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　日頃から、群馬県スポーツ協会の諸事業にご理解、ご協力をいただき心
から感謝申し上げます。
　本年6月の役員改選において、群馬県スポーツ協会会長に就任いたしま
した。どうぞよろしくお願いいたします。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により、三重県で開催予定で
あった「三重とこわか国体」が大会直前で中止となり、昨年の鹿児島国体に
続き2年連続で開催されず、日々トレーニングに励んできた選手、監督の皆
様の活躍の舞台が失われてしまったことには心が痛むばかりです。
　一方、今夏は1年延期となっていた「東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会」が開催され本県関係者も24人の選手が出場し、その活躍
は県民に大きな感動と勇気を与えていただきました。
　2029年に群馬県で2巡目の国体となる「第83回国民スポーツ大会」が開
催予定ですが、加盟団体、関係諸機関の皆様と連携しながら、スポーツの
普及発展・競技力向上に努めて参りますので皆様のご支援、ご協力をよろ
しくお願いします。

東京オリンピックでは沢山のご声援ありがとうご
ざいました。皆さんの応援が力となり金メダルを
獲得することができました。ソフトボール熱が冷
めないように、もっともっと熱いハイレベルな戦
いを観てもらえるよう全力で戦っていきます。今
後とも応援の程、宜しくお願いします。

多くのご声援ありがとうございました。皆様の
お陰で、東京五輪は心からソフトボールを楽し
めたと感じています。

遠藤新会長　就任挨拶

公益財団法人 群馬県スポーツ協会
会長　遠藤　祐司

第32回オリンピック競技大会（2020／東京）出場の本県選手に、
県民に向けてのコメントをいただきました。
第32回オリンピック競技大会（2020／東京）出場の本県選手に、
県民に向けてのコメントをいただきました。

ソフトボール競技

【ビックカメラ高崎 : 内藤 実穂が代表してコメント】

【太陽誘電 : 原田 のどか】

令和3年9月22日　表敬訪問
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【NEXUS : 見延 和靖】

2回目の出場となったオ
リンピックは悲願の金メ
ダルを獲得する事が出来
ました。群馬県民の皆様、
応援ありがとうございま
した!

フェンシング競技

【NEXUS : 青木 千佳】

ネクサスに所属し、選手
生活を続けて来ることが
できて本当に幸せでし
た。群馬県の皆様、いつ
も温かい応援ありがとう
ございました。

フェンシング競技

【NEXUS : 敷根 崇裕】

出場前は実力を発揮でき
るか不安でした。しかし、
五輪を楽しむ事ができ課
題も見えました。今はパ
リ五輪で金を取るために
頑張りたい気持ちです。

フェンシング競技

【NEXUS : 永野 雄大】

東京オリンピックに出場
してみて、他の国際試合
と違う緊張感がありまし
た。一番大きなプレッ
シャーを感じる試合に出
場できて自分にとって良
い経験になりました。

フェンシング競技

【旭興業株式会社 : 田村 紀佳】

応援をしていただきあ
りがとうございました。
フェンシングに少しでも
興味を持っていただけれ
ば嬉しいです。これから
も応援をよろしくお願い
します。

フェンシング競技

【登利平 : 志賀 光明】

無観客でありながらたく
さんの応援メッセージを
頂きとても力になりまし
た。応援ありがとうござ
いました。

水泳競技

【埼玉パナソニックワイルドナイツ : 藤田 慶和】

東京オリンピックは素晴らしく
思えるような舞台でした。応援
してくださった全ての方々に心
から感謝いたします。次のス
テージでも今回の経験を活か
し、努力し続け、頑張ってまい
ります。引き続き応援のほど、
宜しくお願い致します。

7人制ラグビー
フットボール競技

【日本体育大学大学院 : 清水 麻有】

県民の皆様の応援がとて
も力になりました。この
経験を活かし女子ラグ
ビーの発展に貢献したい
と思います。

7人制ラグビー
フットボール競技

水球

【日本水泳連盟 : 貴田 裕美】

東京五輪でのご声援ありがと
うございました。東京五輪の
レースを最後に競技を引退す
ることになりました。県民の
皆様には長い期間応援してい
ただき感謝しております。い
つも励みになっていました。

水泳競技

マラソンスイミング10㎞

【三重県スポーツ協会 : 村上 和基】

オリンピックでは、とても
貴重な経験をさせて頂きま
した。今後は、この経験を
県民の皆様にお伝え出来る
ような活動をしていきたい
と思っています。

水泳競技

男子 シンクロ高飛込

マウンテンバイク

【ヤマダホールディングス : 安部 孝駿】

目標であった自己ベストの
更新、決勝進出は叶いませ
んでしたが、自国開催の夢
の舞台に立てたことは大き
な財産となりました。支え
てくださった方々に感謝の
気持ちで一杯です。

陸上競技

400メートル障害

【前橋新田小学校 : 今井 美穂】

多くの方々の支えや応援
があったからこそチャレ
ンジできたオリンピック
でした。応援ありがとう
ございました。

自転車競技
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●東京2020オリンピック競技大会〈成績〉●東京2020オリンピック競技大会〈成績〉

●東京2020パラリンピック競技大会〈成績〉●東京2020パラリンピック競技大会〈成績〉

選手名 競技名 所属先 成績
今井　美穂 自転車 マウンテンバイク 前橋新田小学校（富岡東高等学校出身） 37位
上野由岐子 ソフトボール 女子 ビックカメラ高崎（投手） 金メダル
藤田　　倭 〃           〃              〃 〃
我妻　悠香 〃           〃           （捕手） 〃
市口　侑果 〃           〃           （内野手） 〃
内藤　実穂 〃           〃              〃 〃
山本　　優 〃           〃           （外野手） 〃
森　さやか 〃           〃              〃 〃
原口のどか 〃 太陽誘電（外野手） 〃
見延　和靖 フェンシング 男子 エペ個人・団体 NEXUS　フェンシングクラブ エペ個人 3回戦敗退 エペ団体 金メダル
敷根　崇裕 フェンシング 男子 フルーレ個人・団体 〃 フルーレ個人 4位 フルーレ団体 4位
永野　雄大 フェンシング 男子 フルーレ団体 〃 フルーレ団体 4位
青木　千佳 フェンシング 女子 サーブル個人・団体 〃 サーブル1回戦敗退 団体サーブル 5位
田村　紀佳 フェンシング 女子 サーブル個人・団体 旭興業株式会社（高崎商科大学附属高等学校出身） サーブル2回戦敗退 団体サーブル 5位
村上　和基 水泳 男子シンクロ 高飛込 三重県スポーツ協会（前橋育英高等学校出身） 377.10点 8位
志賀　光明 水泳 水球男子 登利平（前橋商業高等学校出身） グループA 5位 1勝4敗
貴田　裕美 水泳 マラソンスイミング 10km 女子 日本水泳連盟（高崎北高等学校出身） 13位
清水　麻有 7人制ラグビーフットボール 女子 日本体育大学大学院（東京農業大学第二高等学校出身） 12位
藤田　慶和 7人制ラグビーフットボール 男子 埼玉パナソニックワイルドナイツ 11位
安部　孝駿 陸上 男子400メートル障害 ヤマダホールディングス 記録 49秒98 予選敗退

選手名 競技名 所属先 成績

唐澤　剣也 陸上男子（視覚障害） 群馬県社会福祉事業団（渋川市出身）
5000m T11 銀メダル
1500m T11 4位

由井真緒里 競泳女子（運動機能障害） 上武大学（前橋西高等学校出身）

200m自由形（S5）6位
200m個人メドレー（SM5）6位
100m自由形（S5）10位
100m平泳ぎ（SB5）9位
200m混合リレー9位  

永井　崇匡 柔道男子73キロ級（視覚障害） 学習院大学（中之条町出身） 7位

園部　優月 ブラインドサッカー 筑波大学附属視覚特別支援学校（富岡市出身） 5位

第16回パラリンピック競技大会（2020／東京）出場の本県選手に、
県民に向けてのコメントをいただきました。
第16回パラリンピック競技大会（2020／東京）出場の本県選手に、
県民に向けてのコメントをいただきました。

【群馬県社会福祉事業団 : 唐澤 剣也】

皆様、熱い応援をありが
とうございました。支え
てくださった方々に銀メ
ダルという形でご報告が
でき、とても嬉しく思い
ます。

陸上競技

【上武大学 : 由井 真緒里】

2種目で6位入賞、1種目
で日本記録を樹立し、目
標を達成することができ
ました。応援ありがとう
ございました!

水泳競技

競泳

【学習院大学 : 永井 崇匡】

沢山の方々のサポートと
応援をいただき、悔しい
結果ではあったものの、
悔いのない試合をするこ
とができました。心より
感謝申し上げます。

柔道競技

【筑波大学附属視覚特別支援学校 : 園部 優月】

今大会で、自分のプレーに自信が
持てました。熱い応援をくださっ
たことで、5位という結果を出せ
たと思っています。本当にありが
とうございました。

サッカー競技

ブラインドサッカー
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令和3・4年度 役員・評議員名簿令和3・4年度 役員・評議員名簿

　住み慣れた吾妻の地、嬬恋村から前橋市に住居を移し、群馬県スポーツ協会の前身である群馬県スポーツ振興事業団に勤務、
以後、30数年が過ぎ72歳という年齢になりました。
　この間に多くの関係者の指導を受けながら2回のオリンピックを指導者の立場で経験する事が出来ました。
　また、海外コーチ留学や日本オリンピック委員会のプロジェクト委員としてスポーツ先進国の実情調査に携わり、日本の国際競技
力向上対策の策定に関係する事もできました。
　定年退職後、高崎健康福祉大学に勤務しております。この度「群馬県スポーツ協会選手強化委員長」という重責について打診を

受け、高崎健大でスケート部の指導と選手強化委員長の「二足の草鞋を履く」事が可能なのか随分悩みました。しかし、現役の指導者の目線で競技
力向上について役立つことがあるかもしれないと考え、お受けする事を決断しました。
　群馬県は、2029年に国民スポーツ大会の開催が内定しており、総合優勝が求められます。
　総合優勝を目指した取り組みは、危機感を持って開始しなければ手遅れになる時期にあると認識しています。
　2029年までの8年間、群馬県の各競技団体が目標を絞って取り組むための基盤を支える事ができるよう選手強化委員長として尽力して参りたいと
考えております。
　再び戻ってきた総合スポーツセンターは、新鮮な熱気と活気に満ちています。私も、新たな覚悟で活気を貰い頑張っていく所存です。
　関係の皆様のご支援とご指導をお願いし、選手強化委員長就任の挨拶といたします。

2029年国民スポーツ大会を控えて

●役員●役員

●評議員●評議員

氏　名 役職 氏　名 役職 氏　名 役職 氏　名 役職
遠藤　祐司 会長 蛭間　貞夫 理事 中沢　丈一 理事 遠藤　伸治 理事
宇留賀敬一 副会長 針谷　　章 理事 小野里順子 理事 橋爪　洋介 理事
岩井　　均 副会長 金子　　博 理事 蜂須　聖司 理事 入澤　孝一 理事
平田　郁美 副会長 鳥居　吉二 理事 渡邊　秀臣 理事 江原　昌子 理事
松本　博崇 理事長 矢澤　敏彦 理事 武藤　　勉 理事 木山　慶子 理事
髙田　　勉 業務執行理事 内山　耕一 理事 須藤　昭男 理事 福田　芳美 監事
武藤　　顕 理事 髙坂　和之 理事 宇津木妙子 理事 坂田　和文 監事
田中　信宏 理事

氏　名 団体名 氏　名 団体名 氏　名 団体名
富澤　宏之 スケート連盟 中澤　則行 ラグビーフットボール協会 神宮　直仁 富岡市スポーツ協会
栁　　壮英 アイスホッケー連盟 小林　達也 山岳連盟 山田　好二 安中市スポーツ協会
林　　辰男 スキー連盟 石坂志津子 カヌー協会 貝之瀬さとみ みどり市スポーツ協会
永井　正樹 陸上競技協会 黒沢　静男 アーチェリー協会 根岸　清隆 佐波郡体育協会（玉村町）
安藤　　学 水泳連盟 齋藤　　隆 空手道連盟 大井　俊一 北群馬郡スポーツ協会（吉岡町）
山浦　康男 サッカー協会 阿久澤弘樹 銃剣道連盟 神田　辰男 多野郡体育協会（上野村）
澁澤　英男 テニス協会 平塚　重治 クレー射撃協会 井野口博人 甘楽郡体育協会
長井　俊蔵 ボート協会 三越　好子 なぎなた連盟 富澤　辰男 吾妻郡スポーツ協会
酒井　　忠 ホッケー協会 宮沢　　隆 ボウリング連盟 中島　芳明 利根郡スポーツ協会
上原　　章 ボクシング連盟 有賀　史剛 ゴルフ連盟 根岸　孝志 邑楽郡体育振興会
鈴木　信弘 バレーボール協会 茂木　啓司 JABA群馬県野球連盟 松本　広行 高等学校体育連盟
橋爪　俊夫 体操協会 赤尾　宗一 ゲートボール協会 吉原　秀人 中学校体育連盟
池田　　照 バスケットボール協会 柗井　秀明 綱引連盟 稲山　宏一 レクリエーション協会
江原　洋正 レスリング協会 江原　謙治 少林寺拳法連盟 河﨑　和代 健康スポーツ指導者協議会
中川　　淳 セーリング連盟 櫻井　正明 トライアスロン協会 平林　知巳 総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
小池　　務 ウエイトリフティング協会 堀米　秀夫 武術太極拳連盟 金子　正男 フォークダンス協会
永井　　正 ハンドボール協会 宮澤　美和 エアロビック連盟 中島　定男 グラウンド・ゴルフ協会
板鼻　　昭 自転車競技連盟 古澤　秀明 スポーツチャンバラ協会 佐々木恵子 3B体操協会群馬県支部
佐藤　栄一 ソフトテニス連盟 里見　弘道 合気道連盟 武井　惠子 ウオーキング協会
植原　章雄 卓球協会 徳江　孝夫 ダンススポーツ連盟 伊井　直文 市町村スポーツ・体育主管課長会議
髙地　康男 野球連盟 滋野　文夫 前橋市スポーツ協会 中村　寧孝 スポーツ指導者協議会
山崎　幸一 相撲連盟 井草　修一 高崎市スポーツ協会 石北　敏一 スポーツドクター協議会
北村　正人 馬術連盟 春川　昭二 桐生市体育協会 設樂　政江 スポーツ推進委員協議会
国松　伸次 フェンシング協会 武井　義夫 伊勢崎市スポーツ協会 瀬古　聖一 医師会
小畑　弥富 柔道連盟 佐藤　泰久 太田市スポーツ協会 齋藤　　崇 歯科医師会
北澤　篤久 ソフトボール協会 須田　章夫 沼田市体育協会 天田　彰義 薬剤師会
新木　恵一 バドミントン協会 相川　敏雄 館林市体育協会 長谷川　淳 障害者スポーツ協会
川端　文夫 弓道連盟 水沢　　淳 渋川市スポーツ協会 花崎　　晋 学識経験者（スポーツ振興課長）
小嶋　高穂 ライフル射撃協会 髙田　明彦 藤岡市スポーツ協会 橋　　憲市 学識経験者（健康体育課長）
小林　一隆 剣道連盟

任期 令和5年6月開催の定時評議員会の終結の時まで

任期 令和7年6月開催の定時評議員会の終結の時まで

公益財団法人群馬県スポーツ協会　選手強化委員長　入澤　孝一
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マネジメントコーチ推進事業

令和３年度オリンピック・パラリンピック競技大会 選手支援事業

アスリートぐんまプロジェクト事業

　各競技団体にマネジメントコーチを設置し、全国・世界レベルの競技者の育成及び、各競技団体の強化組織体
制を整備し、競技力向上対策を企画・推進することにより競技力の向上を図ることを目的としています。
　令和3年4月3日（土）にALSOKぐんま総合スポーツセンターぐんま武道館において、令和3年度マネジメント
コーチ委嘱式を開催し、41名のマネジメントコーチを委嘱しました。

第76回国民体育大会（三重とこわか国体）中止
　令和 3 年 9 月 4 日から 10 月 5 日にかけて三重県で開催される予定であった、第 76 回国民体育大会「三重と
こわか国体」が新型コロナウイルス感染者の全国的かつ急激な増加に伴い、8 月 26 日に中止が決定されました。
　2 年連続で国民体育大会本大会が中止となり、今まで努力してきたアスリートをはじめ、日頃から選手強化に取
り組んできた競技団体関係者にとっては非常に残念な決定となりました。
　今回の三重とこわか国体は延期をされないことから、本県で開催される第 83 回国民スポーツ大会（2024 年国
民体育大会から名称変更）は、現状と変わらず、8 年後の 2029 年に開催予定となります。

競技名 氏　名 所　属
スケート 松本　一成 高崎健康福祉大学
スキー 小林朔太郎 慶応義塾大学
陸上 栁田　大輝 東京農業大学第二高等学校
水泳 青木　虹光 明和県央高等学校
体操 桑原　立貴 前橋市立みずき中学校

推薦団体名 氏　名 所　属 推薦団体名 氏　名 所　属

県ソフトボール協会 山本　優 株式会社ビックカメラ 県空手道連盟 清水　那月 株式会社１＆ Dホールディングス

競技団体名 氏　名 競技団体名 氏　名 競技団体名 氏　名
県スケート連盟 本間　　章 県セーリング連盟 江原　千尋 県ライフル射撃協会 青木　義彦
県アイスホッケー連盟 高橋　　巧 県ウエイトリフティング協会 原　　　徹 県剣道連盟 渡邉　達郎
県スキー連盟 本多　一男 県ハンドボール協会 小林喜代子 県ラグビーフットボール協会 高野　　基
（一財）群馬陸上競技協会 安達　友信 県自転車競技連盟 秋山　正志 県山岳連盟 赤松　久宇
（一社）県水泳連盟 小池　和也 県ソフトテニス連盟 内田　康彦 県カヌー協会 大澤　光則
（公社）県サッカー協会 中村　　楽 県卓球協会 山田　　斉 県アーチェリー協会 新木　育雄
県テニス協会 福井保次郎 県野球連盟 今井　浩光 県空手道連盟 安齊　義宏
県ボート協会 白木　康夫 県相撲連盟 城代　治男 県銃剣道連盟 阿久澤弘樹
県ホッケー協会 綿貫　映雄 県馬術連盟 石井　計人 県クレー射撃協会 青木　　豊
県ボクシング連盟 中村　　司 県フェンシング協会 砂山雄一郎 県なぎなた連盟 三越　孝子
県バレーボール協会 松本　　尚 県柔道連盟 小山　勝由 県ボウリング連盟 園部　恵理
県体操協会 後藤　信彦 県ソフトボール協会 塚越　　徹 県ゴルフ連盟 梅山　明久
（一財）県バスケットボール協会 篠原　保夫 県バドミントン協会 光山　忠宏 県トライアスロン協会 佐藤謙太郎
県レスリング協会 茂木　房士 県弓道連盟 勅使川原幸子

●アスリートサポート選手名簿

●支援選手名簿

競技名 氏　名 所　属
レスリング 石井　亜海 育英大学
ハンドボール 安田つぐみ 桐蔭横浜大学
空手道 菊地凌之輔 帝京大学
トライアスロン 中嶋千紗都 山梨学院高等学校
パラ・水泳 由井真緒里 上武大学
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　本事業は、本県の競技力水準をより一層向上させるため、ジュニア選手を早期に発掘・育成する
ことを目的として、平成23年度からスタートして今年度で11年目の実施となりました。
　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、3月7日（日）に予定していた選考会は延期となり、4月
29日（祝・木）に選考会を開催しました。
　選考会には、トップアスリートを目指す県内の小学校4年生146名がエントリーして、5種目の体
力測定と面接を行いました。
　選考会終了後、選考会議において審議した結果、100名を新スーパーキッズとして認定しました。
　認定式は5月22日（土）に開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、競
技団体毎に認定証を授与する形となりました。
　スーパーキッズたちはコロナ禍により、制限された中での練習活動となっていますが目標に向かっ
て日々の練習を頑張っています。将来、国体や世界で活躍する選手がスーパーキッズから誕生する
ことを期待しています。

ぐんまスーパーキッズプロジェクトぐんまスーパーキッズプロジェクト
20212021

ぐんまのスポーツ環境整備等支援事業

　2029年に本県で開催予定の第83回国民スポーツ大会に向け、競技スポーツ団体の競技力向上を目的とした用
器具の購入等のスポーツ環境整備に対し支援をしました。

●スケート連盟（自転車エルゴメータ） ●ソフトボール協会（ピッチングマシーン）



7

コロナ禍においても活躍を続けている、
スーパーキッズ卒業生3人をピックアップ
して聞いてみました。

① 現在までの最高大会成績は ?（大会名・成績）その時の気持ち
② 現在頑張ることができる原動力はなに ?
③ 今後の目標と応援してくれる皆さんにメッセージをお願いします。

スーパーキッズ卒業生スーパーキッズ卒業生のの活躍活躍

①インターハイ3位、日本選手権6位、北関東大会・県高校総体優勝
 とても嬉しく、競技をやっていてよかった。感謝の気持ちが大きかったです。

② いつもお世話になっているコーチやたくさんの方々に恩返しできるように頑張っ
ていきます。

③ いつも応援してくださっている方々のためにもインターハイ2連覇・日本選手権
で3位以内入賞できるように頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。

① 成績:第11回全日本ノービス&ジュニアカップ第1戦　500m　第1位
　 優勝したレース後に2位だったチームメイトとお互いの健闘を讃えあえたことが

嬉しかったです。
②技術向上にむけて探求していく楽しさです。
③ 今後の目標は一つ一つのレースの主役になることです。期待以上のレースをで

きるように頑張ります。

①文部科学大臣杯第58回全日本ボウリング選手権大会女子の部3人チーム戦優勝
　 全日本の舞台で優勝できたことは素直に嬉しかった。チーム戦でチームの為に戦う事は

楽しかったです!
②周りからの応援です。応援に少しでも応えられる様に、恩返し出来る様にしています。
③ 現在は全日本ナショナルユースチームに3年在籍してます。今はコロナの影響で海外派遣が中

止になっていますがコロナが落ち着いて海外派遣が再開されたら招集される様にまずは国内で
もっと成績を出すことです。大好きな事をしているので何があってもくじけず前を向いて努力
していきます。これからも応援して下さる方々に少しでも恩返しが出来るように頑張ります。

陸上競技（棒高跳び）: 柳川 美空選手

スケート競技（ショートトラック）：丸山 左右吾選手

ボウリング競技:近藤 眞桜選手
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スポーツ少年団県大会スポーツ少年団県大会

スポーツ体験事業スポーツ体験事業  『チャレンジスポーツ教室』『チャレンジスポーツ教室』

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、県大会
についてはほとんど中止となりました。
　実施ができた大会については、7月23日卓球、10
月24日・31日バレーボール、11月3日・6日ソフト
ボールでした。
　今年度も新型コロナウイルス感染症対策を講じた
大会開催となりましたが、子どもたちは笑顔で楽し
くプレーをしていました。

　本事業は、県内の小学生を対象にスポーツをする機会を提供し、体を動かすことの爽快さ、楽しさを体験
させるとともに、本県スポーツ人口の底辺拡大を図ることを目的として、平成26年度からスタートして今年
度で8年目の実施となりました。
　今年度は、19団体より実施希望があり、競技団体16団体（アイスホッケー・水泳・ボート・ホッケー・体操・
レスリング・セーリング・ハンドボール・ソフトテニス・弓道・ライフル射撃・剣道・ラグビーフットボール・
山岳・ボウリング・スポーツチャンバラ）地域団体3団体（高崎市スポーツ協会・藤岡市スポーツ協会・みどり
市スポーツ協会）の計19団体で実施されることとなりました。

※各大会結果については、群馬県スポーツ協会ホームページ
　（http://www.gunma-sports.or.jp/）に掲載。
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群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク
I KAHO RINKI KAHO RINK

　本年度の伊香保リンクは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため昨年度は実施できなかった屋
内第1リンクの4月延長営業を、競技団体からの強い要望もあり、4月18日まで行いました。
　そして、引き続き感染防止対策を行った上で、9月1日よ
り屋内第1リンク、10月1日より屋内第2リンク、11月10
日より屋外リンクをオープンしました。
　8月20日〜 9月30日まで群馬県が緊急事態宣言の対象地
域とされたことを受け、群馬県の要請により利用の一部制
限（一般滑走の中止、新規予約受付の停止、20時までの時
短営業）を実施しました。
　今後も県の「社会経済活動再開に向けたガイドライン」の
警戒度を考慮しながらの開館となりますが、感染防止対策
を行い、引き続き利用者の皆様が安心・安全に利用できる
よう施設の管理運営に努めます。

　伊香保リンクは、標高940mにあり周囲を山に囲まれているため、市街地の明かりに影響されること
のない、きれいな星空を観察できる隠れたスポットです。そこで、伊香保リンクの新たな魅力を発信
しようと渋川市観光課と協力して「伊香保リンク星空観察会」を開催し、41名の参加がありました。
　参加者は屈折望遠鏡やパソコンを使って星座や星雲を眺め、満点の星空に思いを馳せました。

日時:令和3年4月10日（土）　19時30分〜 20時30分

日時 ： 令和3年8月1日（日）〜8月15日（日）
  10時〜16時

　伊香保リンクの夏場の有効活用と地域の活性化
を図るため、伊香保リンクを活用した地域活性化
促進事業の一環として、様々な軽スポーツやレク
リエーションを楽しめるイベントの「伊香保リン
ク夏あそび」を実施し、期間中の土・日・祝日限
定で「スペシャルアクティビティ Day」としてミニ
セグウェイ、電動キックスケーター、スケートボー
ド等の乗り物の体験会を行いました。

　また、8月1日（日）には県レクリエーション協会による「第10回ぐんまスポーツ・レクリエーション
フェスタ」も同時開催し、スポーツチャンバラや忍者ランド等、様々なレクリエーションを体験できる
イベントとなりました。
　8月4日（水）に県の「社会経済活動再開に向けたガイドライン」の警戒度が4に引き上げられ、それ以降
の「伊香保リンク夏あそび」は中止を余儀なくされましたが、8月1日（日）には87名の参加がありました。

伊香保リンク 星空観察会伊香保リンク 星空観察会

伊香保リンク 夏あそび伊香保リンク 夏あそび
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ススポポーーツツ安安全全保保険険のの加加入入手手続続ききはは
イインンタターーネネッットト((ススポポ安安ねねっっとと))ををごご利利用用下下ささいい！！

※令和５年度より、加入申込はインターネットのみとなります。

ススポポーーツツ安安全全保保険険のの加加入入手手続続ききはは
イインンタターーネネッットト((ススポポ安安ねねっっとと))ををごご利利用用下下ささいい！！

※令和５年度より、加入申込はインターネットのみとなります。

TEL　027-234-5555　ホームページ　http://www.gunma-sports.or.jp/

賛 助 会 員
群馬県剣道連盟
公益社団法人群馬県サッカー協会
医療法人社団善衆会善衆会病院
東朋産業株式会社
株式会社両毛資源開発
技研コンサル株式会社
フォーユーブレイン株式会社

福田　篤子
高野　貞男
青木　　孝
田中　宏和
吉野　　勉

医療法人明寿会石北医院
医療法人山崎外科医院
鵜川興業株式会社
医療法人五紘会東前橋整形外科病院
株式会社吉田鉄工所
群馬県体操協会
一般財団法人伊勢崎市スポーツ協会

株式会社サンワ
群馬県合気道連盟
一般財団法人群馬陸上競技協会
群馬県スキー連盟
一般社団法人群馬県水泳連盟
群馬県バレーボール協会

【法人・団体】

【個人】
稲葉　龍三
新木　敬司
剱持　昇一
宇津木妙子
渡邊　秀臣

栗原　主一
栗原　房子
野本　彰一
河﨑　和代
木村　雅治

富沢　喜詔
眞下　　清
白倉　賢二
小野里順子
天田淸之助

春川　昭二
大塚　隆幸
小林　　馨
小池　　務
佐藤　栄一

木村　淳子
矢澤　敏彦
松本　博崇
髙田　　勉
入澤　孝一

蜂須　聖司
毒島　　誠
遠藤　伸治

（順不同・敬称略）
令和3年9月30日現在

（順不同・敬称略）

皆様のご支援に、皆様のご支援に、
心から感謝心から感謝
申し上げます。申し上げます。

スポーツ安全保険の加入手続きは
インターネット（スポ安ねっと）をご利用下さい!

※令和5年度より、加入申込はインターネットのみとなります。


