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〒386-0025　長野県上田市天神1-8-1

上田市教育委員会内
TEL.0268-27-9400　FAX.0268-21-3100

一般財団法人 上田市体育協会



　上田市体育協会は、昭和21年4月に発足しました。

終戦後の混乱の時代にも拘わらず、市当局がスポーツの復興に深い理解を示し、困

難な財政状況の中、施設の復旧・新設に力を入れていただき、地方都市としては施設

の整った状況を創り出していた時期でした。

　施設の整備が進むと、スポーツは市民の間に広く普及し始め、体力向上の手段とも

相俟って、いろいろな競技種目が次々に団体を形成して、当協会に加盟するようにな

ってきました。発足当時はわずか3競技団体でしたが、40年後の昭和60年には30の

競技団体を擁する大きな組織となっていました。

　それから更に30年が経過し、当協会は財団法人から一般財団法人に組織変更する

と共に、38競技団体と3つの地域体育協会（丸子・真田町・武石）を加え、傘下に長野

県内最大の団員・指導者数を誇る上田市スポーツ少年団を育成してきています。

　当協会では、平成28年4月1日に創立70周年を迎え、記念事業の一環として体育協

会史を発刊し、上田市におけるスポーツの軌跡・歴史をまとめると共に、諸先輩の残

した功績を偲び、今後の発展の基礎にしたいと考えました。

　すべての競技団体の記事を掲載したいと考えたため、充分なスペースを確保出来

ませんでしたが、各競技団体の活動がご理解いただけるかと思います。

　少子高齢化の進む現代、「健幸都市上田」を実現するためにも、今後、スポーツの

果たす役割はますます重要となって参ります。

　多くの賛助会員の皆様をはじめ、競技団体の皆様に支えられている当協会は今後

も更に、皆様のお役に立つ組織として、前進・努力を重ねて参る所存です。

　引き続き、ご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

70周年記念誌発刊によせて

会長 森　大 和
一般財団法人 上田市体育協会



　一般財団法人上田市体育協会が創立70周年を迎えられましたことに、心よりお祝

いを申し上げます。また、このたびは記念誌を発行されるとのことであり、貴協会の

これまでの歴史を後世に伝えるため、有意義なものと喜ばしく感じております。

　日本のスポーツは、昭和40年代の急速な経済成長の中、地域住民の交流を重視す

る「コミュニティスポーツ」、昭和50年代からはスポーツの平等と民主化を進める「みん

なのスポーツ」、平成に入り現在の生涯学習振興の一環である「生涯スポーツ」へと変

化してまいりました。このような中、貴協会におかれましては、それぞれの時代背景に

合わせ、また市民の皆様のライフスタイルの変化に対応しながら、各種大会等の企画

や運営に尽力され、上田市のスポーツ振興の中心的役割を担ってきていただいてお

ります。中でも、今年66回目を迎える上田市民総合体育大会は、スポーツの振興のみ

ならず、市民の健康づくり、地域の交流が図られる大切な事業として、永い歳月に亘っ

て継続いただいていることに敬意を表す次第です。

　スポーツは、体力を向上させるとともに精神もリフレッシュさせるなど、心身の両面

に亘る健康の保持と増進に資するものであります。スポーツは「する」だけでなく「観る」

という関わり方もあり、2020年に開催を控える東京オリンピック、パラリンピックや

2019年のラグビー・ワールドカップにおいても数多くの熱戦が望まれる中、スポーツが

人々に与える勇気や活力の大きさは計り知れないものと期待しております。上田市に

おいても、スポーツのこうした多様な側面を含める中で、スポーツ振興計画において

「生涯スポーツ社会」の実現を掲げており、この目標に向けて、引き続きの御協力を

賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、上田市体育協会の充実と発展のために御尽力いただきました歴代の役員

の皆様をはじめ、加盟団体ほか全ての関係者の皆様に感謝を申し上げるとともに、伝

統に輝く上田市体育協会の今後の更なる発展を祈念し、お祝いの言葉と致します。

お祝いの言葉

上田市長 母袋　創一
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昭和36年11月3日 上田市体協建立　
第２代上田市長　勝俣英吉郎翁像

平成26年12月10日
シリーズスポーツ講演会

平成26年12月18日
上田市体協　功労者表彰式

昭和57年5月
財団法人化した体協旗と広報誌「体協 うえだ」

平成12年
遠藤利治会長　勲五等瑞宝章受章祝賀会

平成26年9月29日
国体壮行会（アリオ上田にて） 

平成27年8月3日
信州爆水ラン in 依田川

平成17年12月15日
創立６０周年記念式典（湶純江さん記念講演）

平成26年7月12日
デンソー女子ソフトボール部

真田合宿

平成23年12月17日
上田市内３体協統合協定調印式・祝賀会 

平成28年6月22日
東日本大震災義援金贈呈（白石市）平成28年1月23日

ストレッチング講習会
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平成28年10月5日
第30回古戦場ハーフマラソン
（ウェルカムパーティ）

平成28年7月24日
上田市合併10周年記念「流鏑馬」

平成18年
第20回上田古戦場健康・ハーフマラソン大会

平成27年4月21日
城跡公園プールお別れの会

平成8年11月3日
ハイウェイフェスタ96 in 上田菅平

平成8年11月3日
ハイウェイフェスタ96 in 上田菅平

平成18年
Vリーグ女子バレーボール大会

（シーガルズ  VS  久光製薬・JT  VS  茂原）

平成元年
上田市制施行70周年
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長野冬季オリンピック招致決定

長野冬季オリンピック招致運動

平成7年9月17日
姉妹都市スポーツ交流大会（弓道）

平成11年
姉妹都市スポーツ交流大会（スポーツダンス）

平成元年8月20日
姉妹都市スポーツ交流大会（ソフトボール）

姉妹都市スポーツ交流大会（ゲートボール）平成9年
長野冬季オリンピック開催200日前（上田駅前）

平成7年
長野冬季オリンピック開催1000日前イベント
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平成18年
第27回北信越国体（柔道競技）

「健康体力つくりの日」
健康チェック

平成25年3月28日
「健康体力つくりの日」15周年記念講演会

平成21年10月4日
剣道（居合道演武）

平成25年3月28日
「健康体力つくりの日」24年度精勤賞以上の皆さん

平成18年9月6日
新上田市発足記念　東信太極拳交流大会

平成26年6月20日
「健康体力つくりの日」（自然運動公園）1周年記念

平成11年
上田ゴルフ協会創立20周年記念式典

長野県縦断駅伝競走
上田市役所前

平成12年
市民水泳大会

平成18年6月8日
スポーツダンス協会　上田市へ軽自動車寄贈

昭和53年
長野（やまびこ）国体　ボクシング競技会

（丸子町）
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平成4年4月12日
アクアプラザ上田オープン（波の出るプール）

平成18年11月3日
上田市スポーツ少年団創設20周年記念交流大会

平成23年11月25日
スポ少25周年記念　野球教室

定岡・篠塚コーチ

上田市アーチェリー場 

平成15年4月29日
上田市スポーツ少年団

信州上田真田まつり武者行列に参加

平成8年4月15日
古戦場公園植樹祭

平成26年2月2日　山崎福太郎君
ソチパラリンピック出場激励会（塩尻自治会）

平成26年8月10日
南三陸町少年野球チームとのスポーツ交流会

平成8年9月6日
県営上田野球場竣工式

上田市ふれあいフィットネスパーク
（模型）

平成12年
市民の森　ゴーカート場オープン記念式典 
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平成27年4月30日
真田まつり　出陣前

平成28年11月3日
上田市スポーツ少年団創設30周年記念交流大会

平成27年8月11日
高岡市とのソフトテニススポーツ交流会

平成28年11月3日
第30回スポ少交流大会（名物：長ゲタレース）

平成28年11月3日
第30回スポ少交流大会（空中疾走）

平成28年 8月10日
高岡市スポーツ交流（ソフトテニス）



　今年の冬は異常気象が続き、寒暖の厳しさから身体的・精神的に大いに打撃を受けた日が多い。　しかし、

スポーツ界においては、長野県では地元冬季国体（銀嶺国体）、北海道では札幌を中心に冬季アジア大会が開催

され、長野県出身選手の活躍ぶりはテレビ・新聞等で大きく報道され、来年の平昌（ピョンチャン）オリンピックに大

いなる期待をもたらすものとなった。

　さて、上田市体育協会が誕生して70年、予算・施設・指導者・選手育成等、いろいろな問題点を解決しながら一

歩一歩前進し、その運営内容も幅広くなってきている。　

　上田市は、旧丸子町・真田町・武石村と統合してから10年が経過した。この間に上田市体育協会は財団法人か

ら一般財団法人への移行を済ませ、公益法人としての組織体制を明確にし、各競技団体の組織充実や競技力向

上に努めている。

　今回発行の70周年誌は、加盟競技団体の活動状況や変遷を中心に、スナップ写真等を交えて紹介すると共に、

表彰者の紹介や名簿・年表等も掲載した。ご協力いただいた各競技団体にお礼を申し上げ、ひとつの区切りとし

ての記念誌になってくれることを希望する。

　現在、国内外の政治情勢は混沌としてきているが、1年後には平昌（ピョンチャン）冬季オリンピック、3年後には

いよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催される。多くのアスリート達が、このスポーツの祭典を目指してト

レーニングに励んでいることだろう。

　この上田の地から、日本、いや世界に通用するアスリートを一人でも多く、輩出出来るよう、上田市体育協会が

一丸となって、実現に向け頑張っていきたい。

発行日　2017年5月
発行者　一般財団法人　上田市体育協会
　　　　創立70周年記念誌作成委員会
　　　　〒386-0025　長野県上田市天神1-8-1　上田市教育委員会内
　　　　TEL.0268-27-9400　FAX.0268-21-3100
印刷所　精巧堂　株式会社アオヤギ印刷

題　　字／森  大和  会長

表紙写真／2016年放送、NHK大河ドラマ「真田丸」
　　　　　主人公 真田幸村公（堺正人さん）着用の
　　　　　甲冑レプリカ
　　　　　（真田丸大河ドラマ館に展示）
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