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【事務局のつぶやき】
こんにちは。この指事務局でおなじみの酒井です。
今回は表紙の１ページをいただき少しお話をさせていただきます。
こんな企画の背景には「信濃町のスポーツ組織の改正」と「totoの助成金の最終年度」があります。
２つの背景を受け私自身の感じるところを書かせていただきます。拙い文章ですがお付き合いください。
文部科学省は、「スポーツ振興基本計画」を策定しました。
誰もが将来にわたり身近な地域でスポーツを楽しむことが出来る生涯スポーツ社会の実現に向けて、
平成１３年から２２年の間に全国の市町村において少なくとも一つは総合型スポーツクラブを育成する
ことを目標としました。
平成１６年から日本体育協会でも文部科学省の委託を受け、さらに都道府県体育協会、市町村体
育協会の連携を図りながら実施してきました。
長野県体育協会のYアドバイザーは町教育委員会に何度も足を運び、総合型スポーツクラブを設立
するようお話に来られました。
そして設立準備委員会を町体育協会が受け平成２２年に発足しました。設立準備期間は２年間です
１年目は単発的な３種目の事業でとどまり、２年目になった準備委員会には総合型スポーツクラブ設立
のタイムリミットが近づきました。
教育次長のY氏が当時、体育協会とスポーツクラブの両方の事務局をしていた私のところに来られました
私は、教育委員会と体育協会とスポーツ推進委員会と信濃町スポーツ企画と公民館を一堂に集めて
今後のことを話し合う場を持ってほしいとお願いしました。
みんなが集まった会議で、総合型スポーツクラブを立ち上げることが決まり、誰が会長になるかの話し合
いで、全員一致で当時のスポーツ推進委員長のK氏に決まりました。
K氏は、「皆さんが協力してくれるなら受けます」と言われ、全員が協力することになり話はまとまりました。
設立するにあたっては、専門の資格を有する者がいることが条件です。
私はあわててアシスタントマネージャーの資格をとるために猛勉強をしました。学べば学ぶほど、総合型スポ
ーツクラブの素晴らしさや必要性がわかってきました。
平成２４年２月５日、設立総会が開催されました。県体育協会、県スポーツ課、県体育センター、北信
教育事務所、近隣のスポーツクラブ、町からは県会議員、町長、議長、議会社会文教常任委員会、
教育委員会、公民館、クラブ指導者が集まり盛大に開催されました。
それから今日までｔｏｔｏ（スポーツ振興くじ）の補助を受けて運営してきました。１４種目の定期スポーツ教
室、１６のイベント、４種類の文科系定期教室を開催しています。ですが、会員数は年々減少し、今は２４０
名。イベントを開催しても２０名から３０名。
今年度でｔｏｔｏからの補助金が終了します。これからは自主運営をしなければなりません。
私たちは、この町に必要だと思って運営してきました。最近、この町には総合型スポーツクラブは必要ないと
一部の関係者から言われました。とてもショックです。
私は、今 疑問です。総合型スポーツクラブ「この指とまれ☆しなの」は信濃町のみなさんにとって必要の
ないクラブでしょうか？
「この指とまれ☆しなの」の理念は
子どもからお年寄りまで、日頃の暮らしの中にスポーツと文化を取り入れ
「夢＆健康＆仲間をつくる場所」
を提供し、明るく健康な地域づくりを目的とする。

１月１５日の大雪の中、黒姫スノーパークでスキー教室が開催されました。
黒姫スキー学校から２名の指導者にお世話になりました。
子どもたちは最初は心配そうでしたが、午後になるとスイスイと滑れるようになりました。
雪にも寒さにも負けない子供たちに頼もしさを感じました。

【２月のスケジュール】
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教 室 名
雀荘☆この指とまれ
転倒予防教室

場 所
地域交流施設
総合会館
ソフトバレーボール＆バレーボール教室 総合体育館

時 間
14：00～16：00
14：00～15：30
19：00～20：30

ハーモニカ教室
歩くスキー教室
書道教室
バスケットボール教室

地域交流施設
柏原体育館

10：00～11：30
9：00～13：00
14：00～15：30
19：00～21：00

地域交流施設

19：30～21：00

地域交流施設
総合会館
ソフトバレーボール＆バレーボール教室 総合体育館
卓球教室
柏原体育館

14：00～16：00
14：00～15：30
19：00～20：30
19：00～20：30

バスケットボ ル教室
バスケットボール教室

19 00 21 00
19：00～21：00

社交ダンス教室

地域交流施設
集合：童話の森ギャラリーホール

雀荘☆この指とまれ
転倒予防教室

柏原体育館

社交ダンス教室
フォークダンス教室
編み物教室
雀荘☆この指とまれ
転倒予防教室

地域交流施設
総合会館
地域交流施設
地域交流施設
富士里支館
ソフトバレーボール＆バレーボール教室 総合体育館
ハーモニカ教室
歩くスキー教室
書道教室
バスケットボール教室

19：30～21：00
13：30～15：00
14：00～16：00
14：00～16：00
14：00～15：30
19：00～20：30

地域交流施設

10：00～11：30
集合：戸隠奥社入口駐車場 9：00～13：00
地域交流施設
14：00～15：30
19：00～21：00
柏原体育館

休館日
雀荘☆この指とまれ
転倒予防教室

地域交流施設
富士里支館
ソフトバレーボール＆バレーボール教室 総合体育館
卓球教室
柏原体育館

14：00～16：00
14：00～15：30
19：00～20：30
19：00～20：30

バスケットボール教室

柏原体育館

19：00～21：00

社交ダンス教室
フォークダンス教室
編み物教室

地域交流施設
総合会館
地域交流施設

19：30～21：00
13：30～15：00
14：00～16：00
14 00 16 00

～卓球教室からのお知らせです～
卓球教室は平成２９年３月～平成３０年３月までの間、指導者の都合により
お休みします。
毎回、楽しみに参加してくださった皆様、申し訳ございません。
何卒、ご理解くださいますよう宜しくお願いいたします。

「この指とまれ☆しなの」へのご支援をありがとうございます（順不同・敬称略）
名前

住所

電話

ホテル アスティ くろひめ

信濃町黒姫山3884-298

026-255-3181

ゴルフショップウィングス
(有)高原産業

名前

住所

電話

丸山歯科医院

信濃町柏原434-5 026-255-5511

長野市赤沼2530-2 026-251-3665

（有）三恵測量建設

信濃町柏原390-1 026-255-3518

信濃町柏原2530-8 026-255-2665

(株)中村板金

信濃町柏原951 026-255-4044

喫茶わたぼーし・ホビーメイト タカトウ 信濃町柏原55

026-255-2406 （有）信濃自動車工場ハートピアしなのSS 信濃町柏原2390 026-255-3191

（株）佐藤工務所

信濃町古間駅前 026-255-2210

（有）信濃製作所

信濃町平岡2013-4 026-255-5500

杜乃蔵

信濃町柏原2384-13 026-255-5688

ハトヤモータース

信濃町柏原76

信濃水道

信濃町古間509-2 026-255-2328

カネコ美容院

信濃町古間925-2 026-255-3071

介護ショップ一期・サラダ館黒姫駅前通り店 信濃町柏原2552-8 026-251-7120

ヴァリアス カーズ

信濃町古間1435-6 026-217-7108

(有)小口時計眼鏡店

信濃町古間26-1 026-255-2023

カネコデンキ

信濃町穂波76

服部電気保安管理事務所

信濃町柏原340-2 026-255-2423

ユタカ技工

信濃町古間1461-17 026-255-3836

内田スポーツ店

妙高市関山2065 0255-82-2031

石川酒店

信濃町柏原2934-1 026-255-2420

中藤建設(株)

信濃町古間21

中村木工所（有）

信濃町柏原2839-7 026-255-5840

妙高高原ゴルフ倶楽部

妙高市関川1074-2 0255-86-4812

（有）仁の蔵

信濃町柏原3996-2 026-255-6523

信濃町リハビリ専門所

信濃町古間924 026-255-0201 北川遊魚

信濃町平岡1241 026-255-2790

(株)東急リゾートサービスホテルタングラム 信濃町古海3575-8 026-258-3677

風間農場

信濃町大井22-6 026-255-5513

(株)千華

信濃町古間45

MCAST

信濃町野尻3884-564 026-262-1888

(有)野尻湖定期船会社

信濃町野尻254 026-258-2505 マルジウ製パン清水商店

スポーツメイトスナヤマ

信濃町柏原2554 026-255-2073

野尻レイクサイドホテル

信濃町野尻197-2 026-258-2021

ホテル若月

信濃町野尻2014-2 026-255-2577

（有）古澤建築

信濃町富濃1994-3 026-255-4151

日本亭

妙高市関川1416-1 0255-86-3556

ＮＰＯ法人ざいごう

信濃町富濃1994-3 026-255-4151

公文式 信濃町教室

信濃町古間479-2 080-7008-0751

(株)タツノ

長野市大豆島3397-10 026-251-1090

松本サイクル商会

信濃町古間912-3 026-255-2268

トライト一級建築士事務所

信濃町古間1768-1 090-3067-7227

(株)落影農場

信濃町穂波1222-1 026-255-6152

やなぎさわ美容院

信濃町古間853-2 026-255-2124

みねむら酒店

信濃町古間44-1 026-255-2103

(有)池田商店

信濃町古間656 026-255-2171

(有)ジェットストリーム スピンネーカー 信濃町野尻53-1 026-258-3232

エフ株式会社

飯山市飯山727-1 0269-67-0330

池田興業

026-255-3321

026-255-5777

信濃町柏原1593-5 026-255-6856

026-255-2310

026-255-2739

信濃町柏原41-3 026-255-2154

