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広報さやま 2013.3月号　　■市役所☎04-2953-1111（代表）　蕭04-2954-6262

　市では、年齢や体力、適性に応じて、スポーツに親しみながら、心
身ともに健康で明るく生きがいのある生活を送っていただけるよ
う、各種スポーツ・レクリエーション事業を実施しています。
　今月号では、平成25年度の予定と各協会や連盟などの連絡先を
お知らせします。

だれもが・いつでも・どこでもだれもが・いつでも・どこでも

スポーツに親しめるまち・さやまを目指してスポーツに親しめるまち・さやまを目指して

種　　目 開催月 会　場 種　　目 開催月 会　場

※硬式テニス（初・中級） 4月 智光山公園テニスコート ゴルフ（初級者女性） 9月 東京家政大学狭山校舎

親子体操 6月 農村環境改善センター 水中ウオーキング 9月 入間川小学校プール

ゴルフ（初心者） 6月 新狭山ゴルフセンター ピラティス 9月 市民総合体育館

バウンドテニス 7月 市民総合体育館 スポーツ吹矢（初心者） 9月 未定

水泳（初心者） 7月 入間川小学校プール ニュースポーツ教室 10月 市民総合体育館

アクアフィットネス 7月 入間川小学校プール ウオーキング教室 11月 未定

剣道(初心者） 8月 未定 テーピング 2月 狭山市役所

ボウリング（親子） 8月 新狭山グランドボウル ボウリング 2月 新狭山グランドボウル

団   体   名 連 絡 先  電話番号

民踊連盟 石川千恵子  2953-1536

グラウンドゴルフ連合会 小林　常男  2956-4600

ダンス連盟 肥後　正彬  2953-8899

フォークダンス連盟 斉藤　昭子  2957-6054

ミニテニス連盟 奥富　　茂  2958-2863

ペタンク協会 黒田　精吾  2958-2536

自然体験ウータン・クラブ 鈴木　　茂 050-7512-1105

日本ペットボトルクラフ
ト協会狭山支部

中島　光男 2953-4519

レクリエーション指導者
クラブ

梅村　貞之  2957-5100

団   体   名 連 絡 先 電話番号

スポーツ推進委員連絡
協議会

篠塚　　功 2952-2698

事　業　名 開催月

さやまCITYゴルフ大会 5月・6月

壮年ソフトボール大会 5月・6月

日帰りトレッキング 5月・10月

体力テスト会 10月

健康ウオーキング 3月

指導者養成講座 未定

事   業   名 開催月

市民ゴルフ大会 10月

クロスカントリー IN SAYAMA 12月

事   業   名 開催日

ウオークラリー大会 5月

レクリエーション広場 10月

レクリエーション・フェスティバル 3月

日米ジュニア交流事業 年 3回 主　な　活　動 内　　容

ニュースポーツの普及
ドッヂビーなどニュースポーツの普及

活動､トスベースボール大会の開催

スポーツ・レクリエーション

活動の協力
各種事業への支援・協力

団   体   名 連 絡 先 電話番号

野球連盟 宮寺　勝利  2952-3241

柔道連盟 石川　勇司  2954-1360

剣道連盟 佐藤　一夫  2955-1356

ソフトテニス連盟 大谷　洋由 090-1545-5953

卓球連盟 小澤キヨ子  2954-1524

バレーボール連盟 松川　　洋 090-2650-8079

スキー連盟 谷島　　稔  2955-0228

サッカー協会 山崎　堅司  2953-1923

バスケットボール連盟 鹿島　光明  2952-2390

ソフトボール協会 町田　繁夫  2953-4460

バドミントン連盟 土屋　晃裕  2936-8860

少林寺拳法連盟 倉田　幸明  2995-1296

テニス協会 栗原　秀明  2959-8286

弓道連盟 河崎　国広  2952-7919

なぎなた連盟 青木　成子  2957-2195

ゴルフ協会 天野　幸一  2952-7311

陸上競技協会 星　　恒夫  2959-8709

ボウリング連盟 三世川善枝  2953-3395

ダンススポーツ連盟 宮寺　　一  2953-6734

スポーツ少年団 鹿島　光明  2952-2390

岾裙

区　分 内　　容

小学校

開放校入間川東小、富士見小、南小、山王小、入間野小、御狩場小、

　堀兼小、狭山台小、新狭山小、奥富小、柏原小、広瀬小、笹井小

開放時間火～金曜日の17時30分～ 21時30分、土曜日の13時～

　21時、日曜日の9時～17時

中学校

開放校東中、中央中、入間川中、入間中、山王中、入間野中、

　堀兼中、西中、柏原中

開放時間月～土曜日の19時～ 21時30分

共通事項／使用条件 ▼市内在住・在勤の社会人で構成され、毎回10

　名以上で活動できるスポーツ団体 ▼成人が主導する責任者の明

　確な地域スポーツ団体 ▼年間登録とし､1団体につき週1回2時間

　（中学校は2時間30分）を限度

　※入間川小、水富小、狭山台中の体育館も開放しています

申 込み入間川小は社会教育課内線5673へ、水富小(☎2952-2265)と

狭山台中（☎2958-6791）は各学校へ、その他はスポーツ振興課へ

内線5711

 問合せスポーツ振興課へ内線5711

コバトン

市長の主な動き

○2/1・2…全国茶サミット美濃茶
岐阜大会 ○2/5…埼玉西部広域事
務組合議会全員協議会・定例会 ○
2/7…埼玉県市町村総合事務組合
議会定例議会、埼玉県市長会西部
ブロック市長会議 ○2/9…社会福
祉大会 ○2/12…定例庁議○2/13…
振興計画審議会 ○2/16…川越総合
卸売市場㈱取締役会・臨時株主総
会 ○2/18…定例記者会見 ○2/22
～…市議会第1回定例会

　人口減少は、国はもとより市の喫

緊の課題であるため、各部署にその

分析と対応を指示しています。統計

から見ると、市の世帯と人口は、今年

の2月1日現在で約6万5,300世帯､15万

5,500人です。人口が一番多かった

平成6年は、約5万6,600世帯､16万

3,000人で、その差は世帯が8,700世

帯増えて、人口は7,500人減少して

います。昭和50年代に建設された住

宅団地では、偶然にも7,800人ほど

の人口が減少しており、総人口の減

少数とほぼ同じです。一方それ以外

の地区では、世帯数は増加し、人口は
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人口減少を考える

横ばいの状況にあります。

　私は、元気な狭山を創
つく

るためには、

子ども達が健やかに育つ環境づく

りが重要であると考え、県内でも早

くから、こども医療費の支給対象年

齢を中学校修了前まで引き上げ、保

育所の待機児童を減らすための整備

や支援、小・中学校の校舎空調設備の

計画的な整備などを積極的に進めて

きました。それでも、人口面において

は、減少傾向が続いています。これ

は、都心への交通アクセスや地価下

落による都心回帰、低い出生率など

さまざまなことが考えられます。

　今後は、近隣市や公共交通機関な

どの事業者と連携し、解決への方策を

見いだしていきたいと考えています。

◆ 教　室　※はP3に案内記事あり

◆ 行　事 ◆ 学校体育館などの市民開放事業

◆ 体育協会主催事業

◆ レクリエ－ション協会主催事業

事   業   名 開催月

運動会 5月

マラソン大会 1月

◆ スポーツ少年団主催事業

◆ スポーツ推進委員連絡協議会主催事業

◆ 体育協会加盟団体◆ レクリエ－ション協会加盟団体

◆ スポーツ推進委員連絡協議会

○スポーツ安全保険のご加入を
保険期間／ 25年4月1日～26年3月31日（途中加

入も3月31日まで）　対象／ 5名以上で構成する

団体　※インターネットからも加入可。詳しくは

スポーツ安全協会ホームページを参照　問合せ

／スポーツ振興課内線5711か同安全協会埼玉県

支部へ☎048‐779‐9580

○初・中級者硬式テニス教室
日時／ 4月16日～ 5月21日の火・木曜日､9時～

11時（全10回）　会場／智光山公園テニスコート

対象／市内在住・在勤の方　定員／ 40名（先着順）

費用／ 2千円（保険料など）　申込み／ 3月21日㈭

から費用を持ってスポーツ振興課へ内線5711

コバトン

市長随想 93


