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コロナ禍を経て、

各競技が本格始動！

熱
戦
繰
り
広
げ
る

コロナ対策を講じ、

第17回射水市民体育大会28競技、射水市スポーツ少年団総合選手権大会6競技

を4月から市内一円（一部市外開催）で新型コロナ対策を講じた上、開催しています。

各競技では、選手たちがこれまでの練習の成果を発揮し、熱戦が繰り広げられて

おり、来年2月まで試合が行われます。

また、新湊アイシン軽金属スポーツセンター武道館壁面に大会フォトコーナーを

設けました。選手たちの活躍をご覧ください。

なお、公式インスタグラム、Twitter、Facebook ページでも公開しています。

射水市体育協会では、令和 4 年 3 月

からスポーツ情報の発信を目的に公式

Twitter をスタートしました。各種大

会などの様子をアップしています。

皆さん、フォローお願いします！！

公式Twitter はじめました

アカウント：@imizu_spo

任期満了等に伴い、 役員改選を行いました。

【新役員】    

副会長 久々江    豊　（教育委員会）

副会長 松嶋　　　 智　（中学校体育連盟） 

理事 田畑　　光隆　（企業関係代表） 

理事 盛田　　祥司　（大門地区）

理事 高田　　裕幸　（柔道）

理事 松本　　正孝　（パークゴルフ）

理事 清水　　正美　（スポーツ推進委員協議会） 

  

監事 𠮷田　　考志　（小杉地区）

監事 渡邉　　昇信　（射水市）

役員改選のお知らせ

射水市スポーツ少年団指導者表彰
射水市スポーツ少年団では、令和 4 年度指導者表彰で 2 名の指導者を表

彰しました。各単位団指導者として永年にわたり、団員への指導や競技の

普及に尽力された方々です。

【20年表彰】 

小杉少年柔道クラブ 津田　克浩

【10年表彰】

大島フェニックス 石灰　功征

スポーツ
少年団

団員募集
中！！

射水ケーブルネットワーク新番組

射水市スポーツ少年団には、12種目49 単位団が加

盟しており市内で活動しています。

各単位団では、「スポーツをやってみたい！！」と

思っている子どもたちを待っています。

各単位団の情報は、ホームページに掲載している団

員募集広報をご覧ください。

射水ケーブルネットワークの新番組「いくぜ！スポーツキッズ」の放送

が 5 月からスタートしました。この番組では、大好きな仲間たちと楽しく

活動するスポーツ少年団を紹介しています。スポーツ大好きな子どもたち

の楽しそうな様子や、夢や目標に向かって練習に励む若きアスリートの姿

など、子どもたちのスポーツにかける想いや意気込みをぜひご覧ください。

令和 4年度

仲間がキミを待っている！
　　一緒にスポーツを楽しもう！
仲間がキミを待っている！
　　一緒にスポーツを楽しもう！



多種多様なトレーニングマシンを

取り揃えています。 また、 飛沫防

止用パーテーションを設置し、 定

期的にスタッフが消毒を行っておりま

すので、 安心してご利用ください。

お得な回数券や定期利用券も

ご用意しております。

毎回、加盟団体の活動を順番に紹介するこのコーナー

当協会ホームページでは各団体が活動内容を掲載しているので、そちらもチェック！　　

本江地区体育協会は、体育の普

及を通じて地区住民の健康増進と親

睦を図ることを目的として活動して

います。

新型コロナウィルスの影響で、昨年は

開催中止にはなりましたが、毎年住民運動会では、本江・足洗・

針山・中新・道番・足洗新町の6チームおよそ500人が、地

域の誇りをかけて本気で激突します。一方、お子さんやお年

寄りの競技には温かい声援がグラウンドに響き、閉会後には

みんな笑顔で本江地区の絆が強くなっています。

これからも安全を第一にみんなで知恵を出し、子どもから

お年寄りまで交流できる本江地区を目指していきますので、

引き続きご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

本江地区は
ここ！

本江地区体育協会射水市バドミントン協会

本気の住民運動会で地区の絆を深めています。本気の住民運動会で地区の絆を深めています。全国レベルの若き選手たちに注目！全国レベルの若き選手たちに注目！

4月24日（日）、新湊アイシン軽金属スポーツセンターで令和4年度射水市スポーツフェスタ総合開会式を開催し、競技団体や地区ス

ポーツ団体、スポーツ少年団など 76 団体、350人が今年一年の活躍を誓いました。

また、同日、射水スポーツデーを3年ぶりに開催しました。今回は、ハンドボールやカローリング、ニュースポーツなどの体験ブー

スを設け、多くの子どもたちが楽しく体験しました。

選手宣誓 /　

誓いの言葉宣誓 /

エアボールゲーム ハンドボール ボッチャ ＰＬＡＹ＆ＳＴＡＹ

竹内　駿 選手 大井　紘 選手 竹澤徹真 選手 北條芽衣 選手 田中圭那 選手

卓球競技　　髙田陽斗 選手 （大門中） ・ 江尻萌々花 選手 （大門中）

射水市バドミントン協会では、昨年も

コロナ感染予防のため大会の中止が続

き、活動の自粛もありましたが、小学生

は 2名の選手が、日本一となった富山県

男子チームの一員として活躍するなど、多くの選手が育っ

てきました。社会体育化を見据えた中学校の活動も進み、

今後の発展が期待されます。

今年度は、昨年は中止になった年代別大会の海王丸カッ

プや姫野杯ミックスダブルス大会の開催で、もっと多くの

県と交流できることを祈り、これからもジュニアの育成と、

多年代の方々が楽しくバドミントンできる場の提供に取り

組んでいきたいと思います。

ジュニアスイミング

成人スイミング

ピラティス教室

年齢別特性 ・ 発育発達段階を踏まえた無理のない指導で水泳技

術習得を目指します。

水泳技術習得はもちろんのこと、 お子様の 「自主性」 を高めなが

ら 「社会性」 ・ 「協調性」 を養います。

全く泳げないという方も水慣れからスタート。 個々のレベルに合わせ

た指導で安心です。 健康な体づくり、 ストレス発散にも効果的です。

簡単な動きや水中ウォーキングを楽しみ、 筋力アップや運動不足の

解消を目指すクラスもあります。

月 ・ 水 ・ 木 ・ 金　

毎月第２ ・ ４日曜 ・ 水曜

高校生以上

６回券 6,000 円

１回券（体験） 2,000 円

※各教室の詳細はＨＰまたは受付で

　　ご確認ください。

海竜スポーツランドで
運動不足解消＆気分リフレッシュ

（水中運動教室） 体験
1回無料

月 ・ 水 ・ 木 ・ 金 ・ 土　開催日

対象

料金

料金

対象

入会登録料　 3,300 円

月会費 週１回 6,050 円

 週２回 8,250 円

 週３回 10,450 円

４歳～中学生

高校生以上

入会登録料　 3,300 円

月会費 週１回 4,950 円

 週２回 6,050 円

 週３回 7,150 円

1回券
450 円

トレーニング
エリア

お腹周りが気になる方に
オススメ★

ロータリートーソ

太もも全体をバランスよく鍛
えたい方にオススメ★

トータルヒップエリプティカル

海竜スポーツランド
〒933-0222　富山県射水市海竜町 29 番地

TEL:0766-86-8310　FAX:0766-86-8311

休館日 ： 毎週火曜日 ・ 年末年始

膝にも優しく、 上半身も動
かせる全身運動です★

一部マシーンをご紹介！

体験
1回無料

開催日

対象

開催日

対象

料金

新規会員募集
ジュニアスイミング

年齢別特性 ・ 発育発達段階を踏まえた無理のない指導で水泳技

体験
1回無料

新規会員募集新規会員募集新規会員募集新規会員募集


