
神河町体育協会  加盟協会一覧
◆あなたも一緒にスポーツを始めませんか◆

学校の体育種目になり、子どもから楽しめるスポーツ

です。気楽にご参加ください。

【活動内容】

毎週水曜日（20時～22時）

神崎体育センター

【主な大会】

町民大会

郡親善大会

卓球協会では、初心者の方から、長年卓球に親しんでこられた経験者

の方まで、年齢やレベルに関わらず、楽しく練習に参加されています。

これから卓球を始めてみたい方や日頃の運動不足を解消したい方、更な

る技術の習得や向上に励みたい方等、真剣に練習に取り組んでいただけ

る方のご参加をお待ちしております。

【活動内容】

定期練習 毎週金曜 ２０時～２２時

神崎体育センター２Ｆ 卓球場

強化練習 年数回程度（４～８回程度）講師をお招きし、

技術講習会を実施

【主な大会】

R2. ８月：チャレンジスポーツ町民卓球大会（開催）

R2.１１月：神河町オープン卓球大会（開催予定）

R3. ２月：B＆G親子卓球大会（参加予定）

グラウンド・ゴルフ

秋の記録会、冬のたすきリレーともに好評で、多くの子どもたちが参

加しています。陸上競技協会の会員を募集しています（陸上競技経験不

問）。大会運営をお手伝いしていただける方を求めています。汗を流す

子どもたちを近くで応援してみませんか。

【主な活動】

毎月第１土曜日の10:00～12:00、はにおか運動公園周回コースで

「定例ジョギング（ラン&ウォーキング）」を実施。誰もが、気軽に自

分のペースに合わせて参加出来ます。

【主な大会】

神河町陸上競技記録会

例年：９月第４土曜日

第2３回神河町たすきリレー

12月12日（土） 神河町役場周回コース

例年：１２月第２土曜日

空手は老若男女誰でもできます。

武道の修練、体力・健康づくり、護身術の習得等、興味

のある方は、いつでも見学にお越しください。

【主な活動】空手道、柔術（護身術）、棒術、拳法

寺前小学校体育館

毎週 月･水･金曜（祝祭日除く）18時～20時まで

昇級昇段試験（４月・８月・１２月）

【主な大会】

播磨空手道大会（8月）

全日本剣道連盟が掲げる剣道の理念「人間形成」をもとに青

少年の健全育成と会員（保護者）相互の親睦を図り、日本の伝

統である剣道の技と心を後進に伝えていくことを目的としてい

ます。稽古日には気軽に道場へ見学に来てください。

【稽古日】毎週水・土曜

（水曜 18:30～21:00／神崎体育センター 武道場）

（土曜 18:00～21:00／神崎体育センター アリーナ）

【主な大会】

神崎郡少年剣道大会

武蔵・伊織少年剣道大会

高砂市小学生剣道錬成大会

東洋錬成会他

皆さん、たまには運動しましょう。

男性は40歳以上のチーム募集！

女子は年齢不問です。

気軽に参加してください。

【主な大会】

春季大会 ・夏季大会

会長杯大会・秋季大会

テニス協会では、老若男女、素人からベテランまで多

くの方が楽しんでいます。退職してから参加されている

方もいます。ご家族・お友達をを誘って参加してみてく

ださい。

【定期練習】

土曜 14時～17時 日曜 9時～12時、14時～17時

祝日 14時～17時 場所 はにおか運動公園

【主な大会】

5月 春季町民テニス大会

７月 サマーナイター町民テニス大会

10月 秋季町民テニス大会

現在、町内の7チームが加盟しており、試合はもちろん、親睦会など

も行い、楽しく活動しています。野球経験者や全くの初心者など、どん

なチームでも大歓迎ですので、野球をもっと知りたい方、野球を楽しみ

たい方、興味のある方は、事務局まで御連絡ください。

【活動】

野球を通じ地域における仲間との集団活動の充実を図り、心身の健康

と町内外の野球好き達との交流、親睦を深めています。

【主な大会】

・協会加盟チームによるリーグ戦

・神河町長杯争奪大会

（町内チームを対象）

・神河町野球協会会長杯争奪野球大会

（町内外問わずオープン参加、神崎郡野球連盟と共同開催）

子どもたちには、集中力や体力、礼儀、協調性を養い、大人の方には心

身修行や護身術、健康法として、親子で参加される方には、共通の趣味

の時間として、青少年健全育成、生涯体育として稽古に取り組んでいま

す。皆さんも一度参加して体験してみませんか？

【主な活動】毎週木曜 18時～20時 神崎体育センター 武道場

（土・日曜日には、香寺道場、福崎道場で不定期に合同稽古

や師範指導稽古に参加）

【主な大会】 6月 合氣道大阪東武育会向和道場昇級昇段審査会

7月 暑中稽古&会員懇親会

9月 向和道場昇級昇段審査会

10月 少年部錬成大会県民体育大会（県連）

11月 合氣道向和道場演武大会

12月 大阪武育会本部演武大会

2月 向和道場昇級昇段審査会

合気道 壮年ソフトボール

野外活動
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神河町体育協会

事務局 : 神河町教育委員会教育課内

TEL ０７９０－３４－０２１２

FAX  ０７９０－３４－０６４５
E-mail:kyouiku@town.kamikawa.hyogo.jp

会 長 田中 宏一

事務局 上山 隆志

会 長 平岡 民雄

事務局 仲川 譲

町の大会４回と上部団体である神崎郡バレーボール

協会主催の大会（一般女子、親子、男女混合）に参加。

チームを作り、加盟のご応募お待ちしています。

【定期練習】

毎週 木曜 20時～22時まで

場所 神崎体育センター

【主な大会】

ジュニア大会 ５月最終日曜日

春季大会 5月 夏季大会 8月

秋季大会 10月 冬季大会 3月

会 長 渡邊 文明

事務局 坂田 英之

峰山高原スキー場をホームゲレンデに、小中学生にスキー、スノー

ボードに親しむ機会をつくることを目的とした教室を開催、子どもたち

がレッスンを通じて自分の可能性に挑戦し、少しでも心身の健全育成に

役立つことができればと願っています。

会 長 大中 康寛

事務局 本田 圭司

ゴルフ競技を通じ会員相互の親睦及び町民の心身の健

全化を図るとともに、技術の向上を図ることを目的とし、

平成１８年４月に発足しました。年２回町民大会を開催

しておりますので、ぜひ参加をお願いします。

【主な大会】

町民大会 3月・6月

第３０回町民ゴルフ記念大会

（令和３年３月開催予定）

会 長 山下 直樹

事務局 田中 聡

会 長 福田 利秋

事務局 難波 優子

会 長 坂元 滋樹

事務局 細川 晴代

会 長 和田 早苗

事務局 神保原 廣己

会長・事務局 佐古 守

会 長 北條 勝也

事務局 藤田 真也

グラウンドゴルフは子どもからお年よりまで、みんな
が楽しめるスポーツです。「いつでも」「どこでも」
「だれでも」できるという楽しいゲームの特性がすべて
備わっています。

【主な大会】
毎月１回の月例大会
夏季・秋季大会（グリーンエコー笠形）
町民グラウンド大会
ふれあいグラウンド・ゴルフ大会
グラウンド・ゴルフ交歓大会
生涯スポーツ県民ふれあいグラウンド・ゴルフ大会

会長・事務局 小寺 義裕

会 長 山本 健一

事務局 松本 光平

近年は元日登山だけですが、ふるさとの

自然と親しむ活動を行っています。

外遊びが好きな方、ぜひご一緒に！

【主な活動】

元日登山（毎年１月１日）

東柏尾 桜華園

その他登山・川遊びなど

会 長 松本 日出一

事務局 前川 穂積

会 長 藤森 正晴

事務局 中島 宏之

会 長 前嶋 正昭

事務局 前嶋 茂徳

会 長 前嶋 まつみ

事務局 前嶋 茂徳

学生から大人まで、幅広い方が参加しています。

相互の交流が順調です。

【活動内容】

毎週月・金曜 20時～22時

神河中学校体育館

【主な大会】

町民バドミントン大会（年１回）

市川町バドミントン大会

一般社団法人兵庫県ゲートボール連合の加盟団体として、会

員の健康増進と融和の精神で、ゲートボールの普及と啓発を推

進し、明るい地域づくりに務めています。新たに参加される方

をお待ちしています。一度体験してください。

【主な活動】

各地区グラウンドにて練習（小田原、すぱーく神崎）

月１回、交流会を実施（すぱーく神崎）

【主な大会】

町民ゲートボール大会

但陽信用金庫ふれあいゲートボール大会

県連合主催の大会に参加

【主な活動】

毎年、１月と２月の２回、昨シーズンは１月２

５日（土）と２月２２日（土）にスキー＆スノー

ボード教室を開催、クラス別にレッスンを行いま

すので初心者でも安心して参加していただけます。

シーズン終了後にはクリーンウォーキングを実施

し、ゲレンデの美化活動にも協力しています。

各協会へのお問合せは、神河町体

育協会事務局または加盟協会（定例

活動時）へ直接ご連絡ください。

興味・関心を持たれましたら、お

気軽にお問い合わせください。

皆さまのご参加をお待ちしており

ます。

会 長：段床 繁雄

副会長：前嶋 茂徳・北條 勝也

監 事：太田 茂宏・渡邊 文明


