合体育館」に置く。
（目的）
第二条　本倶楽部は、倶楽部理念を達成するため、計画的か
　　　　 つ継続的な活動を助長し単位クラブの活動及び指導
　　　　 の充実を図ることを目的とする。
（事業）
第三条　本倶楽部は目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴これまでやさかスポーツ少年団、体育協会、体育指導員会等が主
　催してきた諸行事。
⑵公民館、文化協会等が主催してきた諸行事や教室等。

　平成 22年山口・坂下・川上地区の頭文字から「や・さ・
か」と命名された当地域の呼称により、「やさかイキイキ
倶楽部」を創設しました。今一度これまでの経緯と今年
度【平成２４年度】のスポーツ振興くじ助成事業につい
て振り返ってみましょう。
　平成１７年・市町村合併に伴い町村の各種団体が変貌
しました。「体育協会」や「スポーツ少年団」などが一元
化されたのです。
一例をあげてみれば・・・
坂下町体育協会、山口村体育協会→中津川市体育協会
坂下支部、同山口支部
坂川スポーツ少年団→中津川市スポーツ少年団「やさか」
支部などです。（伝統や親しみを込めて「やさかスポーツ
少年団」と言い続けていますが・・・）
　また、関係諸団体で大きく変わったのが、「体育指導員」
の形態と人員です。従前は坂下町内では１４～１６人
（各区で 1 人あたり選任）だったのが、合併後『中津川
市体育指導員』（今年度からは国の名称変更を受けて
『スポーツ推進委員』となりました）は、坂下地区では
３人となっています。あわせて町村時代の自治会役員さん、
特に保健委員さんの活躍の場が減ってきたように思いま
す。（坂下では町民運動会の中止も要因の一つでしょう？）
　中学校の統合もスポーツ活動のみならず文化活動にも
少なからず影響していると考えます。他地区の催事にボラ
ンティア活動に行く等（馬籠ごへー祭りなど）、視野が広
がり様々な活動や体験ができるようになったことはプラス
面ですが、一方で活動時間の配分・練習時間の確保、さ
らに各種大会への出場についてなどは苦労も多くあるよう
に思います。
　そうした環境の中で地域【山口、坂下、川上】全体の
スポーツや文化活動に、老若男女を問わず誰もが気軽に
楽しく生きがいをもって参加・参画できる場所を創造して
いこうと、総合型地域クラブ『やさかイキイキ倶楽部』を
立ち上げたのです。
　平成２０年、２１年と国や県、県体育協会などの指導
や助言をいただき設立準備を進め平成２２年に設立いた

⑶倶楽部活動費用を確保する為の収益事業。
⑷会員の活動場所及び用具の確保。
⑸指導者及びアシスタントの確保と育成。
⑹各種研修会の開催。
⑺その他、本会の目的達成のために必要な事業。

（会員）
第四条　本倶楽部は、その理念に賛同し規定の会費を納め
　　　　た者を会員とする。尚、指導者にあっては、体協クラ
　　　　ブの所属とし、上記会員手続きを行う。
（会費）
第五条　本倶楽部に入会を希望する場合は所定の手続きに
　　　　従い、定められた会費を納入する。

「やさかイキイキ倶楽部」のこれまで・・・「やさかイキイキ倶楽部」のこれまで・・・

やさかイキイキ倶楽部規約（抜粋）

しました。その後２年間は、活動内容や諸情勢をより
広く知らせること、倶楽部の理念と活動にご理解とご支援
をいただけること、より活発で充実した活動を推進してい
くことなど、まさに試行錯誤の歳月でした。
　昨年より国、県のご指導のもと、自立支援事業への
エントリーを進められ、「クラブマネジャー」並びに「ア
シスタントマネジャー」の設置支援事業（資格取得講習
などが主）に参加して、今年度認定を受けることができ
ました。その詳細は次号で紹介させていただきますが、
当倶楽部が主催するスポーツ関連事業の「指導講演会」
や「教室」などの講師謝金が補助金として、日本体育
協会を通して助成されることとなりました。三地区の体協
支部役員やスポ少関係者、またスポーツ推進委員の皆さ
んで構成している倶楽部役員会で縷々協議を積み重ねて、
様々な計画をしていきたいと考えています。前頁の諸行事
は、その一例です。多くの皆様のご理解とご協力をお願い
いたします。　

　　　　　　　　　　基本理念
　一つの地域においてスポーツや文化の振興を図るには、
地域に住む人たち誰もが年齢に関係なく、いつでも・
手軽に・気楽に・いつまでも取り組むことができるスポー
ツや文化活動・趣味や特技を持つことが必要です。特定
の人たちだけが固定的な概念や特異な活動を行うだけで
はなく、地域の住民みんなが協力し、支え合い、参画し、
創りあげていく共有の活動こそ、総合型地域クラブの
原点です。
　倶楽部のスポーツ活動や文化活動から生まれてくるもの
は、青少年育成であり、高齢者の生きがいであり、予防
医療であり、地域の教育力・活力です。
つまり・・・地域（街）づくり、人づくりなのです。
私たちの地域・・・「や・さ・
か」地域は「地域（街）」
も「人」もイキイキ輝い
ていくことを倶楽部の理
念とします。


