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○神奈川県スポーツ推進条例の制定
スポーツは世界共通の文化であり、スポーツの価値は、「する」「観る」

「支える」という様々な形でスポーツに親しみ、楽しさや喜びを得ることに
あります。また、スポーツは、青少年の健全育成や地域社会の再生、心身の
健康の保持増進、社会・経済の活力の創造などにもつながります。
折しも、神奈川県では今後、ラグビーワールドカップ 2019TMや東京 2020

オリンピック・パラリンピック競技大会、全国健康福祉祭（ねんりんピック）
などの世界規模や全国規模の大きな大会を開催する予定であり、県民の皆様
のスポーツに対する関心も一層高まっていくことが期待されています。
そこで県では、こうしたスポーツへの機運を確固たるものとして後世に残し、「県民の誰もが生涯にわた

りスポーツを楽しみ、健康で明るく豊かな生活及び活力ある地域社会の実現」を目指していくため、今年
３月に神奈川県スポーツ推進条例を制定しました。また、これに併せて、今後の県のスポーツ施策の基本
となる、神奈川県スポーツ推進計画「エンジョイ・スポーツ！ かながわプラン」も策定しました。

○神奈川県スポーツ推進計画の概要
神奈川県スポーツ推進計画「エンジョイ・スポーツ！ かながわプラン」では、基本目標に「誰もが「い

つでも」「どこでも」「いつまでも」スポーツに親しめる生涯スポーツ社会の実現」を掲げ、「成人の週１回
以上のスポーツ実施率を 65％以上にする。」などの数値目標も設けています。
「乳幼児期」「児童・青年期」「成人期」「円熟期」の４つライフステージに応じて、生涯を通じて楽しめ

るスポーツ活動を推進するほか、スポーツ活動を拡げるための環境整備や、オリンピック・パラリンピッ
クなどを盛り上げていく取組みなどの施策を展開していきます。
中でも、主に 65歳以上の方を対象とした「円熟期」においては、人生 100歳時代を見据え、スポーツ

を通じた健康寿命の延伸、未病の改善、生きがい・仲間づくりを図るため、レクリエーションスポーツの
推進や、地域において子どもからシニア世代まで、世代を越えた運動習慣確立などに取り組んでいきます。

○ねんりんピックの神奈川県開催
神奈川県では、2021（平成 33）年度に

全国健康福祉祭（ねんりんピック）が開催
されます。ラグビーワールドカップ 2019TM、
東京 2020オリンピック・パラリンピック
競技大会に続いて、本県において我が国を
代表する「スポーツ、文化、健康と福祉の
総合的な祭典」である「ねんりんピック」
が開催されることは大変意義深く、生涯ス
ポーツ、特にシニア世代におけるスポーツ
を推進していく上で、またとない大きな
チャンスです。

スポーツで健康で活力に満ちた心豊かな人生を築きましょう

神奈川県スポーツ局
スポーツ振興担当部長

浦邊 哲
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ねんりんピックの成功により、シニア世代はもとより、子どもからシニアまで生涯にわたりスポーツ・
文化に親しむことができる礎を築くことが、ねんりんピックの一つのレガシー（後世に残る遺産）になる
と考えています。

○ねんりんピック長崎２０１６を見て
平成 28年度に開催された、「ねんりんピック長崎２０１６」には、私も伺わせていただく機会を得るこ

とができ、神奈川県選手団の皆さんが活躍されている姿を拝見させていただきました。
長崎県では、その２年前（平成 26年）にも「長崎がんばらんば国体」が開催されており、当時、私も

その国体に役員として参加させていただきましたが、その２年前の国体をそのまま思い起こさせるような、
県を挙げての盛り上がりに驚きました。そして何よりも、揃いのユニフォームを着た神奈川県選手団の皆
さんが、爽やかな笑顔で開会式の入場行進をされる姿と、競技会場において勝っても負けても仲間の健闘
を称えあう姿がとても印象に残っています。ねんりんピックが、シニア世代の方々のスポーツ・文化の祭
典として、日頃共に活動している仲間との親交を更に深めるとともに、同じスポーツや文化を楽しむ全国
の方々との新たな出会いや交流の場となっていることを間近に感じとることができました。
長崎大会では、スポーツ・文化合わせて全 26種目が開催されましたが、その内、神奈川県選手団（政

令指定都市の選手団を除く）が参加したのは 16種目に留まっています。
神奈川県で開催される 2021（平成 33）年のねんりんピックでは、神奈川ならではの特色ある種目も盛

り込みながら、県内各地で沢山のスポーツ・文化種目を開催できるようにしていきたいと考えています。
また、長崎大会の各会場では、至る所で長崎の名産の紹介や観光地のＰＲがされていました。参加され

た方の中には、また長崎の地をゆっくりと訪れてみたいと思った方もいらっしゃったのではないかと思い
ます。
神奈川県で開催される大会においても、県内各地の観光地、名産品をはじめ、様々な魅力を発信し、参

加された多くの皆様に「また神奈川に来てみたい。」と思っていただけるような工夫も大切であると感じま
した。
神奈川県で開催される、ねんりんピックは４年後に迫っています。参加される選手の方々だけでなく、

あらゆる世代のできるだけ多くの方々が、ねんりんピックを「する」「観る」「支える」楽しみを得ること
ができるよう、市町村や様々な関係団体をはじめ、皆様としっかり連携しながら準備を進めてまいります
ので、何卒ご協力をお願いいたします。
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今回は日本人が編みだした日本発祥のスポーツ、ターゲット・バードゴルフをご紹介します。
編集担当は神奈川県ターゲット・バードゴルフ協会実務担当者の岩﨑さんにお話を伺いました。
ゴルフ愛好者だった発案者が 1969年のアポロ 11号月面着陸の様子を見て着想し、1985年 2月 8日、

正式名「ターゲット・バードゴルフ」として発表されました。その後、1988年 6月、日本ターゲット・
バードゴルフ協会（以下、TBG協会）が創立され、2014年 8月に全日本 TBG協会が創立されました。
バドミントンの羽根をゴルフボールに付けたような合成樹脂のボールを、決められた 1本のウェッジク

ラブで打ち、遠くにある籠に入れるまでの回数を競うゴルフをミニ化したスポーツです。
この競技はボールの飛ぶ距離が短く、狭い場所でもできる子供から大人まで手軽にゴルフの醍醐味を体

験できるスポーツです。
最低必要な道具は①シャトルボール、②クラブ、③ショットマットとなります。競技するコースは常設

コース（18ホールを基準）と仮設コース（常設コースに準ずる）があります。
神奈川県下の競技人口は市区の TBG協会（17協会）に登録されている人数で 2,400人程度ですが、

競技人口が増加している状況です。ゴルフを経験し TBGに移行される方が多い為、現在のところ男性会
員が 70％を占める状況です。活動状況は、各協会は毎週２回程度の練習会を地域で開催し、地区大会、ブ
ロック大会、全国大会と地域や全国の仲間と交流を深め活発に活動しております。

主な道具

桜も咲きました、野外での活動にはもってこいの季節到来です。暖か
い日差しを受けて身体に無理のない範囲でスポーツを楽しんでみませ
んか。今回ご紹介したターゲット・バードゴルフに一度挑戦してみませ
んか。
挑戦したい方は、下記の神奈川県ターゲット・バードゴルフ協会に連

絡をお取りください。またはホームページで県内の協会へご連絡をくだ
さい。楽しい仲間が歓迎し、皆様をお待ちしています。

神奈川県ターゲット・バードゴルフ協会：046-256-5984（星野まで）
神奈川県内の TBG協会： 「神奈川県 TBG協会」で検索

memo
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広告掲載時の紙面構成案（平成 29年春号）予定 

本年も神奈川県下にて平成29年度高齢者スポーツ推進事業（主催：神奈川県・各競技種目団体）の一環として
かながわシニアスポーツフェスタ 2017が開催されます。仲間を誘って是非挑戦してください。 

 
参加資格 ： 県内在住で昭和 34年 4月 1日以前に生まれた（平成 30年 3月 31日時点で 59歳以上）方 
 （この大会は平成 30年開催のねんりんピック富山大会への選考も兼ねた大会となります。） 
実施種目 ： 卓球（ラージボール）、テニス、ソフトテニス、ソフトボール、ゲートボール、ペタンク、 
  弓道、剣道、グラウンド・ゴルフ、なぎなた、太極拳、ソフトバレーボール、サッカー、 
  ダンススポーツ、ターゲット・バードゴルフ、インディアカ、パークゴルフ、健康マージャン 
  （富山大会ではなぎなた、ターゲット・バードゴルフ、インディアカ、パークゴルフは開催され 
  ません。） 
お問い合わせ ： かながわシニアスポーツフェスタ 2017については下記へお問い合わせください。 
   電話： 045-640-6128  Email: senior_festa@kanafuku.jp 

かながわシニアスポーツフェスタ 2017 開催のお知らせ 
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広告掲載時の紙面構成案（平成 29年春号）予定

今回から神奈川県下で開催される催事情報を掲載します。編集担当も今回調べてみて、知らなかったお
祭りや風習など各地で開催されています。その中から一度は見る価値がある催事を厳選絞り込みました。
春から梅雨前にかけては絶好の外出日和となります。思いで作りに仲間を誘って（もちろんご夫婦お二人
でも）カメラを持って、神奈川県下各地に足を運んでみませんか！
多数ご紹介する為に少し小さい字になっています事をご了承ください。また、開催時期の変更等もあり

ますので、出向かれる際は開催運営者・関係者等やインターネット等の案内を必ずご確認ください。
尚、催事情報や説明文は該当ホームページ等に記載された内容を参照させていただきました。

開 催 日：4月 16日（日）
開催場所：鶴岡八幡宮 流鏑馬馬場
交 通：JR横須賀線／江ノ電 鎌倉駅から徒歩 10分
問 合 せ：鎌倉市観光協会 電話 0467-23-3050
昭和 34(1959)年から行われている鎌倉の春の恒例行

事。流鏑馬は昭和 45（1970）年に始まる。
文治 3（1187）年、源頼朝が放生会で流鏑馬を奉納し

たことに始まり、鎌倉武士を偲ばせる勇敢な行事。

４月

5 月

第 59回 鎌倉まつり（流鏑馬）

ヨコハマ大道芸 2017
開 催 日：4月 15日（土）、16日（日）
開催場所：みなとみらい２１／イセザキ・モール／

石川商店街
交 通：JR横須賀線 桜木町駅・関内駅
問 合 せ：ヨコハマ大道芸委員会 電話 045-662-0931
横浜の春の風物詩ヨコハマ大道芸。

第 42回 野毛大道芸
開 催 日：4月 22日（土）、23日（日）
開催場所：野毛坂／野毛本通り／野毛柳通り／

野毛中央通り／福富町西公園／日ノ出桟橋
交 通：JR横須賀線 桜木町駅・関内駅 等
問 合 せ：野毛大道芸実行委員会事務局

電話 045-262-1234
昭和 61年(1986)、町に彩りを添える「野毛大道芸」

がスタート。野毛で街の歴史と文化を堪能して下さい。

開 催 日：4月下旬～5月上旬の GW期間中
開催場所：相模川高田橋上流
交 通：JR横浜線/相模原駅 から 水郷田名 行きバス

(相 17系統）、終点下車、徒歩 7分
問 合 せ：相模原市コールセンター 042-770-7777
相模原の鯉のぼりのお祭り、「泳げ鯉のぼり相模川」は、

対岸の丘から 5本の太いロープが貼られ、1200匹もの
鯉のぼりがぎっしりと並べられます。

泳げ鯉のぼり相模川

さくらそう展（三溪園）
開 催 日：4月 13日（木）～ 19日（水）
開催場所：三溪園
交 通：横浜市営バス JR根岸駅 1番のりば

《市バス 58・99・101系統》約 10分
本牧下車・徒歩 10分

問 合 せ：三溪園 電話 045-621-0634(代表)
桜草は花菖蒲や朝顔などと同じく江戸時代から栽培さ

れてきた古典園芸植物の１つです。小さな鉢の中に咲く
紅色や純白色の可憐な花を約 150点展示します。

大野山開き
開 催 日：4月 29日(土・祝日) 11時山開き式
開催場所：大野山山頂（龍集権現前）
交 通：JR御殿場線山北駅から徒歩約 120分
問 合 せ：山北町観光協会 電話 0465-75-2717
牧歌的な情緒があふれている大野山(標高 723.1m)、

山頂から眺める富士山は絶景です。

ザ よこはまパレード（開港記念みなと祭）
開 催 日：5月 3日（水・祝日）※荒天時順延 4日
開催場所：山下公園前(中区山下町）→シルクセンター前

→横浜税関前交差点→新港橋→赤レンガ倉庫
→万国橋→馬車道商店街→伊勢佐木町１丁目
→伊勢佐木町 6丁目

問 合 せ：国際仮装行列実行委員会 045-671-7423
横浜に多数の人が集まる一大名物となる行事の発案が

あり、国際港である特色を十二分に活かして在留外人も
参加出来て、全国にない特色となる様な行事として国際
仮装行列が最も適当であるとし、昭和 28年 6月 2日の
横浜開港記念日に第１回の行列が開催されました。

相模の大凧まつり
開 催 日：5月 4日（木・祝日）・5日（金・祝日）

午前 10時から午後 4時まで
（大凧揚げは風の状況による）

開催場所：相模川新磯地区河川敷会場
（１）新戸会場（新戸スポーツ広場）
（２）勝坂会場（新戸スポーツ広場）
（３）下磯部会場（磯部頭首工下流）
（４）上磯部会場（三段の滝下広場）

問 合 せ：相模原市コールセンター 042-770-7777
天保年間(1830年頃)から受け継がれてきた相模原市

の伝統行事。毎年揚げているものとしては日本一の大き
さを誇っています。

背景色：赤（234）緑（255）青（255）
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広告掲載時の紙面構成案（平成 29 年春号）予定 

会期・会場 ： 平成 29 年 8 月 17 日(木) ～ 20 日(日)  
  横浜市民ホールギャラリー（横浜市西区宮崎町 1-26-1） 
応募資格 ： 県内在住で昭和 34 年 4 月 1 日以前に生まれた（平成 30 年 3 月 31 日時点で 59 歳以上） 
  アマチュアの方。 
応募作品 ： 3 年以内に制作・撮影した未発表のものと致します。 
応募部門 ： 日本画、洋画、彫刻・工芸、書、写真 
応募期間 ： 平成 29 年 6 月 1 日(木)～7 月 14 日(金) 事務局必着 
応募用紙 ： かながわシニア美術展の詳細は応募資料を入手しご確認願います。 
  応募用紙は下記にて平成 29 年 5 月中旬頃より配布致します。 
  ○ダウンロード（ http://www.kanafuku.jp/festa_new/ ） 
  ○県下区市町役所等行政窓口（高齢社会対応の部署） 
  ○シニア美術展事務局へ連絡 
  電話： 045-640-6128  Email: senior_festa@kanafuku.jp 

第 16 回かながわシニア美術展 作品募集のご案内 
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小田原北條五代祭り 
開 催 日：5 月 3 日（水・祝日） 
開催場所：小田原城址公園とその周辺 
     出陣式は銅門広場 
交  通：JR 東海道線線 小田原駅から徒歩 10 分 
問 合 せ：小田原市観光協会 電話 0465-22-5002 

骨肉争う戦国時代にあって、五代約 100 年にわたり関
東に君臨し、領民の安寧を理想とする国づくりをおこな
った戦国大名北条氏を称える小田原市最大のお祭り。主
に北条五代歴代城主を模した武者行列と、地元の吹奏楽
部や陸上自衛隊などの音楽隊、神輿などのまち衆隊も参
加し、総勢 1700 名が勇壮に市中を練り歩く。 

大山酒まつり 
開 催 日：5 月 28 日（日） 
開催場所：大山阿夫利神社下社 
交  通：小田急線 伊勢原駅北口からバス 25 分 
     徒歩約 15 分、大山ケーブルで阿夫利神社へ 
問 合 せ：大山阿夫利神社 社務局 

 電話 0463-95-2006 
阿夫利神社の御祭神の大山祇大神は別名を酒解(さけ

どけ)神といわれており、酒造の神として、その御神徳が
広く知られています。醸造の安全と酒類業界の隆盛発展
を御祭神に祈願すべく酒祭り奉賛会を昭和２７年設立以
降、毎年酒祭りを執行しています。 

6 月 

蛍放生祭（ほたるまつり） 
開 催 日：6 月上旬 要確認 
開催場所：鶴岡八幡宮 
交  通：JR 鎌倉駅・江ノ電鎌倉駅から徒歩 10 分 
問 合 せ：鶴岡八幡宮社務所 電話 0467-22-0315 

「蛍放生祭」は、蛍の生育と放生を通じて豊かな四季
と生命の尊さを思い、その中で生きる私たちをお護り下
さる神々に感謝の気持ちをお伝えするお祭りです。 

当日は夕刻より舞殿にて神事が行われます。柳原神池
で育った蛍も神前にお供えされる中、厳かに祭儀は執り
行われ、巫女による舞も奉仕されます。 

水無月大祓・茅の輪神事 
開 催 日：6 月 30 日（金） 
開催場所：寒川神社 
交  通：JR 相模線の「宮山」駅より徒歩 
問 合 せ：寒川神社 電話 0467-75-0004 

大祓（おおはらへ）式は、毎年水無月（6 月）・師走（12
月）の晦日（つごもり）に宮中、神宮、神社等で執り行
われ、日常生活において知らず知らずのうちに犯してい
る罪穢（つみけがれ）、不正不純なものを神の霊力により
半年ごとに祓い清め、身も心も生まれ変わった清らかな
人間本来の姿に立ち返り、清く明るく正しい生活を続け
ようという日本の伝統的な神事です。 

水無月（6 月）の大祓には、心身を清めた後「茅の輪
（ちのわ）神事」が行われます。 

これは『蘇民将来（そみんしょうらい）』の厄除けの故
事から由来しており、須佐男命が旅の途中、蘇民将来の
家に泊まられたとき、その御礼に茅の輪を授け、その芽
の霊力により悪疫を免れることを教えられたという云い
伝えによるものです。境内には茅の輪が設けられ、これ
を 3 回くぐることにより身を清めます。 

大磯白キス投釣大会 
開 催 日：6 月中旬日曜日 小雨決行・荒天中止 
開催場所：大磯こゆるぎ海岸 大磯港堤防西側から大磯ロ 

ングビーチに至る約 5 キロメートル 
交  通：JR 東海道線 大磯駅 徒歩 5 分 
問 合 せ：大磯町観光協会 電話 0463-61-3300 

大磯白キス投釣大会は、昭和 24 年(1949 年)に日本で
最初に開催された白キスの投釣大会です。毎年優勝者は
20 センチ以上の大物を釣り上げています。 
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編集後記
シニア通信がお手元に届くころは桜も葉桜になっているの

でしょうか。今年の開花宣言は早く出されましたが、なかなか
日本全国を桜色に彩るのに時間がかかっているようです。遅く
満開になれば入学式は絶好の写真背景となるでしょう。ご家族
の心に残る思い出を、ハイパチリ！はいかがですか。
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