
 

 

平成２４年度高島市体育協会事業報告 

 

＝取組み＝ 

 日本体育協会の傘下機関として、国と地域を結び、主に競技力向上を目指す団

体として、高島市のスポーツをリードしてきた高島市体育協会は、「市民みん

なでスポーツを！」を活動の柱として、利用しやすいスポーツ環境を整え、明

るく楽しいスポーツ活動の実践をサポートしていく組織として新しく顧問に中

島百合子氏、会長に市川清氏、副会長に金田隆市氏、井花春美氏に就任戴くと

ともに、理事１９人全員が交代する中で新たなスタートを切りました。 

 

 こうしたもとで、この一年間、平成２２年度に発覚した不詳事の払拭を図る

ため、会員皆さんのご協力を戴く中で、高島市体育協会の信頼回復に努めて戴

きました。 

 

新しい取組みとして、体育協会の基盤強化を図ることを目途に、平成２４年

度より各加盟団体より会費を納めて戴き、自主財源の確保に向けた取り組みに

着手することができました。 

 

また、市民体育大会においては、総合開会式形式を採り入れ加盟競技団体参

加のもと盛大に開催するとともに、１０月を「高島市スポーツ月間」として位

置付けし、この期間を中心に各競技団体において、広く市民を巻き込んだ事業

を展開戴く中で、「高島市武道・武術演武会」の開催は従来にない画期的な取

組みとして市民の注目を集めました。 

 

 なお、「高島市体育協会加盟団体情報交換会」は、今後の体育協会のより一

層の発展を目指すうえで加盟団体相互の情報交換が図れ、有意義なものとなり

ました。 

 

【 会  議 】 

〔三役・理事（副理事）長会議〕 

① 第１回：三役・理事（副理事）長会議 

平成２４年４月１１日（水）９：００～１１：００ 体育協会事務局 

〈内容〉・競技団体代表者会議 理事会 評議員会議の提出案件および 



日程調整について 

    ・各種事業にかかる活動補助について 

     「市民体育大会」「県民体育大会」「加盟団体企画事業補助」 

     「加盟団体活動支援事業補助」 

 

②  第２回：三役・理事（副理事）長会議 

  平成２４年５月２日（水）９：００～１１：００ 体育協会事務局 

  〈内容〉・第８回高島市民体育大会実施要領について 

      ・高島市体育協会表彰規程について 

 

③  第３回：三役・理事（副理事）長会議  

平成２４年７月３日(火) ９：００～１１：００ 体育協会事務局 

〈内容〉・「体育の日市民スポーツ月間」の設定にかかる取り組みについて 

      ・加盟競技団体との情報交換会につい 

〔競技団体代表者会議〕 

① 第１回：競技団体代表者会議 

平成２４年７月３日(火) ９：００～１１：００ 体育協会事務局 

〈内容〉・第８回高島市民大会 第６５回滋賀県民体育大会について 

    ・加盟団体企画事業 加盟団体活動支援事業について 

・高島市体育協会優秀選手の表彰について 

 

 

〔理 事 会〕 

① 平成２４年度高島市体育協会第１回理事会 

平成２４年５月２２日(火) ２０：００～２１：３０ 安曇川総合体育館 

〈内容〉・平成２３年度高島市体育協会事業報告（案）について 

    ・平成２３年度高島市体育協会収支決算（案）について 

    ・第８回高島市民体育大会実施要領等について 

    ・加盟団体企画事業 加盟団体活動支援事業について 

    ・高島市体育協会顧問について 

    ・高島市体育協会優秀選手の表彰について 

 

〔評議員会〕 

① 平成２４年度高島市体育協会第１回評議員会 

平成２４年６月６日(水) ２０：００～２１：３０ 安曇川公民館 

〈内容〉 



  ○諸般の報告 

・高島市体育協会改革に向けて 

・高島市体育協会顧問について 

・高島市体育協会優秀選手の表彰について 

○議事案件 

・平成２３年度高島市体育協会事業報告（案）について 

     ・平成２３年度高島市体育協会収支決算（案）について 

     ・第８回高島市民体育大会実施要領等について 

     ・加盟団体企画事業 加盟団体活動支援事業について 

     ・高島市体育協会顧問について 

     ・高島市体育協会優秀選手の表彰について 

 

〔理事会・評議員会合同会議〕 

平成２４年１０月１２日(金) ２０：００～２１：３０ 安曇川公民館 

〈内容〉・2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会東京誘致 

     に向けての決議について 

    ・平成２５年度体育協会に取組みについて 

 

〔体育協会加盟団体情報交換会〕 

平成２４年８月２７日(月) １８：３０～２１： 可以登楼別館 

 〈参加者〉２０競技団体：３７人 

 

【主な事業】 

①� 第８回高島市民体育大会  参加者数 １，９０９人（選手役員） 

夏季大会  開催日 平成２４年５月１５日(火) ～ ７月１５日（日） 

       開催競技数 １９競技 

       開催場所  安曇川総合体育館他１２会場 

       開会式 平成２４年６月１７日（日） 安曇川総合体育館 

① 陸上競技     ５０人 今中グラウンド  ６/１７（雨天中止） 

② 軟式野球    ３８５人 今津スタジアム他  ５/２７～７/１５ 

③ バレーボール  １４０人 安曇川総合体育館  ６/１７  

④ ソフトテニス   ７２人 梅ノ子運動公園   ６/２４ 

⑤ 卓球       ９３人 安曇川総合体育館  ５/２７ 

⑥ バスケットボール ７０人 今津勤体センター  ６/１０ 

⑦ 剣道       ９９人 新旭武道館     ６/３ 

⑧ 柔道       ３８人 安曇川総合体育館  ６/１０ 



⑨ バドミントン   ６３人  高島中学体育館  ６/１７ 

⑩ 銃剣道      ４１人  今津中学体育館  ５/２７ 

⑪ ソフトボール   ６０人  湖西中学グラウンド ６/１０ 

⑫ サッカー     ８８人  梅ノ子運動公園  ６/１７     

⑬ ハンドボール   ８８人  安曇川総合体育館 ５/１９・２０ 

⑭ ボウリング        ２５人   長浜スプリングレーンズ６/１７ 

⑮ 空手道      ６５人  新旭体育館     ６/１７      

⑯ ゲートボール  １００人  今津総合運動公園  ６/１０ 

⑰ 硬式テニス    ３７人  今津総合運動公園  ５/２０ 

⑱ ゴルフ      ４０人  朽木ゴルフ倶楽部  ６/２ 

⑲ グランドゴルフ ３９１人  梅ノ子運動公園   ５/１５ 

⑳ クレー射撃    １４人  岐阜県揖斐町    ６/２ 

 

 冬季大会 開催日 平成２５年３月１０日（日） 

      開催場所 箱館山スキー場 

            参加人数 選手１０７人（小学生７８人 中学生１４人 一般１５人） 

             役員 ２８人 

 

②第６５回滋賀県民総スポーツの祭典 県民体育大会の部 

    総合開会式   平成２４年８月４・５日（基準日） 

    派遣選手数   ２５種目：３３６人 

 

          陸上競技：５人 サッカー：１５人 硬式テニス：１７ 

          人 バレーボール：２３人 バスケットボール：２９人 

          ウエイトリフティング：５人 ハンドボール：１７人 

          ソフトテニス：２８人 卓球：１５人 軟式野球１５人 

          柔道：１８人 ソフトボール：３０人 バドミントン：

２４人 ライフル射撃：５人 剣道：９人 空手道：２

人 銃剣道：１０人 クレー射撃：６人 ボウリング：

８人 少林寺拳法：５人 ゴルフ９人 グラウンドゴル

フ：２４人 スポーツ拳法３人 ゲートボール：８人 

          武術太極拳：７人 スキー：２８人 

※市内開催競技    

           銃剣道（新旭体育館）  

トライアスロン（高島Ｂ＆Ｇ海洋センター周辺）  

高島選手団成績・・・成績（郡市対抗順位） 



             高島市１０位/１３  得点３３．50点 

※詳細は別紙１のとおり 

 

③第６７回国民体育大会 ぎふ清流国体 滋賀県選手団 

  開催期日：平成２４年９月２９（土）～１０月９日（火） 

  開催会場：岐阜県土岐市・各務原市・白川町他 

派遣選手数   ９種目：１８人 

   自転車 柔道 陸上競技 水泳（競泳）ウエイトリフティング 銃剣道 

    ゴルフ セーリング クレー射撃 

滋賀県選手団成績・・・天皇杯：３２位  皇后杯：２９位 

   高島選手団成績・・・・詳細は別紙２のとおり 

 

④ 市民スポーツ月間の取組み 

 １０月を“市民スポーツ月間”と位置付け、加盟団体による運動会・球技大

会・イベント等を開催戴き、広く市民の皆さんに、スポーツに取り組むきっ

かけづくりとした。 

 ※実施事業 

高島市バレーボールカーニバル  高島市武道・武術演武会 

高島市軟式野球連盟会長杯軟式野球大会  コロンブス杯 

少林寺拳法教室  高島市ボウリング選手権大会  

今津地域運動会  新旭地域スポーツ大会  おでかけウォーキング 

 

朽木地域ふるさとスポーツカーニバル  ２０１２高島地区市民運動会 

２０１２ガリバーウォーキング  安曇川地区運動会  安曇川地域体育 

振興会ソフトバレーボール大会  町民ソフトボール大会 

ノルディックウォーキング教室                  

 

⑤ 加盟団体企画事業 

１８競技団体 ２５競技 

① バドミントン協会 

  第６回ＴＢＡクラス別大会  ７１人  ４月２２日 新旭体育館  

  高島市新春初打ち大会 １００人 １月２０日安曇川総合体育館 

② 剣道連盟 

第５回高島市文武両輪剣道錬成大会 １３５人 ７月２２日 新旭体育館 

   高島市武道・武術演武会 １０人 １０月２１日 新旭体育館 

③ ゴルフ協会 



高島市民ゴルフコンペ ３０人 ８月２５日 朽木ゴルフクラブ 

 

④ バレボ－ル協会 

第５回バレーボールカーニバル １２０人 １０月１４日 今津勤労者体育センター 

高島市小学生バレーボール大会 １２０人 １２月９日 安曇川中学校体育館 

⑤ 硬式テニス協議会 

高島テニスカーニバル ７０人 １０月１４日 今津総合運動公園 

⑥ 高島武道演武会（剣道連盟・空手道連盟・銃剣道連盟・太極拳連盟・少林寺拳法協会）  

９３人 １０月２１日 新旭町体育館 

⑦ 軟式野球連盟  

第５回藤樹杯高島市軟式野球ナイターリーグ戦   

１４２人 ６月１０日 ～９月１９日 今津スタジアム 新旭球場 

第５回高島市軟式野球連盟会長杯軟式野球大会 

        ５０人 １０月２４日 今津スタジアム 

⑧ グランドゴルフ協会 

高島市グラウンドゴルフ秋季大会 ３４０人 １０月２日 マキノさらさ 

第８回高島市グランドゴルフ男女別チャンピオン大会 

          １６８人  １０月３０日 朽木想い出の森 

⑨ ＮＰＯ法人ＴＳＣ 

ノルディックウォーキング教室 ２０人 １０月１３日 安曇川ふれあいセンター 

２０１２ＴＳＣ野球教室 ６０人 １２月９日 今津スタジアム 

⑩ サッカー協会 

第３回高島市サッカーフェスティバル １００人 １１月１１日 梅の子運動公園 

⑪ 卓球協会 

第５６回高島市卓球選手権大会 ３００人 １１月１０～１１日 安曇川総合体育館 

高島市卓球選手権大会 ２００人 ３月３０～３１日 

⑫ バスケットボール協会 

コロンブス杯 ２００人 １１月１８日 勤労者体育館 

⑬ ソフトテニス協会 

高島市民選手権大会  ５０人 ２月２４日 総合運動公園サン・ルーフ 

 

⑭ ボウリング協会 

高島市民ボーリング大会  ２０人  ８月１９日 エースレーン堅田 

高島市民ボーリング大会２３人  人 ３月１７日 エースレーン堅田 

⑮ 少林寺拳法協会 

高島市武道・武術演武会 ４０人 １０月２１日 新旭体育館 



⑯ 空手道連盟 

高島市武道・武術演武会 ４０人 １０月２１日 新旭体育館 

⑰ ウェイトリフティング協会 

市民ウェイトリフティング記録会 ４０人 １月２日 安曇川高校 

⑱ 太極拳連盟 

高島市武道・武術演武会 ３５人 １０月２１日 新旭体育館 

 

⑥ 加盟団体活動支援事業 

・３１加盟団体に補助  

・交付額：７５１，３００円 

（固定分：620,000円  加算分131,300円） 

 

    

【その他事業】 

①2012びわこトライアスロン＆ちびっこチャレンジin高島 

  兼第６５回滋賀県民体育大会トライアスロン競技 

   開催日 平成２４年７月１日（日） 

   会場  高島Ｂ＆Ｇ海洋センターおよび周辺 

   参加者 選手：一般１９９人  小学生９８人 

   役員  ３００人（内体協ボランテイア４９人） 

 

②2011びわ湖高島栗マラソン大会 

   開催日 平成２４年１０月２８日（日） 

   参加者 選手： １９０４人（申込：２３９２人） 

           ・ハーフ：男子７１６人 女子２２２人 

              ・クォーター：男子３９７人 女子１９７人 

              ・２ｋｍ：３７２人 

       役員：  ２８２人（内体協ボランテイア７６人） 

 


