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H１２/９ ｽﾎﾟｰﾂ振興基本計画策定（文） H１８/９ ｽﾎﾟｰﾂ振興基本計画改訂（文） H２３/３ ｽﾎﾟｰﾂ基本法施行(文）

H２４/３ ｽﾎﾟｰﾂ基本計画（文）

H１３～ ｽﾎﾟｰﾂ振興２００１（体） H２０～ ｽﾎﾟｰﾂ振興２００８（体） H２５～ ｽﾎﾟｰﾂ推進２０１３（体）（21世紀の国民ｽﾎﾟｰﾂ推進方策）

H２２/４ 新しい公共円卓会議（内閣府）

H２３/７ ｽﾎﾟｰﾂ宣言日本（体）

Ｈ16/1～ エアロビ（わくわくコース）

H16/5～ ほっぷ・すてっぷ

Ｈ17/10～ 楽らくコース

Ｈ18/9～ テニス教室（子ども） H25/4～ バランスボール教室

H21/4～ スポンジテニス教室

H23/10～ ピラティス

H24/1～ ソフトテニス

H24/4～ 大人の体操教室

H20/4～ テニス教室（大人）

H18/1～ 複合スポーツ

H27/2～ バドミントン
H20/4～

H21/3 ｸｯｷﾝｸﾞ

H24/1～ 卓球

H24/1～ メルトンテニス

H21/6～H26/3 土っ子クラブ

H26/5～ 女子力ＵＰ講座

H26/11～ 男性体幹力ＵＰ講座
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昭和54年 第1回 ～ ◭
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体育祭 ： 平成11年 第21回

□8/22～23 □8/21～22
□8/6～7 □8/18～19 □8/17～18 □8/16～17 □8/22～23 □8/27～28

□2/15～16 □2/20～21

□7/19～20 □8/2～3 □7/16～18

□11/22～23 □11/2～3 □11/7～8

☆
H18/4/23 設立～ ⇒     自立化運営

自立支援委託事業 被災地の総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ活動基盤強化委託事業
H13/11～ ドイツ視察報告(清水)⇒

設立準備検討委員会

H16/4～

設立準備委員会活動

（文）: 文部科学省

（体）: 日本体育協会

 

会長 木村 統 

  

  

 清水さんのドイツ視察報告をきっかけに、スタッ

フの皆さんがここ滑川地区にヨーロッパ型の種目に

特化しない、地域の方々が生涯を通じて楽しく健康

づくりが出来るスポーツクラブを立ち上げようと奮

闘し始めてから早いもので10年が経ちました。 

 私は10年前に、スポーツは運動だけに限らず文化

的なことも含めて心と身体で楽しむことだとスタッ

フの皆さんに教えられ、イベントの担当として、子

どもたちに本物の自然体験と人との関わりを伝えら

れたらと、微力ではありますが協力させていただい

て来ました。 

 そしてこれからの10年間、障害を持つ方々も含め

たバリアフリーな環境と、クラブハウスを拠点とし

た心も身体もリフレッシュできる環境づくりを目指

して、スタッフの皆さんと心を一つに進んで行けた

らと考えております。今後ともよろしくお願い致し

ます。 

 

日立市教育委員会 

教育長 中山 俊恵 

  

 このたび、滑川ファミリースポーツクラブが設立１０

周年を迎えられましたことを心からお祝い申し上げます。 

  木村会長を始め、クラブ関係者の皆様におかれまして

は、地域住民の健康増進や体力向上、クラブ活動を通し

た絆づくりや地域の活性化に多大なるご尽力をいただき、

深く感謝申し上げます。 

 総合型地域スポーツクラブは、地域住民の力で運営し、

育て、発展させていく、地域主体型のクラブです。地域

の方々が力を合わせ、地域の声に寄り添って活動してい

く中で、人々の絆がより強固なものとなり、地域への愛

着も深まっていくことが、総合型地域スポーツクラブな

らではの良さと感じております。 

 引き続き、地域に密着した活動を継続され、滑川ファ

ミリースポーツクラブが理念としている、地域の方々が

ここに住んで良かったと思えるまちになりますよう願っ

ております。 

 結びに、滑川ファミリースポーツクラブのますますの

ご発展と、クラブに携わる皆様のご健勝、ご活躍をお祈

り申し上げ、お祝いの言葉といたします。 

     

 

滑川学区コミュニティ推進会 

会長 遠藤 進 

  

 滑川ファミリースポーツクラブが設立１０周年を

迎える事ができましたことに対しお喜び申し上げる

と共にクラブを支えられた皆様に感謝申し上げます。 

 平成１２年に総合型地域スポーツクラブの設立の

話があり、滑川コミュニティ推進会の体育部で話し

合いを持ちました。しかし、補助金、会費、指導者

等への謝金等、コミュニティの経営と異なるため、

役員会の意思として交流センターの自主グループ扱

いとすることを決めました。その後、平成１３年１

１月に設立準備検討委員会を立上げ、平成１８年４

月に設立にいたりました。 

 平成２４年には文部科学大臣による表彰を受けま

した。スポーツの普及と振興に尽力し他の模範とし

ての受賞です。 

 当初、全小学校区に普及させたい意向であった日

立市ですが、現在、滑川、塙山と十王の３学区しか

設立しておりません。 

 滑川はスポーツ振興のため今後益々発展すること

と信じております。これからも、少年達に未来への

夢を与えてほしいと願っております。 

 

クラブ顧問（前会長） 永山 堯康 

  

  

 地域が運営主体の総合型地域スポーツクラブ、「滑川ファミリー

スポーツクラブ」が県北地区にはじめて誕生して今年で１０周年を

迎えました。 

 平成１６年設立準備期のプレ事業、中高年健康体操教室は１９名

でスタート、平成１８年の設立時には３４７人、現在１０種目３５

教室において約５００人の会員が連日スポーツと交流を楽しむ大き

なクラブに成長しました。これもひとえに地域の皆様のご理解、地

区のコミュニティや小・中学校、そして教育委員会、体育協会など

の多くの関係者の皆様のご支援、ご協力によるものと深く感謝を申

し上げます。 

 私は、初代の会長として、健康の維持増進や交流の拠点となって

いるドイツのスポーツクラブを手本とし、「地域に住むすべての人

が友だちに、そして健康になり、住んでよかったと思えるまちづく

り」を実現するため、志を共にするクラブの仲間とともに取組を進

めてきました。 

 次のステージでは、若い世代を主役として、一層地域との連携強

化を図り、教室の拡充やクラブハウスの設置を実現し、さらに多く

の皆様がクラブライフを堪能し、充実した日々を送ることができる

環境を整えてまいりたいと思います。 

 引き続きましてのご支援、ご協力をお願いいたします。 

 
★クラブが掲げる４つの理念★ 

①毎日を健康で楽しく過ごそう！ ②家族の絆を強めよう！ ③住んで良かったというまちをつくろう！ ④地域に住む人全員が友だちになろう！ 
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４ ３ 

魅力ある教室 
～仲間づくり・絆～ 

バドミントンでお父
さんに勝ちたいです。 
 よしなり なつみちゃん 

よき指導者、よき仲間に
出会え、毎週楽しくあっ
という間に10年がすぎま
した。 
これからも続けていきた
いです。   W.Sさん 

10周年早いものですね。
先生や他の皆様と楽しみな
がら体操をしていると、と
ても身体が楽になり、気分
が良くなります。雰囲気も
良いので、又、元気に続け
ていこうと思っています。         
        I.Mさん 

バドミントンが上手
になって、6年生に試
合で勝ちたいです！ 
  よしなり まなみちゃん 

先生、スタッフの皆様とコ
ミュニケーションが良く毎
回楽しく、幸いに自分も健
康ですごせた事が続けられ
た理由かと思います。これ
からも出来るだけ長く続け
たいと思いますので、よろ
しくお願いします！            
        A.Sさん 

来年の市民卓球大会に
出たいです。  
 わたなべ ともひとくん 

友人に誘われて入会。先
生のご指導の下、運動す
る事の重要性を知ること
になりました。リズムに
合わせて体を動かし、先
生のお話を聞いたりと楽
しく永続することになり
ました。   M.Kさん 

あなたの夢は？ 10年続けられた理由 



スキー教室/2006～ 

遊びランド（寺小屋） 

/2012・2013 

ずっとたいそうをつ 

づけて、いろいろな 

ことができるように 

なりたいです。 

 たかはし ゆなちゃん 

キックベースボール/2006 

ワンポイント食育講座「旬を楽しもう」 

藤野真紀子氏/2008 

テニスが 

もっと上手に 

なりたいです。 
緑川 和実ちゃん 

 

キャンプあだたら/2009・2010 

テニスフェスティバル 

/2011・2012・2014 

先生や仲間がとても良く

て楽しく続けられました。 

これからもよろしくお願

いいたします。 

       K.Mさん 

ウィンターキャンプ/2014・2016 

体力の衰えは運動不足が 

原因。継続することで健 

康な体を保持できるよう 

メンバーと楽しく頑張っ

ていきたいと思います。 

       T.Tさん 

先生をはじめ良き仲間に 

出逢いとても楽しく運動 

をしています。 

これからもヨロシクお願

いします。  A.Mさん 

野球やテニス、サ 

ッカーなどなんで 

もできるようにな 

りたい。 

  ひらさわ ゆなちゃん 

テニスキャンプ 

/2012・2014・2015 

土っこくらぶ収穫祭/2014・2015 サマーキャンプ/2014・2015 

世界を感じる講演会 

ーワールドカップ 

  の舞台裏ー 

池田浩氏/2014 

フルートとギターのデュオコンサート

池田さく子氏・益子俊雄氏/2007 

 

東日本大震災にもめげずに 

チャリティーイベント 

「みんなで元気に！ストレッチをしよう！」 

本多奈美氏/2011 

５ ６ 

いろんなスポーツ 

にチャレンジして 

いきたいです。 
しのはら たいがくん 

 

良き指導者、仲間に囲ま

れて楽しい教室です。こ

れからも体力の続く限り

楽しんで行きたいと思い

ます。10周年おめでとう

ございます。 N.Tさん 

多彩なイベント 
～心の栄養～ 

ダンボールハウスキャンプ/2011～ なめかわフェスタ/2011～ 

もちつき/2012～ 


