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TOPIX‼TOPIX‼
今夏から当協会でSNS運用を開始！
各種スポーツイベントや加盟団体の活動など、
スポーツをやる人もそうでない人も役に立つ情報
を発信していきます！

当協会設立を記念して
「MORIYAリレーマラソン」を開催しました。
詳しくは中面をチェック！

□発行　一般社団法人　守谷市スポーツ協会　守谷市大柏９５０番地の１　TEL:0297-38-7735



　日頃から、守谷市スポーツ協会の活動や運営にご理
解とご協力を頂き心から感謝申し上げます。 　
　さて、ここ数年新型コロナウイルス感染症の影響に
より、当協会主催事業であります「守谷ハーフマラソ
ン」をはじめ、全国的にも各種スポーツ大会やイベン
トが、中止または延期を余儀なくされております。 
　しかしながら、コロナ禍３年目の今春あたりから、
感染防止対策を徹底した上で、少しずつではあります
が、活動が再開し始めてきており、改めてスポーツの
大切さを実感しております。 　
　本年度は、３年ぶりに「守谷ハーフマラソン」の開
催を決定いたしました。 大会においては、感染対策
を徹底するとともに、安全・安心な大会運営に努める
ため、準備を進めてまいりますので、皆様のご参加を
心よりお待ち申し上げます。 　
　昨年は、活力ある地域社会の形成・発展に寄与する
ことを目的に、「（一社）東京グリーンスポーツリンク」、 

「（一社）アジア人財教育開発機構」と当協会を含む３

者協定を締結しました。 　
　また、さらなる持続可能なスポーツ振興へつなげて
いくために、この３者で合同会社を設立し、スポーツ
や教育、福祉を通じた「地域活性化」を目指して、協
働事業を展開してまいります。
　さらには、常総運動公園と常総広域地域交流セン
ターの指定管理者である「常総アップサイクルパーク
共同事業体」、「守谷市」と当協会を含む３者協定を締
結し、常総広域圏内のスポーツ振興や活性化を目指し
ます。 　
　今後、企業と連携・協力しながら、地域スポーツの
統括として、「スポーツの街もりや」の実現を目指す
所存であります。 
　結びに、当協会の活動にご理解を頂いておりますす
べての皆様の健勝・ご活躍をご祈念申し上げますとと
もに、今後も変わらぬご支援のほどよろしくお願い申
し 上げます。

　守谷市スポーツ協会では、新たな取り組みとして、
民間企業と協同し、合同会社を設立しました。守谷市
民（ジュニアからシニアまで）の健康づくりの推進や
体力向上を図ること等の促進、またそれを行えるだけ
の環境整備やスポーツ振興事業を主たる目的とし、ス
ポーツやその教育を通じて「地域の創生と活性化」を
図ることを視野に入れて、事業化に向け邁進します。
isc 合同会社
住所：茨城県守谷市百合ヶ丘２丁目 2743 番地
【合同会社をスポーツ協会と共に設立する法人】
〇一般社団法人 東京グリーンスポーツリンク
〇一般社団法人 アジア人財教育開発機構

　スポーツ協会は他社との協働事業により収益化し、
更なる持続可能なスポーツ振興へつなげていきます。
特に国が提言する休日の部活動を学校主体から地域主
体にすることを柱とした部活動改革案があり、守谷市
のスポーツ協会が主体となり事業化を進めていきます。
【合同会社で行う予定の事業】
＜子ども＞
①小・中学校の先生方の働き方改革における部活動の

委託事業
②小学生も加えた各種スポーツクラブの設立
＜高齢者＞

①後期高齢者となる65歳以上の高齢者のスポーツ振興
②シニア世代の市民が介護や医療を必要とした場合

は、介護の力により包括的に地域を支えていき、自
宅で健康に生活できるような訪問系の介護事業
＜障がい者＞
①障がい者の市民の方々の健康づくりや体力向上もス

ポーツの力で促進。
②障がい者の方々が安心して暮らせるように、単純作

業だけでなく、個性を生かせるように様々な職業（農
業他）の訓練を実施し、その方の可能性を広げなが
ら地域と共生していく事業。

更なるスポーツ振興と事業化に向けて

スポーツを中心とした地域の創生と活性化　民間企業と協同し、合同会社を設立

一般社団法人　守谷市スポーツ協会
会長　又耒　成人会長挨拶

左から （一社）アジア人財教育開発機構　青木代表理事、
 （一社）守谷市スポーツ協会　又耒代表理事、
 （一社）東京グリーンスポーツリンク　鈴木代表理事
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　新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止と

なった「第 38 回守谷ハーフマラソン」の代替えとし

てオンラインマラソン（2022 年２月 26 日（土）～

３月 11 日（金））を実施しました。

　オンラインマラソンは、指定のスマホアプリを使用

した GPS 計測によりタイムや順位が決まり、期間内

であれば好きな時間・好きな場所で何度でも挑戦する

ことが出来ます。

　本大会では、北は北海道、南は鹿児島県まで全国各

地から 224 名が出走。それぞれの参加者が全国各地

を駆け抜けました！

　令和３年 10 月 23 日（土）、（一社）守谷市スポー

ツ協会設立を記念して「MORIYA リレーマラソン」

を開催しました。

　常総運動公園内に作られた１周 2.0km のコースを、

小学生以上２～８名で編成されたチーム内でタスキを

繋ぎます。３時間走り続け、１番周回数の多かったチー

ムが優勝ですが、ランナーの交代はチーム内で何度も

行うことができるユニークで楽しいルールです。

　家族や職場の仲間など、県内各地から 36 チーム（市

内 12 チーム）が参加。

　また、ハロウィンが近いこともあり、仮装しながら

楽しく参加しているチームも多くみられました。

　最後はチーム全員でゴール！！笑顔が溢れる大会と

なりました。

オンラインマラソン実施！ （10km タイムアタック）

MORIYA リレーマラソンを開催しました！当協会初！
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　守谷市軟式野球連盟は、軟式野球を通じて市民の体
力向上と健全な精神を育成し、市民相互の親睦を図る
ために活動しています。その目的を達成するために、
春季・秋季の市民野球大会を開催しています。
　春季大会は、５月第２週の日曜日に開幕し、毎日曜
日が開催日となっています。大会の上位チームは、「取
手市・守谷市・利根町大会」に出場することが出来ます。
　秋季大会は、教育委員会主催大会となり、９月第１
週の日曜日が開幕となります。
　現在当連盟では、野球の審判員を募集しています。
審判員の資格を持っている方、資格はないが審判員を
やってみたいという方は連盟事務局までご連絡をいた
だきますようお願いいたします。
●連絡先　守谷市軟式野球連盟　事務局　宮本
　　　　　☎ 090-8580-1422

－本当の強さを求める－
　少林寺拳法は、他人を蹴落として自分だけが強くな
りそれを自慢するために行うものではありません。相
手を倒すことが「強さ」なら、素手よりも武器や凶器
など他の道具を使えばだれでも強くなれるわけです。
少林寺拳法の技は、いざという時に素手で自分の身を
守れるという自身を持つことができれば十分です。本
当の「強さ」とは、力の強さでも、技のうまさでもあ
りません。いつでも自分を寄り所にできる「うぬぼれ
でない自信」をもつことが「本当の強さ」の正体なの
です。そして、その自信の中から、はじめて勇気が生
まれ、正義感にあふれた行動力がわいてくるのです。
また、少林寺拳法は多くの仲間をつくることが目的で
す。そしてその仲間は「本当の強さ」を身に付けた仲
間です。相手の存在を自分の拠り所とするもの同士で
はなく、それぞれが主体性をもち、何事も他人のせい
にせず、常に自分を創造進化させてゆく仲間。この仲
間作りこそ争いを無くし真の平和を構築できる手段で
す。また、古書に「武は撫なり、止戈なり、禍乱を鎮
撫するなり、禍乱を平定して、人道の本に復せしめ、
敵を愛撫統一することが武の本義なり」とあります。
即ち、武の意義は争いを求めたり、敵を倒し敵に勝つ
ということにあるのではなく、争いを止め平和を構築
し文化の発展に貢献する和協の道を表わした道徳的内
容を持つものなのです。これはまさに少林寺拳法の目
的に合致しているところです。わたしたちはこの少林

寺拳法を「真の武道」と位置づけ日々修行に励んでお
ります。
　少林寺拳法の真の目的を理解共鳴される方々の参加
をお待ちしております。
守谷市少林寺拳法の活動状況
●練習日　火、木、土

（少年部：スポーツ少年団加盟、一般部）
●時　間　火・木　19 時～ 20 時 30 分

土　小学生まで　　　９時～ 10 時 30 分
　　中学生以上一般　９時～ 12 時
　　※但し土曜日は不定期

●場　所　御所ヶ丘中学校　武道場
毎週火曜日、木曜日
※（但し第１、第３火曜日を除く）
北守谷公民館　多目的ホール
第１、第３火曜日
専有道場（守谷市松前台 2-7-11）
土曜日

●会　員　年齢は問わず、それぞれの体力、運動能力
に合わせて無理なく続けられるように工夫
しています。

●見　学　見学は自由。事前連絡は特に必要ありませ
ん。思い立ったときにおいで下さい。
ただし、連絡いただければこちらも心構え
をしておきます。

●連絡先　守谷市少林寺拳法協会　代表　米地明彦
（少林寺拳法守谷市スポーツ少年団支部長、
少林寺拳法茨城守谷道院道院長、正範士七
段、少林寺拳法ナショナル考試員・審判員）
☎ 090-4952-0999
少林寺拳法公式サイト
http://www.shorinjikempo.or.jp/

　「守谷サイクル協会」2021 年度の活動は、長引く
コロナウイルス禍により約４か月間活動を自粛せざる
を得ませんでしたが、毎週日曜日の「定例走行会」を
21 回、累計走行距離 1,100km を実施する事ができ
ました。
　コロナ禍で運動不足になりがちだったり、家に引き
籠り体力の衰えを感じていらっしゃる方も多いのでは
ないでしょうか？　青空の下、風を切って走る爽快感、
走った後の適度な疲労感は、暗くなりがちな気持ちを、
きっと明るくしてくれる事でしょう。
　本年度は、５月にサイクリストの聖地とも言われて
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軟式野球

少林寺拳法

自転車

加盟団体の活動報告



いる瀬戸内海の「しまなみ・はまかぜ海道ツーリング」
を実施しました。2022 年度は、沖縄ツーリングを計
画しています。詳しくは「守谷サイクル協会」ホーム
ぺージをご覧下さい。
　自転車に興味のある方は、是非「守谷サイクル協会」
に入会し一緒にサイクリングを楽しみましょう。
●連絡先　☎ 080-1152-3192　会長　佐々木裕信

☎ 090-6135-1455　副会長　山本邦夫
守谷サイクル協会ホームぺージ　
http://moriyacycle.blog.fc2.com

しまなみ・はまかぜ海道2021ツーリング　愛媛今治城址

しまなみ海道を走る　佐々木会長

　守谷市バレーボール連盟では、審判講習会や男女混
合大会を開催し、バレーボールを楽しむためのルール
や知識を学び、技術の維持・向上を目指して活動して
います。
　今年度は６月の市民大会の他に、11 月と２月に連
盟の大会を開催します。
　また登録チームが１チーム増えて３チームになり、
今後の活動をさらに広げて盛り上げていけるよう計画
しています。

　連盟の活動に興味のある方やチームがございました
らお気軽にお問合せください。
●連絡先　☎ 090-3337-5517　朝倉

moriyacity.volleyball.federation@gmail.com
●登録チーム（練習日）

★ Mickey
★ nonet （毎週火・土曜日）
　栗原　☎ 090-2638-4063
★守谷アーク（毎週土曜日）

　登山・ハイキング部は発足以来 26 年目になります。
日帰りの登山が中心ですが４月から 12 月まで毎月一
回バスでの定期山行を行っています。
　花開く春爛漫の山、新緑萌える初夏の山、陽光あふ
れる盛夏の山、紅葉燃える錦秋の山、そして温泉（そ
してお酒）、冬季はスキー…四季折々の山を歩いてい
ます。
　長寿社会となった昨今、中高年層の体力維持・健康
増進への関心が高まり、登山ハイキングのブームが続
いています。
　また、守谷ハーフマラソンにもボランティアとして
参加しています。
　ただご承知の通り 2020 年以降二年間、新型コロナ
ウイルスの感染防止のためにバス登山を行うことも出
来ず、活動停止状態を余儀なくされています。
　現在は少人数で会員同士の個人での山登りが行われ
ている状況で、一日も早く以前のように全体でのバス
山行が出来る日が戻って来ることを願っています。
●連絡先　守谷山の会（担当）　寺田一彦
　　　　　☎ 080-1051-3998

　私たちは、大柏にある錬心塾道場で古谷勲先生のご
指導の下、長幼を問わず人格教育を行うという考えに
基づき、世界に誇る日本文化である「剣道（居合道）」
の稽古を行っています。
　子どもたちに対しては、礼節を尊び、何事にも集中
して取組み、自分に負けない気持ちが育つよう指導が
なされています。最近は、学校のほか学習塾にも通い
勉強中心の生活を送っている子どもが多く見られます
が、週に一度、大きな声を出し思い切り体を動かすこ
とにより、本来の目の輝きを取り戻して日々の生活に
戻っていきます。
　大人の部門では、地域の高段者が集いお互いに切磋
琢磨しながら心身を鍛錬し、生涯にわたる人間形成を
目指して稽古に取り組んでいます。
　居合道においては、日本刀（模擬刀）を使い決めら
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　ゴルフ部は、現在 182 名の部員が在籍し、それぞ
れ目的の違う諸行事に協力しています。昨年及び一昨
年はコロナの影響により、中止の行事がありましたが、
例年としては、以下の大会等を運営しています。 
　まず、春先３月の守谷市地区対抗ゴルフ大会です。
本大会は各地区の親睦を目的として企画され、小学校
学区別のチームによる対抗戦で順位を競います。当初
の狙い通り、本大会に出場するための選手選考会を各
地区で実施し、地域の団結や親睦が図られています。
　３月下旬にはジュニアゴルファーの健全な育成を目
的として、３日間のゴルフ教室を開催しています。初
心者大歓迎ですので、これからゴルフを始めたい小中
学生の参加をお待ちしています。
　４月から７月のゴルフ最盛期には、茨城県連盟及び
茨城県南協議会で主催する市町村対抗ゴルフ大会に守
谷市代表選手を選出して参加しています。
　10 月には、守谷市民チャリティーゴルフ大会を開
催しています。参加者の皆様から御協力頂いたチャリ
ティー募金は、市の社会福祉協議会に寄付し、大会の
目的でもある社会貢献も行っております。
　ゴルフ部は、競技以外にも交流を目的とした親睦コ
ンペ等を年数回実施しており、老若男女・実力に関係
なく楽しくプレーできる企画を開催していますので、
ゴルフ仲間を作りたい方や健康のために参加したい方
なども気軽にご連絡ください。
●連絡先　寺田文彦　☎ 48-8680

れた動きを行う形（かた）稽古を行っています。対人
での打撃を行わないこと、また、正確な動作により体
幹や脚部の鍛錬ができることから剣道経験の有無や性
別、年齢を問わずに心身を鍛えることができます。
　経験者・未経験者を問わず、興味のある方はご連絡
ください。 
●稽古日　剣　道

大　人（毎週火曜日　午後７時 30 分から）
子ども（毎週土曜日　午後６時 30 分から）
居合道（毎週金曜日　午後７時 30 分から）

●連絡先　宇佐見稔則　☎ 090-3090-5979

　私たちバスケットボール連盟は、個性豊かな役員が
一致団結して活動しています！
　連盟では、春と秋には登録チームによる連盟大会、
そして夏には近隣市町村のチームを招待したり、男女
混合の MIX 部門等を設けた夏季近隣大会を実施して
います！
　「勝ち負けだけじゃなく楽しくバスケを」をモットー

　ソフトテニス部のメンバーは、10 代から 80 代ま
で幅広い年齢層で、レベルも初心者から上級者まで楽
しく活動しております。
　練習は守谷中学校体育館および市内外のテニスコー
トにて、暑さ寒さにも負けず年間をとおして行ってお
ります。
　大会は３月のミックス大会、５月のオープン大会を
主催しており、10 月の市民大会も運営協力しており
ます。その他近隣市町村の大会にも出場しており、年
間数十試合にエントリーしている強者もおります。
　通常の練習以外にもバーベキュー、合宿、忘年会等
数々のイベントを通じて親交を深めております。
　メンバーの活動目的は様々で、ソフトテニスのレベ
ルアップだけではなく、運動不足解消、ストレス発
散、あなたもソフトテニスを通じて楽しみを共有でき
る仲間を探してみませんか？　興味のある方は気楽に
見学、体験にお越しください。
ホームページ　https://moriya.club.com

　テニス部は常総運動公園で毎週水曜日に活動してい
ます。会員数も毎年増えております。しかしコロナ禍
緊急事態宣言で、参加練習を控えている方もおります。
練習時は人と人の密を避け注意しております、テニス
コートを広く使った密を避ける練習方法です。テニス
練習は教室方式で、初級の基本と中級の繰り返し練習
を、いろいろなパターンで行っております。練習の時
間割は最初 2 時間を教室練習とし、残り１時間が試
合形式でプレーを楽しんでおります。会員構成は 30
代から 80 代と幅広い年齢層です。会員数約 50 名で
性別は男女約半々です。
　今年も守谷市民の方にテニスを楽しんでもらえるよ
う広く活動に励んでまいります。10 月には市民の方
を対象にテニス教室を開催します。皆様の参加をお待
ちしております。
●練習日　毎週水曜日　10 時～ 13 時
●連絡先　堀川恭伯　☎ 080-5198-1313
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に活動していますので、楽しくバスケするのに大会に
参加してみたいチームや試しに個人で大会参加してみ
たい人などぜひご連絡ください！
　年齢制限などは設けませんので、バスケに復帰して
みたい人や学生さんも大募集です。
　また、大会運営以外にも審判講習会や守谷ハーフマ
ラソンのボランティア等、さまざまなことに取り組ん
でいます。
　大会はもちろん様々なイベント行い、守谷市のバス
ケットボールを盛り上げていけるよう連盟一同努めて
いきたいと思います！！！
●連絡先　五十川崇雄　☎ 090-2751-0256
●ホームページ

守谷市バスケット連盟で検索
http://moriya-city.crayonsite/net/

　私たち柔道部は、柔道と言うスポーツを通し、正し
い礼儀作法・基礎体力の向上・転んでも怪我をしにく
い受け身動作を覚える・仲間づくり・何事に対しても
最後まで諦めない心・何よりも柔道を好きになっても
らいたいをテーマに、時には厳しく、時には優しく毎
回３～５人の公認指導者のもとで子供達が練習を頑
張っています。
　毎週火曜・金曜・土曜日を定期練習日とし一般10名・
高校生４名・中学生 14 名・小学生８名・幼年７名が
在籍し守谷市を中心に取手市・常総市・つくばみらい
市・坂東市等の近隣の地区から部員が集まって来てい
ます。
　幼年～中学生までが一緒になって各自の目標に向
かって上級生は下級生の面倒を確りみて、下級生は上
級生を見て学び明るく楽しく成長しながら頑張ってい
ます。
　昨年度は、コロナ禍の為、試合等は中止でしたが、
例年では年間を通し 15 ～ 20 試合位の大会があり、合
宿・レクリェーション等の行事も色々と行っています。
　是非、この機会に少しでも柔道に興味がある方、力
が有り余っている子供達、体を動かすのが好きな子供
達、挨拶・礼儀作法を確り出来るようになりたい・・・
　一度、柔道を見学・体験しにきてみませんか？
　気軽に見学に来てみてください。
●練習日・時間

火曜日　午後７時 30 分～９時半位迄
（幼年・初心者は午後８時 30 分位迄 )
金曜日　午後７時 30 分～９時半位迄

（幼年・初心者は午後８時 30 分位迄）
土曜日　午後７時～９時半位迄

（幼年・初心者は午後８時 30 分位迄）
※令和５年２月位まで金曜日の練習は、愛

宕中学校格技場が使用中止の為、火曜・土
曜の守谷中学校格技場の練習のみとなりま
す。

●場所　　守谷中学校格技場
（金曜日は、愛宕中学校格技場になります）

●連絡先　舘野　☎ 0297-44-6551（たての接骨院）
メール　tateno-ken@utopia.ocn.ne.jp

　令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、
予防のため 7 月から 9 月いっぱいの練習活動を中止
せざるを得ませんでした。4 月に予定されていた当協
会の定期総会も蜜を避けるため中止とし、その代わり
に書面による総会を行いました。
　当協会は４月と11月の２回の大会を開催しました。
春季大会では６５名の参加で 1 位から１０位までの
方を表彰し、他にホールインワン賞や表彰式の際に

協会春季大会競技状況

春季大会開会式
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　バドミントン部では、性別年齢を問わず楽しめるス

　現在ソフトボール部には男子６チーム、女子１チー
ム、シニア１チームが加盟し、活動しております。男
子チームは４月の親善大会からスタートし11月まで、
参加が自由なオープン大会や県大会、県南大会の予選
を兼ねた公式試合の他、リーグ戦なども行っていま
す。女子チームとシニアチームも他の市町村チームと
のリーグ戦や大会に参加しています。
　昨年度は新型コロナの影響もあり、計画していた全
部の大会やリーグ戦を行うことは出来ませんでした。
まだ注意が必要ですが、状況を確認しながら活動を計
画していきます。
　オープン大会は９人集まれば参加 OK、グローブ以
外の道具等は相談に応じます。
　個人でソフトボールをやりたい方、希望に沿った
チームを紹介します。ぜひ連絡ください。思っている
以上に楽しいですよ。
●連絡先　会長　小宮山　章雄　☎ 090-4969-3266

　新型コロナウイルス感染症が本格的に流行している
現状でゲートボール協会では、日頃から感染症に備え

ラッキーくじ等アトラクションもございました。
秋季大会は 11 月に５４名の参加により開催され、春
季大会に準じて行いました。
　なお、本大会の実施につきましては新型コロナ感染
防止対策を徹底し、開催数日前より「感染防止対策
チェックシート」を参加者に配布して自己管理をお願
いしました。また、開催当日は「体温体調チェックシー
ト」にて参加の可否を確認しております。５月には元
気わくわくスポーツ大会グラウンドゴルフが予定され
ていましたが、感染拡大の懸念から中止となりました。
当協会は６クラブ 88 名の会員から成り立っておりま
す。令和４年度の当協会の活動計画は４月に春季大会
11 月に秋季大会、守谷市グラウンドゴルフ大会並び
に社会福祉協議会主催の元気わくわくスポーツ大会グ
ラウンドゴルフ大会の計画があり、その運営支援と競
技参加を予定しております。
●連絡先　会長　溝口春男

☎ 0297-48-7531

　守谷卓球クラブは 30 年以上続いている歴史あるク
ラブです。
　現在、20 代～ 70 代の初級者～上級者までの男女（男
性が多い）が週２回守谷中学校の卓球場に集まり楽し
く、時には厳しく練習に励んでいます。
　2020 年・2021 年はコロナのためほとんどの試合
が中止となり練習の成果を発揮する場所がありません
でしたが、今年は少しづつ試合も開催されるようにな
り、上位入賞を目標に練習に励んでいます。
　令和元年度の県内リーグにて、５部から４部へ昇格
をし、今後はワンチームで３部昇格を目指します。
　また、市民大会、近隣のオープン戦等にも参加して
上位入賞を目指します。
　卓球は、誰もが一度はやったことのあるスポーツで
すが、実は奥が深くラケットをただ振るだけのスポー
ツではなく、瞬発力、持久力等も必要です。また、洞
察力等も重要となる頭脳を使うスポーツです。
　上級者からはそんな頭脳プレーを学ぶことが出来ま
す。
　見学希望等お気軽に連絡ください。
　※コーチ等はいないため、卓球経験者に限ります。
●練習日　　金曜日・土曜　午後７時から 10 時
●練習試合　守谷中学校体育館（卓球場）
●連絡先　　北原文江　☎ 070-3545-9095

て、予防対策を実施して練習会を行っております。
　2021 年度事業計画はコロナウイルスのため、中止
が多くなりましたが、ゲートボール愛好者は高齢者が
多いため、健康維持と会員相互の親睦を図ることを目
的に、各自が責任をもって健康チェック表に体温確認
し、充分に配慮しながら大会に参加してきました。
　茨城県ゲートボール連合会では、新たに「4 人制ゲー
トボール」を普及させる努力をして会員募集をしてい
ます。
　活動は、毎週火・木・土曜日の午前中は南守谷交番
隣りのゲートボール場で、生涯スポーツとして楽しん
でいます。
　皆さん見に来て一緒にやりましょう。お待ちしてい
ます。
●連絡先　会長　桜井昇　☎ 0297-48-5485
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　北海道発祥のミニバレーというスポーツをしていま
す。使うボールはビーチボール。ネットの高さは１
m55cm。まだまだ認知度のないスポーツですが、10
代からシニアまで幅広い層で一緒にプレー出来る生涯
スポーツです。混成種目では男子が打ったスパイクを
を身長 1m50cm 台の女子が止めてしまうこともしば
しば。
　いばらきミニバレー協会 HP で動画も
アップされています。どんなスポーツか
是非ご覧ください。
　守谷支部では現在２サークルが活動中、昼は学びの
里体育館、夜は松前台小学校体育館で練習をしていま
す。各サークルの情報はブログをご覧いただき気軽に
体験参加をしてみてください。楽しく汗をかいてみま
せんか？
ブログ MORIYA レッツ
で検索

ブログレッツエンジョイ
で検索

　令和３年度の活動は、プールの改修工事のため４月
～５月までの活動でした。
　令和４年度は、４月よりリニューアルしたプールで
楽しく活動しております。
　水中運動・水泳は、水の特性（浮力・水圧・水温・
抵抗）を活かし、陸上で行う競技より身体の負担が少
なく行えるスポーツです。
　運動不足で弱ってきた足腰の筋力アップ、けがや病
気のリハビリ、血行促進、カロリー消費などなど効果
絶大です。
　老若男女いつからでもどなたでも始められます。
　又、一人でなくグループで行う事で、長続きし、コー
チのアドバイスで、さらに楽しさ倍増です。

　もちろんコロナ渦で注意すべき点はたくさんありま
す。特に更衣室では密にならない。大声でしゃべらな
い。体調の悪い時は参加しない。会員みんなでしっか
り約束して活動しています。
●各クラブ（紹介）活動内容・連絡先
・フレンドスイミング

水曜日教室と金曜日教室（２教室）
●内　容　水中運動と水泳教室
●練習日　毎週水曜日と金曜日

（午後１時から午後３時）
・基礎水泳クラブ（泳法のみ）
●内　容　水泳教室
●練習日　毎週金曜日（午後３時から午後５時）
●連絡先　水泳部　代表　浜本一夫

（日本水泳連盟　基礎水泳指導員）
☎ 080-1315-3992

ポーツとして、バドミントンの普及、底辺拡大を目指
した活動を行っています。
　市民大会以外はオープン大会で、例年守谷市民だけ
でなく、近隣の取手市、常総市、つくばみらい市、つ
くば市を始め、県内から多くの参加をいただき毎回活
況を呈していましたが、令和３年度はコロナ渦で活動
が限定的であったため、市民バドミントン大会、夏季
団体戦、ジュニア大会のみの実施となりました。実施
出来た大会も密を避けるために人数制限を行ったり、
午前、午後に分けて開催したり様々な制約の中での実
施となり、参加を望まれていた皆さんには大変ご迷惑
をおかけすることになってしまいました。
　技術講習会も令和２年度は、全日本トップランカー
の YONEX 佐藤紗耶香選手を招いて大いに盛り上がり
ましたが、令和３年度は中止せざるを得ませんでした。
今年度は、大会も技術講習会も多くの参加をいただき
充実した催しとなるよう推進していきたいと思ってい
ます。
　また、愛宕中学校バドミントン部は、女子ダブルス
が、総体で準優勝し関東大会に出場することが出来ま
した。これで、関東大会には、女子学校対抗で２度、
女子シングルスで１度、女子ダブルスで１度出場したこ
とになります。コロナ渦で部活動自体ままならない状
況が続いていますが、市内でバドミントンの活動をさ
れている多くの方々の協力を得て、男女とも部員が一
丸となって上位進出を目指し日々切磋琢磨しています。
　また、バドミントン連盟では、市民の皆さんが気軽
にバドミントンを始められるよう、初心者向けのバド
ミントン教室を開催することを検討していましたが、
昨今の状況で殆ど進んでおりません。今年度以降改め
て計画、推進していきたいと思いますので、よろしく
お願いします。
●ホームページ

https://moriyashibadminton.web.fc2.com/
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－枯れない夢を求めて－守谷シニア軟式野球大会
　守谷市長杯シニア軟式野球大会として、平成 15 年

（2003 年）にスタートをし、約 20 年を経て現在に至
ります。現在も気迫に満ちたプレーを見せています。
　皆さん気持ちはだけは若いですよ、体は労わりなが
ら楽しんでいます。
　活動は、守谷を始め近隣地域常総市、取手市、つく
ば、つくばみらい市、柏市と広範囲の人達が参加して
いますが、他のスポーツと同様、高齢化・コロナ問題
等の苦戦をしています。現在５チームにて、年二回の
大会（春季・夏季大会）を開催し年を忘れて楽しく活
動をしています。
・春季大会は４月～５月各チーム総当たりリーグ戦
　（主に：板戸井球場）
・夏季大会は７月～９月　　　　　〃
　（常総球場【ナイター】及び板戸井球場）
・春、夏大会を併せて、最多勝利チームが年度チャン

ピオンとなり市長杯を手にすることが出来ます。
連盟加入と参加大会規
・基本守谷市に在住・在勤の方、在勤以外の方も参加

できます。
　（現在５チームのいずれかに加入下さい。）
・又新規チームの参加も歓迎致します、ぜひご連絡を

お願い致します。
年齢条件：基本 45 歳以上です各参加チームとご相談
下さい。

本部長挨拶
　日頃よりスポーツ少年団活動に
当たり、指導者ならびに保護者の
皆さま、関係者の皆さまのご尽力
には、心から感謝申し上げます。
　また、令和３年度は新型コロナ
ウイルス感染症の影響で大会等の

中止もあり、また、感染対策を講じて工夫しながら練
習を行うなど難しい１年であったかと存じます。その
中でも、「安全」「安心」に少年団活動が行われている
ことに重ねて感謝申し上げます。
　さて、本団は、昭和 61 年（1986 年）発足し、今
年で 36 年を迎えます。令和４年度は、９種目 21 単
位団で活動しています。
　スポーツ少年団は、スポーツを楽しむだけでなく、
学習活動や社会活動などの様々な活動を通して協調性
や創造性を養い、社会の思いやりのこころを学ぶこと
ができる貴重な場であります。
　少年団で過ごす時間が、子ども達の財産となり、心
身ともに強く成長することを期待しております。

21 単位団の詳しい詳細は
こちらからどうぞ→

　「守谷市ボッチャ協会」は、守谷市を中心とした茨
城県南地域で、老若男女、障がいのあるなしに関わら
ず誰でも一緒に楽しめるパラリンピックの正式種目

「ボッチャ」の普及と、選手の育成、共生社会の実現
を目指すことを目的として 2021 年に設立しました。
　最新の活動状況は、守谷市ボッチャ協会インスタグ
ラムをご覧ください。皆さまのお越しをお待ちしてお
ります。
●インスタグラム

守谷市ボッチャ協会
https://www.instagram.com/moriyaboccia/

●体験会　毎月第１日曜日に守谷駅前西口広場で開催
される、もりあぐ主催「ふるさ都市もりや
朝市」に出店中。

●連絡先　守谷市ボッチャ協会　会長　福岡広治
moriyaboccia@gmail.com

（尚、投手については 50 歳以上としています）
＊また運営上、ローカルルールを採用しています。
　練習及び会合等は、各チームにて自主運営です。た
だし大会については会則がありますのでこれの規約に
準じる事となります。
　詳細は、別途事務局よりが連絡をさせて頂きます、
宜しくお願いします。
●連絡先　守谷市シニア軟式野球大会　事務局　有原
　　　　　☎ 090-9805-1278
　　　　　 moriya.b.fureai@gmail.com

●連絡先　守谷支部　代表　斉藤
☎ 090-9303-0652
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日　時 イベント 場　所 主催／共催

2022 年 5 月 21 日（土） 市硬式テニス大会 常総運動公園 市と共催

5 月 21 日（土） 市バドミントン大会 常総運動公園 市より受託

6 月 5 日（日） 市バレーボール大会 常総運動公園 市より受託

6 月 5 日（日） 市グラウンドゴルフ大会 常総運動公園 市と共催

8 月 21 日（日） 市卓球大会 常総運動公園 市と共催

9 月 4・11・25 日
【予備日　10月2日、９日】

市秋季軟式野球大会 常総運動公園 市より受託

10 月 3 日（月） 第８回市民チャリティーゴルフ大会 筑波カントリークラブ 市と共催

10 月 9 日（日）
【予備日 16 日】

市長杯争奪市民ソフトボール大会 大利根運動公園 市と共催

10 月 22 日（土） 第２回 MORIYA リレーマラソン大会 常総運動公園 市と共催

10 月 23 日（日） 市ソフトテニス大会 常総運動公園 市より受託

2023 年 1 月 22（日）
29 日（日）

市バスケットボール大会 常総運動公園 市より受託

2 月 5 日（日） 第 39 回守谷ハーフマラソン 守谷市内 協会主催

令和 4 年度も各種市民大会をはじめ様々なスポーツ大会を
行っていきます。特に大きなイベントである、守谷ハーフ
マラソンや、MORIYA リレーマラソンは新型コロナウイ
ルス感染症対策を講じた上で、安心安全な大会運営を目指
します。

令和４年度　守谷市スポーツ協会事業計画（各種大会等）
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大会ロゴマーク募集！

第 39 回守谷ハーフマラソン開催決定！

　守谷ハーフマラソン実行委員会では、今後の大会
を盛り上げていくため、ロゴマークを募集します！
最優秀作品賞は、大会 T シャツやポスター、広報等
で大活躍していただきます。応募資格はなし！子ど
もから大人までプロ・アマは問いません。
▶表　　彰　（１）最優秀作品賞 1 点 賞金 10 万円＋５万円相当の副賞
　　　　　　（２）優秀作品賞　 2 点 賞金 3 万円＋１万円相当の副賞

　守谷ハーフマラソン実行委員会にて、2023 年２
月５日（日）に第 39 回大会を開催することが決ま
りました。新型コロナウイルス感染症の影響で過去
２大会中止となりましたが、感染対策を講じた上で
準備を進めてまいります。
▶日　　時　令和５年２月５日（日）
　　　　　　開会式　午前 8 時 30 分～
▶種　　目　ハーフマラソン（公認コース）／５km
▶参加資格　①健康に異常がない高校生以上の男女

②次の制限タイム内で走れる方
・・ハーフマラソン・・・2時間30分
・・５ｋｍ・・・・・・・38分

※安全管理上、車いすなどを使用しての参加は不可
▶申　　込　大会ホームページ内にある申込サイト

（RUNNET）からお申込み

　当協会は、スポーツを通じて「地域の創生と活性
化」に貢献できるよう、「楽しい守谷」「元気な守谷」

「安心安全な守谷」創りに努力し、“スポーツの街も
りや”の実現を目指しています。
　今後、当協会の事業内容をより充実・発展させる
ためにも、より一層長期的に安定した財政基盤の強
化、充実が必至となっております。
　このため「賛助会員制度」を設け、市民及び市内

▶締め切り　令和４年 11 月 30 日（水）
▶詳　　細　詳しくは大会 HP に

掲載の要項をご覧
ください。または、
守谷市スポーツ協
会窓口までお越し
ください。

各層に広く当協会の趣旨にご賛同いただき、守谷市
のスポーツ発展を支える大きな力となっていただき
たく取組を展開しております。
　是非、当協会「賛助会員」として、明るく豊かで
活力に満ちた“スポーツの街もりや”の実現のため
にご助力を賜りますようお願い申し上げます。

一般社団法人　守谷市スポーツ協会　　
会長　又耒成人　　

　「賛助会員」となりますと、当協会のホームページへバナー掲載が
出来るほか、広報誌の発送等を行っております。詳しくは、事務局ま
でお問い合わせください。　TEL：0297-38-7735

会費
　【個人】１口　５千円

　　　【法人】１口　１万円

守谷ハーフマラソン
公式ツイッター
開設しました！

詳細はこちらから→

賛 会 募 中助 員 集 ‼
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３年ぶり！

賞金１０万円！


