
いいしんは、
スポーツの推進を
応援しています

2020年1月15日(4)第2号 （一社）飯塚市スポーツ協会広報スポ協だより

　昨年はラグビーワールドカップで日本中を盛り上
げる活躍を日本代表の「ブレイブブロッサムズ

（Brave Blossoms）」（勇敢な桜戦士）が見せてくれました。そして今年はい
よいよ２０２０東京オリンピックイヤーです。ラグビー以上の盛り上がりを日
本中に様々な競技で起こしてもらいたいと希望をよせます。７月２２日から
ソフトボールとサッカーが始まり、開会式は７月２４日の予定です。今年は間
違いなくスポーツの年となるでしょう！昨年以上に（一社）飯塚市スポーツ協
会も皆様と一緒にスポーツを楽しみ提供できるように努めていかせて頂き
ます。年２回のスポ協だより、スポーツ協会のホームページで情報発信させて
頂きますのでご覧ください。

スポーツと健幸の未来を創る・爽健
明けましておめでとうございます。
　本年度、「一般社団法人 飯塚市スポーツ協会」へと移行し、体制も新たになり、ここまで無事各事業を開催出来まし
たこと、まずもって市民の皆様のご協力、各関係団体、関係者の方々のご協力に感謝し、御礼申し上げます。
　新年を迎え、私ども協会もテーマとしております「さあ始めましょう、スポーツを」を更に推し進め、皆様の健康増
進の一翼を担えればと考えております。
　現在、高齢化社会により人生100歳の長寿社会と言われるなか、長寿は非常に喜ばしいことではありますが肉体の
衰えからは逃れることは出来ません。人生を楽しむうえで色々考えられることはあると思いますが、年齢に合わせ、
運動や食習慣を見直し、適度な運動、適度な食生活から、健康づくりに取り組んでみてはいかがでしょうか。
　私どもは、「年を重ねてからでも健康な身体でいたい」と誰もが願われるものの支援に取り組み、一人ひとりが更な
る健康につながる「健幸教室事業」等にも取り組んでおりますが、これからも、より生涯スポーツの環境づくりに情熱
を傾けてまいる所存でございます。
　いよいよ今年はスポーツの祭典である東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。「さあ始めましょう・・・
健幸に繋がるスポーツを！」
　皆様におかれましても、今年こそは自分にあったスポーツを見つけ、取り組んでみられてはいかがでしょうか。

飯塚市あるこう大会健幸ウォーキング
3月1日（日）開催
飯塚市あるこう大会健幸ウォーキング
3月1日（日）開催

（一社）飯塚市スポーツ協会
会　長　福  田　良  人

編集 後記

一般社団法人理事紹介
　【代表理事】　福田　良人
　【理　　事】　杉村　明・土居　勝政・後藤　直巳・藤川　隆人・高木　俊巳・畠中　光市

　飯塚市長杯ジュニアサッカーも10回目となりま
した。多くの方々の協力・サポートのおかげで続けて
これたことに感謝です。天然芝のグラウンドで元気
いっぱいに走り回る少年たちの姿を今回も楽しみに
しております。

第10回飯塚市長杯ジュニアサッカー大会
2月15日（土）・16日（日）開催
第10回飯塚市長杯ジュニアサッカー大会
2月15日（土）・16日（日）開催

令和元年度
スポーツフェスタ・ふくおか「福岡県民体育大会」
スポーツの総合祭典第６回市町村対抗「福岡駅伝」

　昨年は雨天中止となったあるこう大会ですが、今年も
開催させて頂きますので多くの方のご参加お待ちしてお
ります。詳しくは２月以降に情報公開致します。２月の市
報、一般社団法人飯塚市スポーツ協会のHP等で告知させ
て頂きます。飯塚市内を仲間や家族と一緒に歩いてみて
はいかがでしょうか！

　１１月１７日（日）県営筑後広域公園にて開催、大会当日は晴天に恵
まれ、飯塚市は総合１３位、市の部では１０位と昨年を大きく上回る
成績を収めました。
　飯塚市内在住で５キロ１５分台で走れる自信のある方、どうぞご連
絡ください。一緒に上位を目指しましょう！！

令和元年度 スポーツフェスタ・ふくおか
第６２回福岡県民体育大会秋季大会
　９月２１日（土）・２２日（日）で開催の秋季大会ですが、台
風の影響で一部競技を中止、また室内競技においては一部
競技の決勝戦を実施しない状態で行われました。
結果
・バドミントン競技　壮年男子B　第２位
・バスケットボール競技　青年男子の部　優勝

令和元年度 スポーツフェスタ・ふくおか
第６２回福岡県民体育大会夏季大会
水泳競技
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この紙面へのお問い合わせまたは
ご意見、ご投稿はこちらまで

（一社）飯塚市スポーツ協会事務局(飯塚第1体育館内)
飯塚市枝国666番地11　TEL.0948-22-6799

※決勝は実施無い為、春日市と同着優勝、１１月に東京で
　行われる第６８回全国青年大会に抽選の結果福岡県第２代表として出場しました。

小学生4年生以下（男子）
50m背泳ぎ　3位 39,19秒　佐々木　太一　小4
小学生5年生～6年生（男子）
50m自由形　2位 29,67秒　手嶋　慶二　小6
　　　〃　　3位 29,78秒　大野　考太　小6
中学生（男子）
50m背泳ぎ　3位 30,64秒　増田　拓真　中3

高校生（男子）
50m自由形　3位 25,67秒　大山　貴大　高3
50m平泳ぎ　3位 31,58秒　泉　　響也　高2
高校生（女子）
50m自由形　　2位 29,59秒　花岡　七帆　高1
50m平泳ぎ　　1位 35,73秒　真鍋　志穂　高1
50mバタフライ　2位 30,20秒　藤中　汐音　高1

　８月１８日（日）　筑豊緑地プールで行われた
大会には、飯塚市は総勢５６名が参加し、９名
が入賞致しました。

結果（上位入賞者）「少年の部」

8月～12月（令和元年度分）に行われた行事の結果を報告します。こんなこともありました!
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第14回飯塚市民総合体育大会

第5回飯塚市民グラウンドゴルフ大会

第14回  飯塚市長旗争奪
嘉飯社会人軟式野球大会

令和元年度 （一社）飯塚市スポーツ協会事業日程及び、大会結果ミドルエイジスポーツ教室ミドルエイジスポーツ教室
　皆さん楽しく元気に参加されています。健康維持の為、新しいことに挑戦してみたい
などの思いを教室に参加して試してみませんか？途中からの参加も大丈夫ですので。
ぜひ１度中をのぞいてみて下さい。
質問・問い合わせお待ちしております。

卓球教室卓球教室

●火曜日コース  9時30分～11時30分
●木曜日コース  9時30分～11時30分
●場　所：飯塚第１体育館　アリーナ
●対象者：飯塚市在住及び近隣市町村者
●受講料：各期4,500円　1期12回

1期3ヶ月・12回コース

【先生のコメント】
ラリー１００回、ショート（バック）、
ツッツキの基本練習で皆仲良く
ラリーを続けて楽しく頑張ってい
ます。

【参加者コメント】
●卓球自体初めてで不安でした
が、みんなで楽しく準備したりラ
リーしたりと集まってする楽しさ
が魅力です。

●最初は全くできず今もまだで
きないですが、それでも楽しくを
モットーに長く続けることが出来
ています。

らくらくリズム体操らくらくリズム体操

●日　時：水曜日
　　　　14時00分から15時30分
●場　所：飯塚第２体育館
●受講料：各期10回　5,000円

１期３ヶ月・１０回コース

【先生のコメント】
楽しく音楽に合わせて身体を動か
しています。皆さん仲良く毎回楽
しい時間となっています。
ご参加お待ちしております！！

【参加者コメント】
●先生のポイントをしっかりと守
り続けることで、体幹を鍛える事
ができ、身体の変化がわかるよう
になりました。
●先生の愛嬌が良く、教室全体の
雰囲気も良く、笑顔で楽しく年中
続けています。

しゃんしゃん動こう体操しゃんしゃん動こう体操
やわらかいボールを使って日常生活では使わない身体の可動域を動かし、骨と体
幹を鍛え、俊敏かつ健康な若々しい身体を取り入れましょう！！

音楽にノッて日頃の運動不足を解消しませんか???　90分の教室が終わった
時、スッキリとした気分になって身体も心もリフレッシュしますよ!!

●日　時：金曜日
　　　　10時00分から11時30分
●場　所：飯塚第２体育館
●受講料：各期10回　4,000円

１期３ヶ月・１０回コース

【先生のコメント】
日頃使わない筋肉をたくさん使っ
て、楽しく身体を動かします。皆さ
ん大笑い、笑顔いっぱいの体操教
室です。是非ご一緒に！！

【参加者コメント】
●瞬発力や判断力が鍛えられ、日
頃の生活において実感できる時
があります。
●集まりがとても楽しく、わきあ
いあいと出来る素敵な教室でず
っと続けます。
●生徒と先生、会話しながら運動し
ています、、、身体より口、、、いや、身
体もしっかりと動かしていますよ！

※全ての教室の途中参加に関しては参加料を残り回数として計算しますので気兼ねなくご参加ください。

８月１８日（日）　飯塚市民総合体育大会開会式を行い。
別日程競技も含め、全２１競技を飯塚市内で開催いたし
ました。

第14回  年齢別ソフトボール大会
第8回リバーサイドウォーキング大会

第14回市民バレーボール大会

１０月１３日（日）　参加１８チーム、A・Bパートに分か
れ各パート熱い試合が繰り広げられました。
優勝チーム  Aパート：新相田チーム　Bパート：三緒浦

１０月２７日（日）　男子７チーム、女子７チーム、合計１
４チームの参加で開催した市民バレーボール大会。今回
優勝を勝ち取ったのは、男女ともに筑穂が優勝という
結果となりました。
優勝チーム　男子：筑穂、　女子：筑穂

市民ソフトバレーボール大会
１１月２４日（日）　参加43チーム、それぞれ参加パート
に分かれ優勝を目指しました。今回は第1・第2体育館を
使ってリーグ戦と決勝トーナメントを開催致しました。
各パートの優勝チーム
Aヤングの部：幸袋池田　Bスポレクの部：小正・堀池
Cシルバーの部：鯰田（畝割・東町） Dファミリーの部：絆

１０月２５日（金）　前日より大雨で当日も降ったり、止
んだりと難しい天気で、グラウンドの状態をみて急遽午
後から開催しました。皆さん笑顔で元気にプレーを楽し
んでいました。
優勝者：中尾 剛さん（ナマズの会）
準優勝者：田島 絹江さん（飯塚スマイル）

第14回飯塚市長杯ジュニア秋季交流大会
軟式野球大会１１月９日（土）、１６日（土）、ソフトボール
大会１１月９日（土）、開会式を穂波野球場で一緒に行い、
野球は穂波野球場・グラウンドにて、ソフトボールは運
動広場を使って大会を行いました。野球１５チーム、ソフ
トボール５チームの参加がありました。
野 球　優勝：飯塚ビーバーズ　準優勝：二瀬スネーク
ソフトボール　優勝：八木山小ソフトボールクラブ
　　　　　　  準優勝：柏の森ソフトボールクラブ

９月１日（日）　初日から
雨の為、日程変更で大会
を開催、決勝が11月17
日（日）と長期日程とな
りました。参加21チーム、
今回優勝したのは「勝　
軍（しょうぐん）」でした。

１０月２０日（日）　
晴天に恵まれ開催。
今回はゴールを飯塚市
市役所に設定、その日
は市役所にて「みんな
の健康・福祉のつど
い」が同時開催で、

ゴール後はイベントに参加してと１日スケジュールがパ
ンパンな日だったんではないでしょうか。

ラージボールは通常のボー
ルより球が大きく、軽い為、

ラリーが続きやすく卓球の楽しさを味わえ
ます！先生、生徒さん達とラリーで一緒に汗
を流しませんか???　※ラケット貸出可能
です。（ラージボール卓球のラケットはラ
バーが違います)

（一社）飯塚市スポーツ協会事務局（飯塚市第1体育館内）
 飯塚市枝国666番地11　　TEL.0948-22-6799



（-社）飯塚市スポーツ協会広報スポ協だより 2020年1月15日(2)第2号 （-社）飯塚市スポーツ協会広報スポ協だより 2020年1月15日(3)第2号

8  

・  

・  
・  
9  
・  

・  

・  

10  

・  

・  

・  

11  

・  

・  

・  

12

第14回飯塚市民総合体育大会

第5回飯塚市民グラウンドゴルフ大会

第14回  飯塚市長旗争奪
嘉飯社会人軟式野球大会

令和元年度 （一社）飯塚市スポーツ協会事業日程及び、大会結果ミドルエイジスポーツ教室ミドルエイジスポーツ教室
　皆さん楽しく元気に参加されています。健康維持の為、新しいことに挑戦してみたい
などの思いを教室に参加して試してみませんか？途中からの参加も大丈夫ですので。
ぜひ１度中をのぞいてみて下さい。
質問・問い合わせお待ちしております。

卓球教室卓球教室

●火曜日コース  9時30分～11時30分
●木曜日コース  9時30分～11時30分
●場　所：飯塚第１体育館　アリーナ
●対象者：飯塚市在住及び近隣市町村者
●受講料：各期4,500円　1期12回

1期3ヶ月・12回コース

【先生のコメント】
ラリー１００回、ショート（バック）、
ツッツキの基本練習で皆仲良く
ラリーを続けて楽しく頑張ってい
ます。

【参加者コメント】
●卓球自体初めてで不安でした
が、みんなで楽しく準備したりラ
リーしたりと集まってする楽しさ
が魅力です。

●最初は全くできず今もまだで
きないですが、それでも楽しくを
モットーに長く続けることが出来
ています。

らくらくリズム体操らくらくリズム体操

●日　時：水曜日
　　　　14時00分から15時30分
●場　所：飯塚第２体育館
●受講料：各期10回　5,000円

１期３ヶ月・１０回コース

【先生のコメント】
楽しく音楽に合わせて身体を動か
しています。皆さん仲良く毎回楽
しい時間となっています。
ご参加お待ちしております！！

【参加者コメント】
●先生のポイントをしっかりと守
り続けることで、体幹を鍛える事
ができ、身体の変化がわかるよう
になりました。
●先生の愛嬌が良く、教室全体の
雰囲気も良く、笑顔で楽しく年中
続けています。

しゃんしゃん動こう体操しゃんしゃん動こう体操
やわらかいボールを使って日常生活では使わない身体の可動域を動かし、骨と体
幹を鍛え、俊敏かつ健康な若々しい身体を取り入れましょう！！

音楽にノッて日頃の運動不足を解消しませんか???　90分の教室が終わった
時、スッキリとした気分になって身体も心もリフレッシュしますよ!!

●日　時：金曜日
　　　　10時00分から11時30分
●場　所：飯塚第２体育館
●受講料：各期10回　4,000円

１期３ヶ月・１０回コース

【先生のコメント】
日頃使わない筋肉をたくさん使っ
て、楽しく身体を動かします。皆さ
ん大笑い、笑顔いっぱいの体操教
室です。是非ご一緒に！！

【参加者コメント】
●瞬発力や判断力が鍛えられ、日
頃の生活において実感できる時
があります。
●集まりがとても楽しく、わきあ
いあいと出来る素敵な教室でず
っと続けます。
●生徒と先生、会話しながら運動し
ています、、、身体より口、、、いや、身
体もしっかりと動かしていますよ！

※全ての教室の途中参加に関しては参加料を残り回数として計算しますので気兼ねなくご参加ください。

８月１８日（日）　飯塚市民総合体育大会開会式を行い。
別日程競技も含め、全２１競技を飯塚市内で開催いたし
ました。

第14回  年齢別ソフトボール大会
第8回リバーサイドウォーキング大会

第14回市民バレーボール大会

１０月１３日（日）　参加１８チーム、A・Bパートに分か
れ各パート熱い試合が繰り広げられました。
優勝チーム  Aパート：新相田チーム　Bパート：三緒浦

１０月２７日（日）　男子７チーム、女子７チーム、合計１
４チームの参加で開催した市民バレーボール大会。今回
優勝を勝ち取ったのは、男女ともに筑穂が優勝という
結果となりました。
優勝チーム　男子：筑穂、　女子：筑穂

市民ソフトバレーボール大会
１１月２４日（日）　参加43チーム、それぞれ参加パート
に分かれ優勝を目指しました。今回は第1・第2体育館を
使ってリーグ戦と決勝トーナメントを開催致しました。
各パートの優勝チーム
Aヤングの部：幸袋池田　Bスポレクの部：小正・堀池
Cシルバーの部：鯰田（畝割・東町） Dファミリーの部：絆

１０月２５日（金）　前日より大雨で当日も降ったり、止
んだりと難しい天気で、グラウンドの状態をみて急遽午
後から開催しました。皆さん笑顔で元気にプレーを楽し
んでいました。
優勝者：中尾 剛さん（ナマズの会）
準優勝者：田島 絹江さん（飯塚スマイル）

第14回飯塚市長杯ジュニア秋季交流大会
軟式野球大会１１月９日（土）、１６日（土）、ソフトボール
大会１１月９日（土）、開会式を穂波野球場で一緒に行い、
野球は穂波野球場・グラウンドにて、ソフトボールは運
動広場を使って大会を行いました。野球１５チーム、ソフ
トボール５チームの参加がありました。
野 球　優勝：飯塚ビーバーズ　準優勝：二瀬スネーク
ソフトボール　優勝：八木山小ソフトボールクラブ
　　　　　　  準優勝：柏の森ソフトボールクラブ

９月１日（日）　初日から
雨の為、日程変更で大会
を開催、決勝が11月17
日（日）と長期日程とな
りました。参加21チーム、
今回優勝したのは「勝　
軍（しょうぐん）」でした。

１０月２０日（日）　
晴天に恵まれ開催。
今回はゴールを飯塚市
市役所に設定、その日
は市役所にて「みんな
の健康・福祉のつど
い」が同時開催で、

ゴール後はイベントに参加してと１日スケジュールがパ
ンパンな日だったんではないでしょうか。

ラージボールは通常のボー
ルより球が大きく、軽い為、

ラリーが続きやすく卓球の楽しさを味わえ
ます！先生、生徒さん達とラリーで一緒に汗
を流しませんか???　※ラケット貸出可能
です。（ラージボール卓球のラケットはラ
バーが違います)

（一社）飯塚市スポーツ協会事務局（飯塚市第1体育館内）
 飯塚市枝国666番地11　　TEL.0948-22-6799



いいしんは、
スポーツの推進を
応援しています

2020年1月15日(4)第2号 （一社）飯塚市スポーツ協会広報スポ協だより

　昨年はラグビーワールドカップで日本中を盛り上
げる活躍を日本代表の「ブレイブブロッサムズ

（Brave Blossoms）」（勇敢な桜戦士）が見せてくれました。そして今年はい
よいよ２０２０東京オリンピックイヤーです。ラグビー以上の盛り上がりを日
本中に様々な競技で起こしてもらいたいと希望をよせます。７月２２日から
ソフトボールとサッカーが始まり、開会式は７月２４日の予定です。今年は間
違いなくスポーツの年となるでしょう！昨年以上に（一社）飯塚市スポーツ協
会も皆様と一緒にスポーツを楽しみ提供できるように努めていかせて頂き
ます。年２回のスポ協だより、スポーツ協会のホームページで情報発信させて
頂きますのでご覧ください。

スポーツと健幸の未来を創る・爽健
明けましておめでとうございます。
　本年度、「一般社団法人 飯塚市スポーツ協会」へと移行し、体制も新たになり、ここまで無事各事業を開催出来まし
たこと、まずもって市民の皆様のご協力、各関係団体、関係者の方々のご協力に感謝し、御礼申し上げます。
　新年を迎え、私ども協会もテーマとしております「さあ始めましょう、スポーツを」を更に推し進め、皆様の健康増
進の一翼を担えればと考えております。
　現在、高齢化社会により人生100歳の長寿社会と言われるなか、長寿は非常に喜ばしいことではありますが肉体の
衰えからは逃れることは出来ません。人生を楽しむうえで色々考えられることはあると思いますが、年齢に合わせ、
運動や食習慣を見直し、適度な運動、適度な食生活から、健康づくりに取り組んでみてはいかがでしょうか。
　私どもは、「年を重ねてからでも健康な身体でいたい」と誰もが願われるものの支援に取り組み、一人ひとりが更な
る健康につながる「健幸教室事業」等にも取り組んでおりますが、これからも、より生涯スポーツの環境づくりに情熱
を傾けてまいる所存でございます。
　いよいよ今年はスポーツの祭典である東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。「さあ始めましょう・・・
健幸に繋がるスポーツを！」
　皆様におかれましても、今年こそは自分にあったスポーツを見つけ、取り組んでみられてはいかがでしょうか。

飯塚市あるこう大会健幸ウォーキング
3月1日（日）開催
飯塚市あるこう大会健幸ウォーキング
3月1日（日）開催

（一社）飯塚市スポーツ協会
会　長　福  田　良  人

編集 後記

一般社団法人理事紹介
　【代表理事】　福田　良人
　【理　　事】　杉村　明・土居　勝政・後藤　直巳・藤川　隆人・高木　俊巳・畠中　光市

　飯塚市長杯ジュニアサッカーも10回目となりま
した。多くの方々の協力・サポートのおかげで続けて
これたことに感謝です。天然芝のグラウンドで元気
いっぱいに走り回る少年たちの姿を今回も楽しみに
しております。

第10回飯塚市長杯ジュニアサッカー大会
2月15日（土）・16日（日）開催
第10回飯塚市長杯ジュニアサッカー大会
2月15日（土）・16日（日）開催

令和元年度
スポーツフェスタ・ふくおか「福岡県民体育大会」
スポーツの総合祭典第６回市町村対抗「福岡駅伝」

　昨年は雨天中止となったあるこう大会ですが、今年も
開催させて頂きますので多くの方のご参加お待ちしてお
ります。詳しくは２月以降に情報公開致します。２月の市
報、一般社団法人飯塚市スポーツ協会のHP等で告知させ
て頂きます。飯塚市内を仲間や家族と一緒に歩いてみて
はいかがでしょうか！

　１１月１７日（日）県営筑後広域公園にて開催、大会当日は晴天に恵
まれ、飯塚市は総合１３位、市の部では１０位と昨年を大きく上回る
成績を収めました。
　飯塚市内在住で５キロ１５分台で走れる自信のある方、どうぞご連
絡ください。一緒に上位を目指しましょう！！

令和元年度 スポーツフェスタ・ふくおか
第６２回福岡県民体育大会秋季大会
　９月２１日（土）・２２日（日）で開催の秋季大会ですが、台
風の影響で一部競技を中止、また室内競技においては一部
競技の決勝戦を実施しない状態で行われました。
結果
・バドミントン競技　壮年男子B　第２位
・バスケットボール競技　青年男子の部　優勝

令和元年度 スポーツフェスタ・ふくおか
第６２回福岡県民体育大会夏季大会
水泳競技

（一社）飯塚市スポーツ協会広報スポ協だより
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この紙面へのお問い合わせまたは
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（一社）飯塚市スポーツ協会事務局(飯塚第1体育館内)
飯塚市枝国666番地11　TEL.0948-22-6799

※決勝は実施無い為、春日市と同着優勝、１１月に東京で
　行われる第６８回全国青年大会に抽選の結果福岡県第２代表として出場しました。

小学生4年生以下（男子）
50m背泳ぎ　3位 39,19秒　佐々木　太一　小4
小学生5年生～6年生（男子）
50m自由形　2位 29,67秒　手嶋　慶二　小6
　　　〃　　3位 29,78秒　大野　考太　小6
中学生（男子）
50m背泳ぎ　3位 30,64秒　増田　拓真　中3

高校生（男子）
50m自由形　3位 25,67秒　大山　貴大　高3
50m平泳ぎ　3位 31,58秒　泉　　響也　高2
高校生（女子）
50m自由形　　2位 29,59秒　花岡　七帆　高1
50m平泳ぎ　　1位 35,73秒　真鍋　志穂　高1
50mバタフライ　2位 30,20秒　藤中　汐音　高1

　８月１８日（日）　筑豊緑地プールで行われた
大会には、飯塚市は総勢５６名が参加し、９名
が入賞致しました。

結果（上位入賞者）「少年の部」

8月～12月（令和元年度分）に行われた行事の結果を報告します。こんなこともありました!


