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記念誌発刊にあたって

中野区インディアカ協会　会長　井出和夫

　中野区協会を解散して、早や２年が過ぎてしまいました。

　この２年の間に、日本インディアカ協会が 30周年を祝い、東京都インディアカ協

会 20周年の祝いがございました。誠に喜ばしく思います。

　中野区協会は 20 周年を迎えた時、次のステップに、①ジュニアを含めた会員を

300 名に、②クラブを 10に、③地域スポーツクラブづくりに協力を、と３つの目標

を掲げ、会員各位が協会の運営に一層の努力をすることを確認して活動してまいり

ました。

　残念ながら、現実は特定の役員に負担がかかり、愛好者も伸びず、会員の移動や

高齢化もあって、東京都協会規約にありますクラブ数に届かなくなってしまいまし

た。継続こそ組織の命ということは十分心得ていますが、愛好者のみなさまや、関

係各位への迷惑、不快な思いを回避するために苦渋の選択として協会活動の停止と

いう道をとりました。

　混沌とした社会において、人間関係の希薄化が問題になっています。こんな時代

にこそ、インディアカのようなチームスポーツの役割は大きいと思います。

　想えば、1980 年（昭和 55 年）から 1985 年（昭和 60 年）にかけて、区協会発

足にあたってたくさんの助言をいただきました、当時の日本協会常任理事、今井武

夫さん、増田靖弘さん、斉藤保夫さん、森朗さん、吉田力男さん、事務局長だった

浅野晃さん、そして 1991 年東京都協会が誕生してからは、丸山正会長に、多くの

示唆に富むご指導があって、みんなのスポーツ・インディアカの普及に微力ながら

お役に立てたのではないか、と思っています。そんなみなさまのご期待に応えるこ

とができなかったことは慙愧に堪えません。誠に申し訳ありませんでした。

　ここに、永きにわたり、ご指導、ご支援いただきましたみなさまへ、感謝の証として、

27年間を総括した記念誌をお送りします。いずれ、中野区協会の復活の時が来ると

信じています。その時にはこの冊子を役に立ててもらえたらと思っています。

2012 年 3月
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創立 1983 年（昭和 58 年）～ 2002 年（平成 14 年） 　（抜粋）

　創立の 1983 年から 2003 年（平成 15 年）3 月までについては、中野区インディアカ協会 20

周年記念誌「中野区インディアカ協会 20 年のあゆみ」に詳細を記載。

1983 年（昭和 58 年）   7 月 15 日 中野区インディアカ協会設立
     7 月 中野区教育委員会「軽スポーツ教室」主管（2 回）
     9 月 23 日 第 1 回区民大会（第 11 中学校体育館）
     9 月 24 日 中野まつり「スポーツコーナー」参加運営
1984 年（昭和 59 年）   5 月 江古田地域センター「インディアカ教室」主管（2 回）
     6 月 17 日 東日本インディアカ大会審判（青山学院大学記念講堂）
     7 月 東部地域センター「夏休み子ども会」（谷戸運動公園）教室と大会運営
   11 月 25 日 日本協会「関東ブロック大会」後援（都立多摩スポーツ会館）
1985 年（昭和 60 年）   6 月 29 日 新井小学校 PTA「学年対抗インディアカ大会」審判
   11 月 17 日 婦人会館まつり運営（勤労福祉会館体育室）
1986 年（昭和 61 年）   1 月 12 日 日曜インディアカ教室の開始（勤労福祉会館体育室）
1987 年（昭和 62 年）   1 月   9 日 武蔵村山市体育指導委員会指導
1988 年（昭和 63 年）   6 月 18 日 多摩市「普及審判員認定講習会」講師（多摩市総合体育館）
     9 月 「インディアカ教室」（区立第 11 中学校体育館）
   11 月 13 日 第 1 回全国スポーツレクリエーション祭やまなしスポレク '88 にてインディ
    アカのデモンストレーションを主管、インディアカの紹介、指導、模範試合実施。
1989 年（平成元年）   6 月 11 日 勤福まつり参加運営
   10 月 10 日 NHK 総合 TV「昼のプレゼント」おしゃべりスポーツトークとニュースポーツ 
   紹介に生出演（NHK 放送局スタジオ）
1990 年（平成 2 年）   7 月 28 日 すぎなみふるさと祭「インディアカ大会）運営（セシオン）
   10 月 27 日 中野区国際交流協会「国際スポレク中野 '90」運営（中野体育館）
   10 月 29 日 野方小学校開放委員会「軽スポーツ教室」運営
1991 年（平成 3 年）   3 月 25 日 東京都協会設立発会式（勤労福祉会館）
     6 月 15 日 沼袋小学校 4 年生親子交流大会指導
1992 年（平成 4 年）   6 月 28 日 区協会ニュース第 1 号発刊
     7 月 26 日 第 10 回区民大会（勤労福祉会館体育室）
1993 年（平成 5 年）   9 月 25 日 「第 47 回全国レクリエーション大会」第 16 回全国インディアカ大会運営参 
   加（八王子市民体育館ほか） 
1994 年（平成 6 年）   5 月 14 日 日本協会 15 周年記念大会・ジャパンフレンドシップインディアカリーグマッチ 
   審判ほか（東京体育館）
1995 年（平成 7 年）   4 月 30 日 第 1 回東京都インディアカ大会（羽村市スポーツセンター）審判ほか
     9 月   9 日 日本協会社団法人設立記念式典で「ぺたんこクラブ」が表彰を受ける
   10 月 江原キャンパスフェスティバル「インディアカ教室とゲーム」運営（江原小学校）
1996 年（平成 8 年）   9 月 第 50 回全国レクリエーション大会 IN 愛知に参加（混合 1 チーム）
1997 年（平成 9 年）   2 月 スマイル社会復帰センター「インディアカ教室」講師（勤労福祉会館）
     6 月 武蔵台小学校開放委員会「インディアカ教室」主管
1998 年（平成 10 年） 10 月 第 11 回全国スポーツレクリエーション祭ぎふスポレク '98」インディアカ大
    会に東京都代表としてぺたんこクラブが出場。総合 3 位。
   11 月 28 日 中野区レジャーレクリエーション協会「ウォークラリー」協力（中野駅北口広場）
1999 年（平成 11 年）   2 月 13 日 スマイル中野社会復帰センター「作業所スポーツ交流会インディアカ大会」 
   審判（中野体育館）
   11 月 大分県日田市インディアカクラブと交流試合（日田市中学校）
2000 年（平成 12 年）   7 月 20 日 NTV「「ぶらり途中下車の旅」中野区立中野坂上公園にて収録
   10 月 全国レクリエーション大会・第 23 回全国インディアカ大会参加（前橋市民体育館）
2001 年（平成 13 年）   7 月 29 日 ぺたんこクラブ 20 周年記念パーティ（中野サンプラザ）
     9 月   9 日 東京都協会創立 10 周年記念大会審判（東京体育館）、記念式典・祝賀会運営
    （新宿ホテルセンチュリーハイアット）
2002 年（平成 14 年）          6 月 30 日 中野区インディアカ協会創立 20 周年記念第 20 回区民大会（中野体育館）
  　                                      11 月 区協会設立 20 周年記念行事「信州北志賀竜王高原合宿」（ホテルタガワ）

　↑ 1984 年　第 2 回区民大会

← 1983 年　第１回区民大会

↑ 1984 年　東日本インディアカ大会

↑ 1985 年　第 3 回区民大会　　　　　　↑ 1986 年　婦人会館まつり　↑ 1987 年　第 5 回区民大会 ↑ 1988 年　第 1 回スポレク祭
　　　　（やまなしスポレク）

↑ 1989 年　中野まつり ↑ 1990 年
　　中島さん

↑ 1991 年　国際交流中野スポーツ
　　　　　　フェスティバル

↑ 1992 年　第 10 回区民大会　　　　　　　↑ 1993 年　第 11 回区民大会　　　　　↑ 1994 年　第 12 回区民大会

↑ 1995 年
　　第 13 回区民大会

↑ 1997 年　第 15 回区民大会
   1998 年　第 16 回区民大会　

↑ 1996 年
　　第 14 回区民大会

↑ 1998 年
　第 16 回区民大会　

↑ 1998 年 ぎふスポレク

↑ 2002 年　第 20 回区民大会　

↑ 2001 年　藤岡市インディアカ
　　　　　　協会との交流会

↑ 2002 年
　　ギンナン大会

↑ 1999 年　フレンドシップ大会　
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2003 年度（平成 15 年度）

  4 月 19 日	 理事会（勤福会館）。クラブ数 3（ぺたんこ 31名、イレブン 18名、オリーブ 3名）
	 	 14 年度事業、決算報告。15年度事業計画、予算、役員改選、区協会シンボルマーク
		4 月 25 日	 区教委（教育長、次長、生涯学習課長）に区民スポーツフェスティバルについて
	 	 申し入れ。
		4 月 27 日	 区民大会打ち合わせ（勤福会館）
		5 月			9 日	 平成 16年度区民スポーツフェスティバル実行委員会（区役所）
		5 月 31 日	 東京都協会・審判研修会（荻窪体育館）4名参加。
		6 月 14 日	 理事会（勤福会館）21回区民大会打合せ
		6 月 22 日	 東京都協会・第 9回東京都大会（調布市総合体育館）3チーム参加
		6 月 29 日	 区協会・審判研修会（勤福会館）39名参加。
		7 月			6 日	 第 21 回区民大会（中野体育館）19チーム参加。
		7 月 21 日	 日本協会・ジャパンフレンドシップリーグマッチ（東京体育館）1チーム参加。
		8 月			9 日	 理事会（スマイル中野）。区民大会の反省、研修旅行、審判研修、窪田理事辞任、
	 	 インディアカ教室。
		9 月		4 日	 9/25、11/13、11/17、12/11 インディアカ教室（武蔵台小）主催。
		9 月 27 日	 東京都レク協会・東京都教委主催　都民スポレクふれあい大会（東京体育館）
	 	 3 チーム参加。
10月		4 日	 区教委・第 1回区民スポーツフェスティバル・インディアカ（中野体育館）主管。
10月 18/19 日	 研修旅行。北志賀龍王高原合宿 14名参加
10月 25日	 理事会（スマイル中野）都協会ルール対応、第 22回区民大会の企画、インディ
	 	 アカ教室の進め方、石井新理事の承認。
10月 26日	 文部省・厚生省・全国健康運動体力づくり大会（国立オリンピック記念青少年セ
	 	 ンター）　２チーム参加
11月		7 日	 スマイル中野社会復帰センター・スポーツ交流大会（中野体育館）主管
11月 15日	 杉並区協会・グランドシニア大会（上井草スポーツセンター）1チーム参加。
11月 16日	 武蔵野市連盟・ふれあい交流会（武蔵野市総合体育館）1チーム参加
11月 29/30・12/1 日	 日本協会・第 6回日本シニア大会（松山市県立武道館）1チーム
	 	 参加
12月 13日	 理事会（スマイル中野）第 22回区民大会企画。
	1 月 25 日	 杉並区協会・インディアカフェスティバル（上井草スポーツセンター）1チーム	
	 	 参加。
		2 月			1 日	 八王子協会・普及審判員認定講習会（八王子市中野市民センター）、田中照江、	
	 	 山中宏子合格。
		2 月			9 日	 区立五中・ＰＴＡ交流大会（五中）主管。
		2 月 11 日	 練馬区協会・練馬区民大会（光が丘体育館）1チーム参加。
		2 月 11 日	 東京都協会・丸山正会長文部科学大臣賞受賞を祝う会（中野サンプラザ）
		2 月 14 日	 理事会（スマイル中野）。初心者教室。
		2 月 29 日	 武蔵野市連盟・フェスタむさしの 2004（武蔵野市総合体育館）2チーム参加

	 ・日曜教室　開催 11回、延べ 259 名参加
	 ・カンガルークラブ指導 12回
	 ・区民スポーツフェスティバル実行委員会発足、委員となる。（2003 年 2月）
	 ・2003.4.19　中野区協会シンボルマーク決定（大庭定浩デザイン）

都民スポレク（東京体育館）

第 6 回日本シニア大会（松山市県立武道館）

第 21 回中野区民大会（中野体育館） 第 9 回東京都大会（調布市総合体育館）

フェスタむさしの（武蔵野市総合体育館）

北志賀龍王高原合宿 丸山正会長文部科学大臣賞受賞を祝う会（中野サンプラザ）

全国健康運動体力づくり大会
             （国立オリンピック記念青少年センター）
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2004 年度（平成 16 年度）

4 月 17 日	 理事会（スマイル中野）。クラブ数 3（ぺたんこ 28名、イレブン 17名、オリー	
	 	 ブ 5 名）。15年度事業、決算報告、16年度事業計画、予算
5月 9/16/22、6月 6/13 日　　中野区教委インディアカ初心者教室（鷺宮小）主管。（60名参加）
5月 28日	 東京日本語文化学校スポーツ大会（鷺宮体育館）運営
5月 29日	 東京都協会・審判研修会（荻窪体育館）3名参加。
6月 6日	 オリンピック聖火リレー交通整理協力（6名）。
6月 12日	 理事会（スマイル中野）。初心者教室について。
6月 13日	 日本協会・普及審判員認定講習会（沼袋地域センター）主管。4名参加。高橋映子、
	 	 石井ユリ子、三ッ木甫子、原美代子、合格。
6月 20日	 東京都協会・第 10回東京都インディアカ大会（渋谷区スポーツセンター）混合
	 	 1 チーム参加。
7月 25日	 中野区協会・審判研修会（勤福会館）。17名参加。
8月 15日	 第 22 回中野区民大会（中野体育館）
8月 28日	 理事会（スマイル中野）。区民大会の反省。
9月 17～ 19日　　第 58回全国レクリエーション大会 in とっとり第 27回インディアカ全国
	 	 交流大会（鳥取市民体育館）混合 1チーム参加。（特別賞受賞）
10月 2日	 東京都レク協会・東京都教委主催　都民スポレクふれあい大会（東京体育館）
	 	 混合 2、女子 1チーム参加。
10月 25日、11月 8/15/22/29 日　　中野区教育委員会主催・インディアカ初心者教室（新
	 	 井小）主管（参加者 67名）。
10月 30日	 杉並区協会・グランドシニア大会（上井草スポーツセンター）混合 1、女子
	 	 1 チーム参加。
11 月 11 日 中野区教育委員会主催・区民スポーツフェスティバル　インディアカ（鷺宮体育
  館）主管。
11 月 12 日	 区立第五中学校ＰＴＡ交流大会（第五中）運営。
11月 28日	 武蔵野市連盟主催・むさしのインディアカ大会（武蔵野総合体育館）混合 1チー
	 	 ム参加。
12月 11日	 理事会（スマイル中野）。来年度に向けて。新井小学初心者教室。
1月 30日	 杉並区協会主催・杉並区インディアカフェスティバル（上井草スポーツセンター	
	 	 体育室）混合 1チーム参加。
2月 5日	 理事会（スマイル中野）。17年度事業計画、役員改選と組織の検討。
2月 11日	 練馬区協会主催・練馬区インディアカ大会（光が丘体育館）混合 1、女子 1チー
	 	 ム参加。
2月 20日	 武蔵野市連盟主催・フェスタインディアカむさしの（武蔵野市総合体育館）混合
	 	 1 チーム参加。

	 ・日曜教室開催　11回延べ 202 名参加
	 ・カンガルークラブ指導　12回

第 22 回中野区民大会（中野体育館）

第 10 回東京都インディアカ大会（渋谷区スポーツセンター）

都民スポレクふれあい大会（東京体育館）

第 58 回全国レクリエーション大会 in とっとり鳥取市民体育館 )
オリンピック聖火リレー交通
整理協力時のハンドブック

練馬区インディアカ大会（光が丘体育館）
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2005 年度（平成 17 年度）

4 月 16 日	 理事会（スマイル中野）。クラブ数 3（ぺたんこ 27名、イレブン 16名、オリー
	 	 ブ 11 名）。16年度事業、決算報告。17年度事業計画、予算案。
5月 1日	 東京都協会主催・第 11回東京都インディアカ大会（羽村市スポーツセンター）
	 	 混合１チーム、女子１チーム参加。
5月 13日	 臨時理事会（中野区厚生会館）。23回区民大会最終調整。
5月 29日	 日本協会主催・ジャパンフレンドシップリーグマッチ（東京体育館）混合１チーム参加。
5月 31日	 東京日本語文化学校スポーツ大会（鷺宮体育館）運営。
6月 18日	 東京都協会主催・指導審判員研修会（荻窪体育館）５名参加。
6月 19日	 指導委員会（勤福会館）
6月 26日	 中野区区協会主催・審判研修会（勤福会館）
7月 2日	 理事会（スマイル中野）。23回区民大会について。
7月 10日	 第 23 回区民インディアカ大会（勤福会館）。18チーム参加。
8月 20日	 理事会（スマイル中野）。区民大会の反省。
9月 5日	 文部省・日本レクリエーション協会主催・第 59回全国レクリエーション大会 in
	 	 とうきょう　ボランティア説明会（東京体育館）1名参加。
9月 17日	 文部省・日本レクリエーション協会主催・第 59回全国レクリエーション大会 in
	 	 とうきょう　開会式（東京体育館）1名参加。
9月 18日	 文部省・日本レクリエーション協会主催・第 59回全国レクリエーション大会 in
	 	 東京　第 28回インディアカ全国交流大会（武蔵野総合体育館）混合１チーム
	 	 女子１チーム参加。
10月 1日	 東京都レク協会・東京都教委主催　都民スポレクふれあい大会（東京体育館）	
	 	 混合１チーム、女子１チーム、目白大学１チーム参加。
10月 10日	 中野区教育委員会主催・区民スポーツフェスティバル　インディアカ（勤福会館）主管。
10月 15日	 理事会（スマイル中野）。審判員研修会の役割分担について。
11月 5日	 中野区主催・女性会館まつりインディアカ（勤福会館）主管。
11月 6日	 東京都協会主催・審判研修会（上石神井体育館）。
11月 12日	 東京都協会主催・審判研修会（勤福会館）８名参加。
11月 16日	 区立第五中学校ＰＴＡ交流大会（第五中）運営。
11月 20日	 武蔵野市連盟主催・武蔵野市交流大会（武蔵野市総合体育館）混合 1チーム参加。
11月 26日	 東京都レクリエーション協会主催・ニュースポーツセミナーインディアカ（駒沢
	 	 オリンピック記念総合運動場室内球技場）３名参加。
12月 17日	 理事会（スマイル中野）。新ルール説明会開催について、24回区民大会の企画。
1月 7/8 日	 日本協会主催・指導審判員研修会（夢の島体育館）２名参加。
1月 22日	 東京都協会主催・ルール説明会（勤福会館）19名参加。
2月 5日	 練馬区協会主催・練馬区インディアカ大会（光が丘体育館）混合 1チーム、女
	 	 子１チーム参加。混合チーム優勝。
2月 18日	 理事会（スマイル中野）。18年度事業計画、インディアカ教室（中野区体育指導
	 	 委員会主催）の運営について。
2月 19日	 武蔵野市連盟主催・フェスタインディアカむさしの（武蔵野市総合体育館）。混
	 	 合１チーム参加。
2月 26日	 中野区協会主催・審判研修（講義・実技）会（勤福会館）。

	 ・日曜教室開催　12回　延べ 273 名参加		 ・カンガルークラブ指導 12回
	 ・2005年 6月　女性会館まつり実行委員会委員となる。*5 月 20 日　吉川健二さん逝去。

第 11 回東京都インディアカ大会（羽村市総合体育館）

東京都協会主催・審判研修会（勤福会館）

スポーツフェスティバル（勤福会館）

練馬区インディアカ大会
（光が丘体育館）

武蔵野市交流大会
（武蔵野市総合体育館）

フェスタインディアカむさしの
（武蔵野市総合体育館））

第 22 回中野区民大会（中野体育館）

都民スポレクふれあい大会（東京体育館） 「第 59 回全国レクリエー
ション大会 in とうきょう」
のチラシ

吉 川 健 二 さ ん
（1987 年）
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2006 年度（平成 18 年度）

4 月 15 日	 理事会（スマイル中野）。クラブ数 3（ぺたんこ 25名、イレブン 13名、オリー
	 	 ブ11名）。17年度事業・決算報告。18年度事業計画・予算案。区民大会。定点スポー
	 	 ツ教室。会計監査・磯→三ッ木
4月 30日	 東京都協会主催・第 12回東京都インディアカ大会（あきる野市五日市ファイン
	 	 プラザ）混合 1チーム、シニア混合 1チーム参加。
5月 13/20/27 日　　中野区教委主催・健康スポーツ教室インディアカ（桃園第三小）主管。
5月 26日	 東京日本語文化学校スポーツ大会（鷺宮体育館）運営。
6月 17日	 理事会（スマイル中野）。第 24回区民大会。
6月 25日	 中野区協会主催・審判研修会（勤福会館）25名参加。
7月 16日	 第 24 回中野区民インディアカ大会（中野体育館）。15チーム参加。この回から
	 	 中野区教育委員会との共催になる。
8月 19日	 理事会（スマイル中野）。区民大会の反省。
9月 17日	 文部省・日本レク協会主催　第 60回全国レクリエーション大会 in あおもり　第
	 	 29 回インディアカ全国交流大会（スポカルイン黒石）混合 1チーム参加。
9月 30日	 東京都レク協会・東京都教委主催　都民スポレクふれあい大会（東京体育館）。
	 	 女子 1チーム、混合 2チーム、目白大学 2チーム、参加。
10月 9日	 中野区教委主催・区民スポーツフェスティバルインディアカ（中野体育館）主管。
11月 4日	 杉並区協会・グランドシニア大会（荻窪体育館）女子 1チーム参加。
11月 11日	 男女共同参画センターまつりインディアカ（勤福会館）主管。
11月 12日	 関東甲信越ブロック協会主催・関東甲信越ブロック大会（府中市総合体育館）
	 	 混合 1チーム参加。
11月 25日、12月 2/9 日	 中野区教委主催・健康スポーツ教室インディアカ（神明小）主管。
11月 25日	 東京都レク協会主催・ニュースポーツセミナーインディアカ講習会（駒沢オリン
	 	 ピック記念総合運動場室内球技場）2名参加（目白大学生）。
12月 3日	 武蔵野市連盟主催・ふれあい交流むさしの大会（武蔵野市総合体育館）。混合 1チー
	 	 ム参加。優勝。
12月 9日	 理事会（スマイル中野）。第 25回区民大会の企画。
1月 28日	 杉並区協会主催・杉並区インディアカフェスティバル（上井草スポーツセンター）
	 	 混合 1チーム参加。
1月 28日	 八王子市協会主催・八王子インディアカ交流会（八王子市民体育館）混合（目
	 	 白大学）2チーム参加。
2月 4日	 練馬区協会主催・練馬区インディアカ大会（光が丘体育館）混合 1チーム、女
	 	 子 1チーム参加。
3月 4日	 武蔵野市連盟主催・フェスタむさしの（武蔵野市総合体育館）混合 1チーム参加。

	 ・日曜教室開催　12回　延べ 290 名参加
	 ・カンガルークラブ指導　12回。
	 ・2006 年 4月　女性会館の名称変更により、女性会館まつり実行委員会は、「男女共同
	 　参画センターまつり実行委員会」として継続。

第 60 回全国レクリエーション大会 in あおもり　第 29 回インディアカ全国交流大会（スポカルイン黒石）

スポーツフェスティバル（中野体育館） 健康スポーツ教室インディアカ（桃園第三小）

第 12 回東京都インディアカ大会（あきる野市五日市ファインプラザ）

第 24 回中野区民インディアカ大会（中野体育館）
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2007 年度（平成 19年度）

4月 14日	 理事会（スマイル中野）クラブ数 4（ぺたんこ 25名、イレブン 14名、オリーブ 3名、
	 	 目白大学インディーズ 12名）。18年度事業・決算報告、19年度事業計画・予算案、
	 	 第 25 回区民大会、25周年記念事業。理事・磯健太朗→長島亨。
4月 15日	 東京都協会第 13回東京都インディアカ大会（駒沢オリンピック公園総合運動場
	 	 室内球技場）シニア男女混合 1チーム、男女混合（目白大）２チーム参加。
6月 2日　	 理事会（スマイル中野）第 25回区民大会。
6月 17日	 日本協会主催　オールジャパンフレンドシップリーグマッチ（東京体育館）長沼
	 	 八代治公認Ａ級審判員合格。シニア女子１チーム参加。
7月 15日	 第 25 回区民インディアカ大会延期（体育館アリーナ天井落下事故のため）。
9月 13日	 理事会（スマイル中野）　第 25回区民大会。
9月 29日	 東京都レク協会・東京都主催　都民スポレクふれあい大会（東京体育館）男
	 	 女混合１チーム、女子１チーム、目白大学２チーム（男女混合１、女子１）参加。
10月 8日	 中野区教委主催　区民スポーツフェスティバル　インディアカ　（中野体育館）
	 	 主管。
10月 20/27 日、11月 3日　　中野区教委主催　健康スポーツ教室インディアカ（野方小）主管
11月 25日　東京都レク協会　ニュースポーツセミナー　インディアカ（駒沢オリンピック公
	 	 園総合運動場　室内球技場）10名参加。
12月 1日	 杉並区協会・グランドシニア大会（荻窪体育館）女子１チーム参加。
12月 8日	 理事会（スマイル中野）　第 25回区民大会準備。
1月 5日	 第 25 回区民インディアカ大会（中野体育館）13チーム参加。
2月 3日	 練馬区協会・練馬区インディアカ大会（光が丘体育館）男女混合 1チーム、女子
	 	 1 チーム、目白大学（男女混合）1チーム参加。
2月 21日	 東京都協会主催　区市町村協会連盟会長会（中野体育館）1名参加。
2月 23日	 理事会（スマイル中野）　中野体育館利用団体登録、男女共同参画センターロッ
	 	 カー使用、オリーブの今後。
3月 15日 /16 日　　日本協会主催　公認Ｂ級、指導審判員研修会（秩父）1名参加。
3月 16日	 渋谷区コミスポ主催　渋谷区インディアカ親睦交流会（ひがし健康プラザ）混合
	 	 1 チーム参加。

	 ・日曜教室　開催 10回　延 237 名
	 ・カンガルークラブ指導 12回

	 ・目白大学インディーズがクラブとして独立する。

	 ※日本協会	 審判員制度改正　　Ａ、Ｂ、Ｃ級審判員制度となる。
	 	 	 指導審判員　→　Ｂ級審判員
	 	 	 普及審判員　→　Ｃ級審判員

第 25 回中野区民インディアカ大会（中野体育館）

都民スポレクふれあい 大会（東京体育館）第 13 回東京都インディアカ大会（駒沢オリンピック公園室内競技場）

区民スポーツフェスティバル　インディアカ（中野体育館） 健康スポーツ教室（野方小学校体育館）

新しくなった中野体育館の天井

25 周年を記念して作ったゼッケンと T シャツ（写真は 2011 年 9 月 27 日都民スポレク大会にて）
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2008 年度（平成 20 年度）

4 月 12 日	 理事会（スマイル中野）クラブ数 4（ぺたんこ 23名、イレブン 11名、オリーブ 2名、
	 	 目白大学インディーズ19名）。19年度事業・決算報告、20年度事業計画・予算案。
4月 27日	 東京都協会主催　第 14回東京都インディアカ大会（駒沢オリンピック公園総合
	 	 運動場屋内球技場）男女混合 1チーム参加。
6月 7日	 理事会（スマイル中野）　第 26回区民大会。
7月 6日	 日本協会主催ジャパンフレンドシップインディアカリーグマッチ（東京体育館）
	 	 シニア女子 1チーム参加。
7月 13日	 第 26 回区民インディアカ大会（中野体育館）14チーム参加。
9月 13日、14日、15日　文科省主催　　第 62回全国レクリエーション大会 in いわて第 31
	 	 回インディアカ全国交流大会（岩手県滝沢村）シニア男女混合 1チーム参加。
9月 27日	 東京都レク協会・東京都主催　都民スポレクふれあい大会（東京体育館）女子 1
	 	 チーム、目白大学（男女混合）3チーム参加。
10月 4日	 理事会（スマイル中野）　第 26回区民大会の反省。
10月 13日	 中野区教委主催　区民スポーツフェスティバル　インディアカ（勤労福祉会館）主管。
10月 26日	 渋谷区コミ・スポ主催　渋谷区インディアカ親睦交流会（ひがし健康プラザ）男	
	 	 女混合 1チーム参加。
11月 29日	 杉並区協会・グランドシニア大会（荻窪体育館）女子 1チーム参加。
12月 13日	 理事会（スマイル中野）　理事、理事長選出。
1月 25日	 杉並区協会主催　杉並区インディアカフェスティバル（荻窪体育館）女子 1チー
	 	 ム参加。
2月 1日	 練馬区協会主催　練馬区インディアカ大会（光が丘体育館）男女混合 1チーム、
	 	 目白大学（男女混合）２チーム参加。
2月 14日	 理事会（スマイル中野）　区協会人事。
3月 7/8 日　　日本協会主催　Ｂ級審判員研修会（BUNB 東京スポーツ文化館）1名参加。
3月 21日	 東京都レク協会主催　ニュースポーツセミナー　インディアカ　認定Ｃ級審判員認定講
	 	 習会・審判員研修会（東京体育館）目白大学 2名参加。目白大学インディーズが
	 	 デモ試合に参加。

	 ・日曜教室　開催 9回　延 229 名参加
	 ・カンガルークラブ指導　12回
	 ・東京都インディアカ協会　履修証の発行開始

第 26 回区民インディアカ大会（中野体育館）

都民スポレクふれあい大会（東京体育館）

区民スポーツフェスティバル　インディアカ（勤労福祉会館） 練馬区インディアカ大会　（光ヶ丘体育館）

ニュースポーツセミナー（東京体育館）

日曜インディアカ教室（勤労福祉会館）　　2008.12.28
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2009 年度（平成 21年度）

4月 11日	 理事会（スマイル中野）　クラブ数 4（ぺたんこ 29名、イレブン 10名、オリー
	 	 ブ 1名、目白大学インディーズ 10名）、20年度事業・決算報告、21年度事業計画・
	 	 予算案、理事人事、規約改正。
4月 12日	 東京都協会主催　文部科学大臣賞受賞記念第 15回東京都インディアカ大会（駒
	 	 沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場）男女混合 1チーム、目白大学（男女
	 	 混合）2チーム参加。
6月 6日	 東京都協会主催　記録員のための研修会（荻窪体育館）2名参加。
6月 28日	 中野区協会主催　審判研修会（勤労福祉会館）9名参加。
6月 28日	 理事会（勤労福祉会館）　第 27回区民大会最終打ち合わせ。
7月 3/4 日	 日本協会主催　公認Ａ級審判員認定講習会（東京体育館・新宿ニューシティホテ
	 	 ル）大庭定浩合格。
7月 5日　	 日本協会主催　ジャパンフレンドシップインディアカリーグマッチ（東京体育館）
	 	 スーパーシニア男女混合 1チーム参加。
7月 19日	 第 27 回区民インディアカ大会（中野体育館）24チーム参加。
8月 23日	 理事会（勤労福祉会館）　第 27回区民大会の反省。
9月 22日	 東京都レク協会・東京都主催　都民スポレクふれあい大会（駒沢オリンピック公
	 	 園総合運動場体育館）シニア男女混合 1チーム参加。
10月 12日	 中野区教委主催　区民スポーツフェスティバル　インディアカ（勤労福祉会館）主管。
10月 12日		 理事会（勤労福祉会館）　目白大学ＯＢ、ＯＧクラブの設立。
10月 31日	 杉並区協会・グランドシニア大会（荻窪体育館）男女混合１チーム参加。
11月 8日	 渋谷区コミ・スポ主催　渋谷区インディアカ交流会（ひがし健康プラザ）男女混
	 	 合１チーム（優勝）、目白大学（男女混合）2チーム参加。
12月 6日	 青梅市協会主催　インディアカ青梅 in クリスマス（明星大学青梅校舎体育館）
	 	 目白大学（男女混合）
	 	 2 チーム参加。
12月 12日	 理事会（スマイル中野）　第 28回区民大会企画。
1月 30日	 東京都レク協会主催　ニュースポーツセミナー　インディアカ（中野体育館）Ｃ
	 	 級審判員認定講習会（渡辺、坂井、小松）、スタッフ　長沼、大庭、審判員研修
	 	 8 名参加。
2月 7日	 練馬区協会主催　練馬区インディアカ大会（光が丘体育館）目白大学（男女混合）
	 	 １チーム参加。
2月 27/28 日　　日本協会主催　公認Ａ級審判員研修会（霞ヶ浦文化体育館）長沼、大庭参加。
3月 14日　	 渋谷区コミスポ主催　渋谷区インディアカ交遊会（ひがし健康プラザ）目白大学（男
	 	 女混合）２チーム、男女混合１チーム参加。

	 ・日曜教室　開催 11回　延 247 名参加
	 ・カンガルークラブ指導　12回

	 ・理事の主な仕事 ( 各理事の役割分担表）

都民スポレクふれあい大会（駒沢オリンピック公園総合運動場体育館）

第 15 回東京都インディアカ大会（駒沢オリンピック公園室内競技場） 日曜インディアカ教室（勤労福祉会館）　2009.0429

ニュースポーツセミナー（中野体育館）

第 27 回区民インディアカ大会（中野体育館）

日曜インディアカ教室（勤労福祉会館）

区民スポーツフェスティバル（勤労福祉会館）
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2010 年度（平成 22 年度）

4 月 10 日	 理事会（スマイル中野）クラブ数 4（ぺたんこ 24名、イレブン 10名、オリーブ 1名、
	 	 目白大学インディーズ 10名）、21年度事業・決算報告、区協会解散に向けた提案、
	 	 22 年度事業計画・予算案、	 理事人事、規約改正。
4月 18日	 東京都協会主催　第 16回東京都インディアカ大会（駒沢オリンピック公園総合
	 	 運動場屋内球技場）男女混合１チーム、目白大学（男女混合）2チーム参加。
6月 13日	 日本協会・ジャパンフレンドシップインディアカリーグマッチ（東京体育館）男
	 	 女混合１チーム参加。
6月 19日	 理事会（スマイル中野）　第 28回区民インディアカさよなら大会。
7月 3日	 第 28 回区民インディアカさよなら大会（中野体育館）16チーム参加。
8月 4日	 理事会（スマイル中野）第 28回区民大会報告、区協会解散にともなう事務処理
	 	 経過報告、区協会財産の取扱い、27年間のあゆみ編纂。
9月 18日	 東京都レク協会・東京都スポーツ振興局主催　第 22回都民スポレクふれあい大
	 	 会（東京体育館）シニア女子 1チーム参加。
3月 12日	 理事会（スマイル中野）3.11東日本大震災により出席者3名。22年度（4月～ 7月）
	 	 活動、決算報告、27年のあゆみ発行と最後の理事会。

	 ・日曜教室　開催 3回　延 68名
	 ・カンガルークラブ指導　4回

	 ※区協会解散にともなう手続き

	 ※日本協会　公認指導者制度開始

	 ※（社）日本インディアカ協会創立 30周年記念事業
	 ・第 16回ジャパンフレンドシップインディアカリーグマッチ 2010 年 6月 13日（東	
	 　京体育館）
	 ・第 6回全日本インディアカトーナメント　6月 12日（東京体育館）
	 ・創立 30周年、一般社団法人設立記念式典、祝賀会　11月 28日（芝パークホテル）	
	 　記念誌出版　表彰　優良団体　東京都協会　個人功労　井出和夫

	 ※東京都インディアカ協会創立 20周年記念事業
	 ・第 17回東京都インディアカ大会　2011 年 4月 23日（駒沢オリンピック公園総合運
	 　動場体育館）
	 ・東京都協会創立 20周年記念式典・祝賀会　2011 年 10 月 22日（中野サンプラザ）
	 　記念誌出版、表彰・感謝状　井出和夫

第 28 回区民インディアカさよなら大会（中野体育館）

日本インディアカ協会創立 30 周年記念式典（2011 年）

第 16 回東京都インディアカ大会
（駒沢オリンピック総合運動場室内競技場）

都民スポレクふれあい大会（東京体育館） 東京みんなのスポーツ教室
（駒沢オリンピック運動場体育館）

東京都インディアカ協会創立 20 周年記念式典（2011 年）
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25 周年記念大会

写真左は 2004 年第 22 回区民大会。写真右は第 25 回区民大会。天井の照明板が新しくなりました。

第 25 回区民大会は当初 2007 年 7 月 15 日
に開催予定でした。天井落下事故のたため翌
年年明け早々の 1 月 5 日実施されました。

（上）会場の中野体育館正面（第１回から使用している檜谷さん制作の横断幕）
（中）つかれず本舗提供による「つかれずドリンク」サービスコーナー
（下）中野ケーブルテレビの取材に応える井出会長

恒例となったゲーム後の的入れゲーム

参加者には、亀谷
の紅白まんじゅう
が配られました。
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第 28 回さよなら大会

恒例の参加者全員による集合写真。
撮影後全員がアリーナいっぱい手をつないで輪になり、‘今日の日はさようなら’を合掌、大会の幕は閉じました。

大会役員
中野区長、生涯学習副参事、協会創立当
時の社会体育課長も出席されました。

檜谷昇さん（2013 年 9 月逝去） 長沼八代治さん（2014年5月逝去）

ぺたんこシニア ぺたんこオールド ぺたんこ

イレブン すばる ブルーシャトー

インディーズ A インディーズ B インディーズ C

キューティ＆とんちんかん チェリーキッズ 永福インディアカ

アタッカーズアドバンス 東フレンド すみれ／さくら 七味唐からし

今日の日はさようなら

	 １．	いつまでも　絶えることなく　友だちでいよう

	 	 今日の日を　夢みて　希望の道を

	 ２．空を飛ぶ　鳥のように　自由に生きる

	 	 今日の日は　さようなら　また会う日まで

	 ３．	信じあう　喜びを　大切にしよう

	 	 今日の日は　さようなら　また会う日まで

	 	 	 	 	 	 	 	 また会う日まで
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ルールの変遷

2005年（平成 17年）1月　ジュニア用インディアカ競技規則制定

2006 年（平成 18年）4月　ＪＩＡインディアカ競技規則改定実施
	 ①アタックラインの設置（後列競技者のプレー拡大）
	 ②サービスエリアの拡大（左打ちの人との公平さを保つ）
	 ③前列競技者を３人に（チームプレーの拡大）
	 ④相手チームから打ち込まれてくるボールとサーブレシーブに限り、両手打ちが有効に
	 　（ラリーが続くように）
	 ⑤サービスの直接打ち返しは禁止（ラリーが続くように）
	 ⑥サービスは腰より低い位置で打つ（サービス時の判定を分かりやすくするために）
	 ⑦公式記録用紙を登用（ゲームコントロールを適確に行うように）

2006 年（平成 18年）4月　ジュニア用インディアカ競技規則改定実施
	 ①ネットの高さ	 男子 2m（13～ 15歳）
	 	 	 	 女子 1.85m（13～ 15歳）
	 	 	 	 男女混合 2m（13～ 15歳）
	 	 	 	 男子 1.85m（11～ 12歳）
	 	 	 	 女子 1.85m（11～ 12歳）
	 	 	 	 男女混合 1.85m（11～ 12歳）
	 ② 1チーム 5名　前列 3名、後列 2名

事業の変遷

2003 年度（平成 15 年度）

 ○シンボルマークの決定（大庭定浩デザイン）
 ○宿泊研修旅行（信州北志賀龍王高原）の実施
 ○中野区民スポーツフェスティバル　インディアカ
  （中野まつりインディアカコーナーからの変更）主管
 ○スマイル中野社会復帰センター・スポーツ交流大会（中野体育館）主管

2004 年度（平成 16 年度）
 ○日本協会・普及審判員認講習会の開催（沼袋地域センター）
 ○役員改選

2005 年度（平成 17 年度）
 ○中野区女性会館祭実行委員会委員

2006 年度（平成 18 年度）
 ○中野区女性会館名称変更により、男女共同参画センターまつり実行委員会委員

2009 年（平成 21 年度）
 ○理事長不在となり、会長が理事長を代行（東京都協会の理事不在となる）

 
2010 年（平成 22 年度）

 ○規約改正　第二条　生涯スポーツ活動　→　みんなのスポーツ活動
 ○全国スポレク祭　東京都代表の選定が東京都スポーツ振興局から東京都インディアカ 
 　協会になる。
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役員の変遷

�00� 年度（平成 1� 年度）
 （会　長） 井出和夫    ：ぺたんこ
 （副会長） 細川道雄 （指導部　指導部長） ：ぺたんこ
 （理事長） 迫田君代    ：オリーブ
 （理　事） 斉藤志津子 （総務部　会計） ：ぺたんこ
 （理　事） 毛利美紀子 （総務部　総務部長） ：ぺたんこ
 （理　事） 長沼八代治 （指導部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 大庭定浩 （指導部・総務部） ：ぺたんこ
 （理　事） 岩部眞希子 （指導部）  ：イレブン
 （理　事） 黒岩美枝子 （総務部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 山口俊明　 （指導部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 庄田加代　 （指導部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 山中宏子　 （総務部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 窪田常子 （総務部）  ：イレブン　※ 2003.10 辞任
 （理　事） 石井ユリ子 （総務部）  ：イレブン　※ 2003.10 就任
 （監　査） 内田和江    ：イレブン
 （監　査） 斉藤茉莉子　    ：ぺたんこ

�00� 年度（平成 1� 年度）
 （会　長） 井出和夫    ：ぺたんこ
 （副会長） 細川道雄 （指導部　指導部長） ：ぺたんこ
 （理事長） 迫田君代    ：オリーブ
 （理　事） 斉藤志津子 （総務部　会計） ：ぺたんこ
 （理　事） 毛利美紀子 （総務部　総務部長） ：ぺたんこ
 （理　事） 長沼八代治 （指導部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 大庭定浩 （指導部・総務部） ：ぺたんこ
 （理　事） 岩部眞希子 （指導部）  ：イレブン
 （理　事） 黒岩美枝子 （総務部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 山口俊明　 （指導部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 庄田加代　 （指導部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 窪田常子 （総務部）  ：イレブン　※ 2003.10 辞任
 （理　事） 石井ユリ子 （総務部）  ：イレブン　※ 2003.10 就任
 （監　査） 内田和江    ：イレブン
 （監　査） 斉藤茉莉子　    ：ぺたんこ

�00� 年度（平成 1� 年度）
 （会　長） 井出和夫    ：ぺたんこ
 （副会長） 迫田君代    ：オリーブ
 （理事長） 庄田加代　 （指導部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 斉藤志津子 （総務部　会計） ：ぺたんこ
 （理　事） 黒岩美枝子 （総務部　総務部長） ：ぺたんこ
 （理　事） 山中宏子　 （総務部　部長補佐） ：ぺたんこ
 （理　事） 大庭定浩 （総務部・指導部） ：ぺたんこ
 （理　事） 石井ユリ子 （総務部）  ：イレブン

 （理　事） 横井多恵子 （総務部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 吉川健二 （指導部　指導部長） ：ぺたんこ
 （理　事） 毛利美紀子 （総務部　部長補佐） ：ぺたんこ
 （理　事） 長沼八代治 （指導部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 岩部眞希子 （指導部）  ：イレブン
 （理　事） 後藤正成　 （指導部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 高橋映子　 （指導部）  ：オリーブ
 （監　査） 原美代子    ：イレブン
 （監　査） 磯総子　    ：オリーブ

�00� 年度（平成 1� 年度）
 （会　長） 井出和夫    ：ぺたんこ
 （副会長） 迫田君代    ：オリーブ
 （理事長） 庄田加代　 （指導部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 斉藤志津子 （総務部　会計） ：ぺたんこ
 （理　事） 黒岩美枝子 （総務部　総務部長） ：ぺたんこ
 （理　事） 山中宏子　 （総務部　部長補佐） ：ぺたんこ
 （理　事） 大庭定浩 （指導部　指導部長） ：ぺたんこ
 （理　事） 石井ユリ子 （総務部）  ：イレブン
 （理　事） 横井多恵子 （総務部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 毛利美紀子 （総務部　部長補佐） ：ぺたんこ
 （理　事） 長沼八代治 （指導部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 岩部眞希子 （指導部）  ：イレブン
 （理　事） 後藤正成　 （指導部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 高橋映子　 （指導部）  ：オリーブ
 （監　査） 原美代子    ：イレブン
 （監　査） 三ツ木甫子　    ：イレブン

�00� 年度（平成 1� 年度）
 （会　長） 井出和夫    ：ぺたんこ
 （副会長） 迫田君代    ：オリーブ
 （理事長） 庄田加代　    ：ぺたんこ
 （理　事） 斉藤志津子 （総務部　会計） ：ぺたんこ
 （理　事） 黒岩美枝子 （総務部　総務部長） ：ぺたんこ
 （理　事） 山中宏子　 （総務部　部長補佐） ：ぺたんこ
 （理　事） 大庭定浩 （指導部　指導部長） ：ぺたんこ
 （理　事） 石井ユリ子 （総務部）  ：イレブン
 （理　事） 横井多恵子 （総務部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 毛利美紀子 （総務部　部長補佐） ：ぺたんこ
 （理　事） 長沼八代治 （指導部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 岩部眞希子 （指導部）  ：イレブン
 （理　事） 後藤正成　 （指導部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 高橋映子　 （指導部）  ：オリーブ
 （理　事） 磯健太朗 （指導部）  ：インディーズ
 （監　査） 原美代子    ：イレブン
 （監　査） 三ツ木甫子　    ：イレブン
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組織の変遷

2007 年度（平成 19 年度）

  インディーズから理事を選出。

2009 年（平成 21 年度）

  この年度から理事長不在となる。

2010 年（平成 22 年）

  中野区インディアカ協会解散を決定。

�00� 年度（平成 �0 年度）
 （会　長） 井出和夫    ：ぺたんこ
 （副会長） 迫田君代    ：オリーブ
 （理事長） 庄田加代　    ：ぺたんこ
 （理　事） 斉藤志津子 （総務部　会計） ：ぺたんこ
 （理　事） 黒岩美枝子 （総務部　総務部長） ：ぺたんこ
 （理　事） 山中宏子　 （総務部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 大庭定浩 （指導部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 石井ユリ子 （総務部）  ：イレブン
 （理　事） 横井多恵子 （総務部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 毛利美紀子 （総務部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 長沼八代治 （指導部　指導部長） ：ぺたんこ
 （理　事） 岩部眞希子 （指導部）  ：イレブン
 （理　事） 後藤正成　 （指導部）  ：ぺたんこ
 （理　事） 高橋映子　 （指導部）  ：オリーブ
 （理　事） 長島亨  （指導部）  ：インディーズ
 （監　査） 原美代子    ：イレブン
 （監　査） 三ツ木甫子　    ：イレブン

�00� 年度（平成 �1 年度）
 （会　長） 井出和夫 （兼 事務担当）     ：ぺたんこ
 （副会長） 迫田君代 （兼 会場担当）     ：オリーブ
 （理　事） 斉藤志津子 （総務　会計・会場担当）   ：ぺたんこ
 （理　事） 山中宏子　 （総務　会計補佐）    ：ぺたんこ
 （理　事） 黒岩美枝子 （総務　文書担当）    ：ぺたんこ
 （理　事） 大庭定浩 （総務　協会ニュース担当　指導　研修資料担当） ：ぺたんこ
 （理　事） 毛利美紀子 （総務　スマイル、中野体育館会場担当　指導　大会担当） ：ぺたんこ
 （理　事） 長沼八代治 （指導　研修企画実践担当）   ：ぺたんこ
 （理　事） 岩部眞希子 （指導　大会担当（区民大会実行委員会が出来るまで） ：イレブン
 （理　事） 三浦まり （指導　大会担当（区民大会実行委員会が出来るまで） ：インディーズ
 （理　事） 菊池清香 （指導　大会担当（区民大会実行委員会が出来るまで） ：インディーズ
 （理　事） 渡邉大輝 （指導　大会担当（区民大会実行委員会が出来るまで） ：インディーズ
 （理　事） 坂井未来       ：インディーズ
 （理　事） 船渡綾        ：インディーズ
 （監　査） 原美代子       ：イレブン
 （監　査） 三ツ木甫子　       ：イレブン

�010 年度（平成 �� 年度）
 （会　長） 井出和夫 （兼 事務担当）     ：ぺたんこ
 （副会長） 迫田君代 （兼 会場担当）     ：オリーブ
 （理　事） 斉藤志津子 （総務　会計・会場担当）   ：ぺたんこ
 （理　事） 山中宏子　 （総務　会計補佐）    ：ぺたんこ
 （理　事） 黒岩美枝子 （総務　文書担当）    ：ぺたんこ
 （理　事） 大庭定浩 （総務　協会ニュース担当　指導　研修資料担当） ：ぺたんこ
 （理　事） 毛利美紀子 （総務　会場担当　指導　大会担当）   ：ぺたんこ
 （理　事） 長沼八代治 （指導　研修企画実践担当）   ：ぺたんこ
 （理　事） 岩部眞希子 （指導　大会担当    ：イレブン
 （理　事） 渡邉大輝 （指導　大会担当    ：インディーズ
 （理　事） 坂井未来 （指導　大会担当    ：インディーズ
 （理　事） 船渡綾  （指導　大会担当    ：インディーズ
 （監　査） 原美代子       ：イレブン
 （監　査） 三ツ木甫子　       ：イレブン

物故者ご芳名

中野区インディアカ協会

　中野区はもちろん、東京都そして日本のインディアカの普及振興に、そして

中野区民の親睦に永らくご尽力をいただき、志途中でご他界された方々に 27 年

のあゆみ発行を機に深く感謝申し上げます。

　謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

  故　中島　知行 様 1995 年 11 月 5 日

  故　吉川　健二 様 2005 年 5 月 20 日

  故　檜谷　昇  様 2013 年 9 月 24 日

  故　長沼　八代治 様 2014 年 5 月 5 日　 
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区民大会の変遷

第 23 回大会から　（有）つかれ酢本舗後援

第 24 回大会  中野区の手続き不備により、7 月 2 日大会日が 7 月 16 日に変更となる。 

   このために 3 チームが不参加となった。

第 24 回大会から 中野区教育委員会が協賛から主催となり、中野区インディアカ協会との共

   催となった。

第 25 回大会　 1 月 5 日体育館アリーナの天井が一部落下したため、7 月 15 日大会日が翌

   年の 1 月 5 日となり、6 チームが不参加となった。

第 27 回大会から 東京都インディアカ協会公認となった。

第 28 回大会　 中野区審判派遣事業（体育館使用料免除、審判員手当 7200 円支給）から、

   社会体育事業補助金に変更。体育館使用料 71,400 円が支給される。

区民大会出場チーム、表彰名

第 21 回　2003 年（平成 15 年）7 月 6 日（日）　中野体育館　19 チーム参加

 コミレクフレンド 赤い羽根に集中してたで賞

 ガイア   ラリーを続けたで賞

 カサブランカ  まとまっていたで賞

 らっしゃい  笑いをとっていたで賞

 上石中 HBSC  フェアプレイを心掛けたで賞

 でこぼこチーム  時々いいのがきまったで賞

 泉南インディアカクラブ よく拾っていたで賞

 まいど   時々乱れちゃったで賞

 さくらんぼ  気持ちは勝っていたで賞

 ぺたんこ  よくつなげていたで賞

 高橋工務店  勝ってごめんなさいで賞

 ラビット  みんなで楽しんじゃったで賞

 イレブン  一番いい汗かいたで賞

 アジサイ  みんなで頑張ったで賞

 ヒ ュ゙ーテイー &
 　あん・ぽん・たん わたしだって役にたったで賞

 スミレ   元気は一番だったで賞

 烏森   ほのぼのとさせたで賞

 キューティー &
 　とん・ちん・かん みんな力をあわせていたで賞

 役員チーム  参加してよかったで賞

第 22 回　2004 年（平成 16 年）8 月 15 日（日）　中野体育館　12 チーム参加

 カンガルー  ギャラリーも楽しませたで賞

 アジサイ  リズムにのると強かつたで賞

 ビューティ &
 　あんぽんたん  ほのばのとさせたで賞

 キューティ &
 　とんちんかん  気持ちは勝っていたで賞

 東フレンド  みんなで楽しんじゃったで賞

 ニッシーズ  明日があるで賞

 SIC   動きまくってスッキリしたで賞

 ぺたんこシニア 2 ハラハラさせたで賞

 イレブン  みんなで頑張ったで賞

 東村山三丁目  みんなで遊べたで賞

 ぺたんこシニア 1 老練者は強い味方で賞

 べたんこヤング  チームを支えたのは誰だったで賞
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第 23 回　2005 年（平成 17 年）7 月 10 日（日）　勤労福祉会館体育室　18 チーム参加

 ミセスブレンド  ミセスは笑ってすませま賞

 ラビット  友達の輪が広がったで賞

 アジサイ  スローでいきま賞

 中野グリーンズ  行け行けどんどんだったで賞

 体指   強そうに見えたで賞か

 青いりんご  勝つにはどうするかよ～く考えよう賞

 武蔵野みっくす  なんてったってインディアカで賞

 ミントインディアカクラブ 気は合っていたで賞

 イレブン  よく拾っていたで賞

 オリーブ  初々しかったで賞

 ぺたんこ  すてたもんではないで賞

 キューティー &
 とん・ちん・かん さわやか大賞

 七味とうがらし  相手も元気にさせたで賞

 らっしゃい  くやしくたってにっこりで賞

 でこぼこチーム  みんなで楽しんだで賞

 ビックリボックス 勝ってしまってイイ～じゃない賞

 MU インディーズ 参加してよかったで賞

 目白大学インディアカ同好会 みんな力をあわせていたで賞

第 24 回　2006 年（平成 18 年）7 月 16 日（日）　中野体育館　15 チーム参加

 アジサイ  継続は力です いきながく続けま賞

 キューティー & とんちんかん 参加するのが楽しみで賞

 オールドペたんこ 人生ラリーも続けま賞

 ハウンド・ドッグ この大会が楽しみでしたで賞

 オリーブ  いつもフレッシュな気持ちで賞

 ラビット  まとまっていたで賞

 イレブン  体と相談しながら楽しみま賞

 ぺたんこニッシーズ 時々乱れちつたで賞

 ビックリボックス 明るかつたで賞

 でこばこチーム  遊び心で集中してたで賞

 体指   めげず精一杯やつたで賞

 Ak'S   チームプレーを心掛けたで賞

 ヤングペたんこ  元気いつぱいだったで賞

 INDIES   いいゲームになつてきたで賞

 石小アタッカーズ 楽しくて仕方ないで賞

第 25 回　2008 年（平成 20 年）1 月 5 日　中野体育館　13 チーム参加

 七味唐からし  宝船みんなの夢のせインディアカ

 アタッカーズ  紅白のボールがつなぐ友だちの輪

 ビックリボックス 子の年だコートの中をかけまわれ

 ぺたんこ  成績に毘沙門天もあきれ顔

    感謝状

 ハウンド・ドック ミスしても愛敬振りまく弁才天

 レッドロケット  皆さんに元気を授ける布袋さま

 ミセス・ブレンド お正月昔羽根つき　いまインディアカ

 イレブン  まだまだよ寿老人があきらめた

    感謝状

 アジサイ  華やいだ昔乙女のインディアカ

    感謝状

 みなみファミリークラブ もちつきの相の手よく息があい

 ワクワクランド  お正月めでためでたの大黒天

    感謝状

 青いリンゴ  ファミリーに大喜びの福禄寿

    感謝状

 ブルーシャトー  敗けたけど心さわやか恵比寿顔

第 26 回　2008 年（平成 20 年）7 月 13 日　中野体育館　14 チーム参加

 SIC( 石神井インディアカクラブ ) さわやか賞

 目白大学インディーズ A ベストフレンド賞

 ビックリボックス ナイスプレイ賞

 ぺたんこ  にっこり賞

 チーム・レインボー 初々賞

 目白大学インディーズ B ハッスル賞

 石小アタッカーズ 快活大賞

 カモノハシ  チームワーク賞

 ワクワクランド  和やか賞

 ビューティ & あんぽんたん 仲良し賞

 あじさい  夢追い賞

 キューティ & とんちんかん ほのぼの賞

 青いリンゴ  ファミリー賞

 ブルーシャトー  裕ったり賞
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第 27 回　2009 年（平成 21 年）7 月 19 日　中野体育館　24 チーム参加
 青いりんご  中野区  ゆったり賞

 すばる   中野区  チームワーク賞

 ラベンダー  中野区  にっこり賞

 Cherry Kids  中野区  ファミリー賞

 イレブン  中野区  継続は力賞

 キューティ & とんちんかん 中野区  のびのび賞

 ビューティ & あんぼんたん 中野区  快活賞

 girl's INDIES  新宿区  初々賞

 CIAO!( チャオ )  青梅市  ナイスプレイ賞

 浜っ子 kiwi  板橋区  ゆかい賞

 永福インディアカ 杉並区  ベストフレンド賞

 ぺたんこ  中野区  ほのぼの賞

 ハウンドドック  杉並区  楽々賞

 ひまわり  清瀬市  ナイスレシープ賞

 Spin-off   青梅市  ナイストス賞

 まめっ、パチ  八王子市 元気大賞

 片倉レインボー  八王子市 ベストラリー賞

 石小アタッカーズ 練馬区  さわやか賞

 七味唐からし  武蔵野市 夢追い賞

 SEVEN FEATHER  新宿区  なごやか賞

 嵐   武蔵野市 汗闘賞

 石神井インディアカ 練馬区  熱中賞

 東フレンド  渋谷区  仲よじ賞

 バッテラ  新宿区  フェアプレー賞

第 28 回中野区民インディアカさよなら大会結果　2010 年（平成 22 年）7 月 3 日　
中野体育館　16 チーム参加

 インディーズ C  新宿区　　　快　気持ちのよいさわやかなプレー

 東フレンドすみれ 渋谷区　　　悦　楽しめたプレーに満足している

 アタッカーズアドバンス 練馬区　　　隆　元気に盛り上げるプレー

 ぺたんこ  中野区　　　純　ありのままで飾らないプレー

 東フレンドさくら 渋谷区　　　歓　よろこびが体から溢れている

 七味唐からし  武蔵野市　　和　なごやかこ調子を合わせて仲良くプレー

 キューティー & とんちんかん 逗子市 　　愉　インディアカで遊ぶよろこびが顔にあらわれている

 インディーズ A  新宿区　　　活　プレーに勢いがあつて生き生きしている

 インディーズ B  新宿区　　　勇　思い切りがいいプレー

 永福インディアカ 杉並区　　　永　いつまでもインディアカで健康に

 すばる   中野区　　　協　ベンチと心をひとつにあわせるプレー

 ぺたんこオールド 中野区　　　潔　いさぎよいプレー

 ぺたんこシニア  中野区　　　泰　心をひろく落ち着いたプレーをしていた

 ブルーシャトー  中野区　　　喜　好きなインディアカで汗を流してうれしい

 チエリーキッズ  武蔵野市　　睦　ぴつたり息を合わせようとしている

 中野イレブン  中野区　　　憬　あこがれてやってきたが今、さとりの境地

協会だより（中野区インディアカ協会ニュース）



中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ�� 中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ ��



中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ�� 中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ ��



中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ�0 中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ �1



中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ�� 中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ ��



中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ�� 中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ ��



中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ�� 中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ ��



中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ�� 中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ ��



中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ�0 中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ �1



中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ�� 中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ ��



中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ�� 中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ ��



中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ�� 中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ ��



中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ�� 中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ ��



中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ�0 中野区インディアカ協会　27 年のあゆみ �1

中野区インディアカ協会

ニュース

インディアカの原点に戻って

　冒頭、井出会長の挨拶の中で、インディアカの現状と

中野区インディアカ協会の基本的な立場について、次の

ような趣旨の説明がありました。

　「インディアカ」が、親睦と健康増進、豊かな生活に

資するということを目的として楽しさや多くの人たちと

交流する「クラブ」というものから、試合に出場し勝つ

ことに重きを持つような「チーム」という形態に変化し

てきています。インディアカは一本立ちした競技スポー

ツになったということですが、日本インディアカ協会の

統一ルールに従わないチームも多くあります。インディ

アカは生涯スポーツの旗手であることに揺るぎはなく、

中野区インディアカ協会は今後もその原点を忘れず、楽

しさや、交流というものを大切にしてゆきたい。

平成 20年度の活動報告

　446,961 円という収支決算がその中で、普及事業の実

施、区民大会の開催、指導者の派遣、研修会への参加、

各種大会への参加、理事会の開催、などが行われました。

　普及事業としては「日曜インディアカ教室」（全 9回

平成 21年度第 1回理事会報告

　平成 21 年度第 1 回理事会が、4 月 21 日（土）午後 7 時からスマイル中野 C 会議室で開催され、

9 時 30 分まで、平成 20 年度の報告と承認、平成 21 年度の計画について予算を含め承認されました。

　当日午後 7 時、スマイル中野３階 C 会議室には井出会長をはじめ 11 名の理事の皆さんが集まり、

中野区インディアカ協会についての議案審議が熱く交わされました。以下、概要の報告です。

参加延べ人数 229 名）と「スポーツフェスティバル」（参

加者大人 20名）。日曜インディアカ教室は会場の都合も

あり前年度より回数、参加人数ともに減少。スポーツフェ

スティバルは前年度 23 名の参加があり、年々減少の傾

向。

　区民大会は中野区教育委員会との共催、中野区レクリ

エーション協会後援で第 26 回として開催。参加チーム

14。中野区教育委員会が共催ということで、審判派遣費

及び会場費を中野区教育委員会が負担。

　指導者の派遣として、毎月、カンガルークラブの指導

を井出会長と庄田理事長が。

　研修会は日本協会主催の研修会と東京都レクリエー

ション協会主催の研修会に参加。特に東京都レクリエー

ション協会主催のニュースポーツセミナーでは、目白大

学インディーズが審判研修会のデモ試合に参加し貢献。

　各種大会への参加としては次の８大会。4月：東京都

インディアカ大会、7月：ジャパンフレンドシップ大会、

9月：全国レクリエーション大会 INいわて、都民スポレ

クふれあい大会、10月：渋谷インディアカ親睦交流会、

11月：杉並区グランドシニア大会、1月：杉並区インディ

平成 21 年度第１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009.4.26 発行

日曜インディアカ教室　　毎月開催　　勤労福祉会館体育室
　・6月 28日（日）13：30～ 16：30　　・7月 5日（日）13：30～ 16：30

第 27回中野区民インディアカ大会　7月 19 日（日）
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アカフェスティバル、2月：練馬区インディアカ大会。

　そのほか、理事会５回開催、練習日のお知らせ4回発行、

東京都協会理事会への出席5回、区民スポーツフェスティ

バルの実行委員会２回出席（庄田理事長）、自主グルー

プ懇談会２回出席（井出会長）、自主グループ合同運営

合同運営会議出席（井出会長）、が報告されました。

平成 21年度の活動計画

　普及事業、区民インディアカ大会、指導者の派遣、

審判研修会、各種大会への参加、理事会の開催、が

446,961 円という予算とともに承認されました。

　普及事業としては、毎月の日曜教室（当番も決まりま

した。）と 10月体育の日の区民スポーツフェスティバル

への参加です。参加者減少の傾向がありますので、参加

者が増えますよう、皆様の積極的なご参加、ご協力をお

願いします。

　区民大会は、今年 27 回を数えます。7月 19 日（日）

中野体育館で「中野区教育委員会との共催、中野区レク

リエーション協会後援、東京都インディアカ協会公認」

です。第１回目の実行委員会を 6月 28 日（理事会時）

に予定しています。

　指導者の派遣としては、カンガルークラブの指導で、

原則として毎月第１水曜日 13:30 ～ 16:00 に勤労福祉会

館体育室で行われます。現在 7月までの日程が決まって

います（4/1、5/6、6/3、7/1）。自主グループから巣立っ

た方の戻る率が少ないなど評価が高いのですが、スタッ

フ不足です。初めての参加者があるとスタッフ３人は欲

しいということですので、ご都合のつく方はご協力を。

　審判員研修会は、区民大会の前、6月 28 日（日）の

日曜教室のときに行います。

　参加できる各種大会の予定は、今のところ次の４つが

分かっています。東京都インディアカ大会（4月 12 日

に既に開催され２チーム参加しました。）、ジャパンフレ

ンドシップ大会（7/5 東京体育館）、全国レクリエーショ

ン大会 in ながさき（インディアカ大会は 9/21 長崎市）、

都民スポレク大会（9/22 駒沢体育館）。

　ニュースポーツセミナー（東京都レクリエーション協

会主催）も開催が予定されていますが、日程・場所は未

定です。C級審判員認定講習会と B級審判員研修会が行

われる予定です。

　理事会は、4月、6月、8月、10月、12月、2月に開

催予定です。

理事人事　

　理事の退任、解任、新任が承認されました。今年度は

理事長不在という体制での運営ということになります。

規約改正

　公認審判員の名称が変更されているため、その関連部

分を変更します。修正した規約は後日全員の方に配付し

ます。

区民大会と日曜教室を柱に

　会長、副会長を含め 55人の会員（ぺたんこ 23、オリー

ブ 2、イレブン 11、目白大学インディーズ 19）でスター

トした平成 21年度中野区インディアカ協会です。28回

目の区民大会と毎月１回の日曜教室を中心に、お互いに

協力し支えあって、落ち度のないように進めてゆきま

しょう。

　今年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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平成 21年度　中野区インディアカ協会　役員
会　長　井出　和夫

副会長　迫田　君代

理　事　齋藤　志津子	 （総務：会計・会場担当）

理　事　山中　宏子	 （総務：会計補佐）

理　事　黒岩　美枝子	 （総務：文書担当）

理　事　大庭　定浩	 （総務：協会ニュース担当、指導：研修資料担当）

理　事　毛利　美紀子	 （総務：会場（スマイル、中野体育館）担当、指導：大会担当）

理　事　長沼　八代治	 （指導：研修企画実践担当）

理　事　岩部　眞希子	 （指導：大会担当）

理　事　三浦　まり	 （指導：大会担当）

理　事　渡邉　大輝	 （指導：大会担当）

理　事　菊池　清香	 （指導：大会担当）

監　査　原　美代子

監　査　三ツ木　甫子

中野区インディアカ協会

ニュース
インディアカ協会の会員は大会に参加できます

　全国レベルの大会やブロック大会には、日本インディアカ協会の会員でなければ参加できな

いシステムになっています（スポレク祭を除く）。毎年中野区からも参加しているフレンドシッ

プ大会もこの全国大会で、日本インディアカ協会の会員であることが条件の一つです。

　中野区インディアカ協会の会員になれば、自動的に日本インディアカ協会の会員になれ、中

野区インディアカ協会の会員になるためには、中野区インディアカ協会に加盟している既存の

クラブに入会するか、新たにクラブや団体をつくって、中野区協会に加盟するだけです。

　今年度の全国レベルの大会は、次のようなものが予定されています。日ごろの練習の成果を

発揮する場として、また全国の方々と交流できる場として積極的に活用しましょう。

2009 年 7月 5日（日）　	 	 第 15 回（2009）ジャパン　フレンドシップ　インディア	
	 	 	 	 	 カリーグマッチ（東京体育館）
2009 年 7月 4日（土）　	 	 第 5回全日本インディアカトーナメント（東京体育館）
2009 年 9月 20日（日）	 	 第 32 回全国インディアカ大会（長崎市）
2009 年 10 月 17日（土）～	 第 22 回全国スポーツ・レクリエーション祭（宮崎市）
	 　　　10月 20日（火）
2009 年 4月 19日（日）	 	 九州・沖縄ブロックインディアカ大会（鹿児島県薩摩川内市）
2009 年 7月 5日（日）	 	 中・四国ブロックインディアカ大会（鳥取県米子市）
2009 年 9月 6日（日）	 	 第 25 回北海道・東北ブロックインディアカ大会（岩手県	
	 	 	 	 	 盛岡市）
2009 年 10 月 4日（日）	 	 東海・北陸ブロックインディアカ大会（富山県南砺波市）
2009 年 11 月 1日（日）	 	 関西ブロックインディアカ大会（京都府木津川市）
2009 年 11 月 15日（日）	 	 関東甲信越ブロックインディアカ大会（栃木県鹿沼市）

平成 21 年度第２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009.5.24 発行

日曜インディアカ教室　　毎月開催　　勤労福祉会館体育室
　・6月 28日（日）13：30～ 16：30　　・7月 5日（日）13：30～ 16：30

第 27回中野区民インディアカ大会　7月 19 日（日）

申し込み締め切り 6月 27日
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インディアカ協会の会費について

　中野区インディアカ協会の会員になると、自動的に東京都インディアカ協会ならびに日本イ

ンディアカ協会の会員にもなります。日本インディアカ協会の会員となるには、入会金1,000円、

会費として３年間分3,000円を納入します。以後、３年ごとの更新で3年分の会費として3,000

円を納入することになります。この 3,000 円が 3年間の中野区インディアカ協会、東京都イン

ディアカ協会そして日本インディアカ協会の活動資金になっているわけです。

　　	 	 	 	
中野区協会 東京都協会 日本協会 計
600 円 1,200 円 1,200 円 3,000 円

　中野区インディアカ協会では、会員一人につき３年間 600 円という会費を基本に活動をして

います。同様に、東京都インディアカ協会、日本インディアカ協会はそれぞれ ,一人あたり1,200

円の会費で３年間いろいろな活動をしています。１年間で考えると中野区インディアカ協会で

は 200 円、東京都インディアカ協会・日本インディアカ協会では 400 円という額になります。

この会費を基本に、各協会では、大会等のイベントを、開催しているわけです。なるべく会員

個人の負担を抑え、大会等をたくさん、そして盛大に行うために、各協会がどれだけ苦労して

いるかがおわかりいただけるのではないでしょうか。会員が多くなれば、この基本となる会費

が増えますので、各協会の活動がより活発にできることになります。一人でも会員が増え、協

会活動が円滑にできますよう、会員増加に会員の皆様のご協力をお願いします。

　なお、中野区インディアカ協会では、この日本協会の３年間の会費では毎年の活動が困難な

ため、別に 3年間で 2,100 円を会員の方々に負担していただいております。毎年の負担をなる

べく均等に、そして協会のスムーズな活動資金を確保したいという趣旨から、日本インディア

カ協会の更新の年には 3,100 円（日本協会会費 3,000+100 円）を、次の年とその次の年には

それぞれ 1,000 円を徴収しているわけです。

　このような苦肉の策によって、日本協会の更新年についても一人あたり 700 円の活動資金が

中野区協会に残る計算になり、毎年の協会の収入が比較的安定し、活動できているわけです。

　3年間で、合計5,100円の会費。日曜教室36回、区民大会3回、そして少なくともフレンドシッ

プ大会３回程度は参加が可能。これでインディアカが楽しめて、たくさんの人と交流ができて、

なんとお得な会費だとは思いませんか？　こんなお得な情報を多くの方に広めない手はありま

せん。どうぞ、会員の皆様、これからもインディアカの魅力を、まだご存知でない方に伝えて

いただき、仲間を増やしましょう。

審判研修会のお知らせ

　6月 28日（日）の日曜教室で、審判研修会を行います。
　7月の区民大会にむけて、審判技術の確認とレベルアップのための研修会です。
区民大会に出場する方はもちろん、外部の大会に参加予定の方もぜひご参加ください。

中野区インディアカ協会

ニュース
平成 21年度審判研修会

　平成 21年度の審判研修会が、6月 28日（日）、日曜インディアカ教室（勤労福祉会館体育室）

の中で実施されました。

　この審判研修会は、審判技術の確認と、競技運営の手順の確認を中心に、毎年、区民大会の

前に行われており、区民大会でのスムーズな試合運営ができることを目標として、ルールの確認、

競技運営の手順や吹笛の方法の確認など、いずれも日本インディアカ協会の競技規則や研修会

での内容に則り実施されています。

　当日は、日本インディアカ協会公認 A級審判員である長沼八代治さん（中野区インディアカ

協会理事）から、主審の心構えの確認、ルールの確認、競技運営についての解説ならびに指導

が行われ、参加した 12名の方々は実際に主審・副審・線審を体験しました。

　終了時には、ホイッスルについて、そ

の吹き方が弱い方が散見され、もっと強

く吹くようになどの注意や、コメントを

いただきました。

　中野区民大会をはじめ、多くのインディ

アカ大会が、参加者がお互いに審判を担

当する、審判帯同制で運営されています。

大会に参加してもまごつかないように、

また参加されている他のチームや大会主

催者に迷惑をかけないよう、今後も積極

的なご参加をお願いいたします。

平成 21 年度第 3 号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009.7.19 発行

●日曜インディアカ教室　　毎月開催　　勤労福祉会館体育室

　・８月 23日（日）13：30～ 16：30　

　・9月 27日（日）13：30～ 16：30

●都民スポレクふれあい大会　9月 22 日（祝）
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日本インディアカ協会公認審判員講習会のお知らせ　

　日本インディアカ協会公認 B級審判員資格を取得するための講習会が、平成 21年度は次の

ような日程で行われます。

●公認B級審判員認定講習会

　・8月 22 日（土）～ 23日（日）	　	会場：愛知県一宮市　　申込締切：7月 30 日

　・11月 21 日（土）～ 22日（日）　会場：宮城県栗原市　　申込締切：10月 15 日

	 　　　　　※参加希望者は、各申し込み締め切り日までに井出会長にご連絡ください。

　参加するには、「公認 C級審判員」取得後 3年以上で、所属都道府県協会の推薦が得られる

ことが必要です。詳しい実施要綱は、各クラブの代表者にお渡ししてある別紙の要項をご覧く

ださい。日本インディアカ協会のホームページ（www.japan-indiaca.com）からも入手できます。

　日本インディアカ協会の公認審判員については、3年前にその制度が変わり、それまでの「普

及審判員」が「公認 C級審判員」に、「指導審判員」が「公認 B級審判員」に移行されました。

そして、新たに「最も高い技術、見識を有する最高の審判員」として「公認 A級審判員」とい

う資格が設置されました。中野区では、公認 A級審判員として長沼八代治さんが活躍されてい

ます。

　普及審判員、指導審判員という２つの審判員制度のときは、大会での「審判員」とインディ

アカの普及に努める「指導者」という二つの役割を担っていました。しかし、この二つの役割

がうまく機能しなかったことと活用もされていなかったということから、役割を絞り込み「審

判員」としての審判能力に応じたランク付けをし、判定基準の統一と審判技術の向上を図ろう

ということで、この A、B、C級という審判員制度に変更されたということです。

　指導者の部分については、今後「指導者」としての別の資格として設置されることが予定さ

れているようです。

　審判員について「インディアカ公認審判員規程」では、「審判員を養成し、資質の向上を図り、

生涯スポーツとしてのインディアカの普及発展に資することを目的」とし、その任務について

次のように規程しています。

　公認C級審判員：市町村協会主催の主審・都道府県レベルの範囲での審判運営にあたる。

　公認 B級審判員：インディアカの理論と実技に精通し、都道府県主催の主審・全国レベルの

審判、運営にあたる。

　公認 A級審判員：インディアカの理論と実技に精通し、日本協会主催の主審・全国レベルの

審判、運営にあたる。

　公認審判員の方は、上記のような任務を再度確認いただき、改めて中野区のインディアカの

普及・発展にご尽力いただければ幸いです。

中野区インディアカ協会

ニュース
平成 21年度第 5回理事会報告

　平成 21年度第 5回目の理事会が 12月 12 日に開催され、各種報告と来年度の区民大会のこ
とを中心に審議されました。以下、抜粋です。

●ニュースポーツセミナーが中野体育館で
　１月 30日には、東京都レクリエーション協会主催のニュースポーツセミナーが中野体育館
を会場に開催されます。中野区協会の方々に協力の要請があるかもしれません。そのときには
よろしくお願いいたします。また、既に研修会に申し込んでいらっしゃる方は、しっかり研修
していただき、普段の練習等に活かしてください。

●来年の中野区民インディアカ大会は 7月 5日（土）
　来年の第28回を数える区民インディアカ大会は、選挙等の影響で中野体育館の確保が厳しく、
7月 5日（土）に実施することとなりました。土曜日の開催は初めてですが、翌日が休日とい
うことで、土曜日の大会は他区の体験談からも好評が聞かれます。しっかり準備をして楽しい
大会にしたいものです。
　参加費用については、1チーム 3,000 円、中野区在住・在勤・協会会員以外のチームは 3,500
円とすることになりました。これは、協会の会員の優位性を出すためで、東京都協会の動きに
準じているところです。

●第 16回東京都インディアカ大会は 4月 18 日（日）、新しい試みも
　会場が駒澤オリンピック公園屋内球技場に戻ります。いままで各地区からの参加チーム数制

平成 21 年度第 4 号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009.12.27 発行

●ニュースポーツセミナー　1月 30 日（土）中野体育館
　・東京都レク協会主催のセミナーが開催され、その中でインディアカの「審判員研修会」「公
　　認Ｃ級審判員認定講習会」が開催されます。　

●日曜インディアカ教室　　毎月開催　　勤労福祉会館体育室

　・1月 24日（日）13：30～ 16：30　
　・2月 11日（日）13：30～ 16：30
　・3月 28日（日）13：30～ 16：30

●来年の中野区民インディアカ大会は　7月 3日（土曜日）
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限がありましたがそれが無くなります。また、インディアカを始めてまもないチームなどが参
加できるように初心者クラスのコートが設置されます。中野区からも積極的に参加しましょう。

●今後の各種大会の予定
　東京都インディアカ協会加盟の協会が主催する大会で直近のものは次の通りです。チーム内
での親睦を深めるのはもちろんですが、他の地区の方との交流、情報交換ができ、また競技技術・
審判技術の向上のためにもなります。無理しない範囲で大いに参加しましょう。
	 ・八王子　既に申し込みは締め切られていますが、1月 24日（日）に
	 ・杉並区　上井草スポーツセンターで 1月 24日（日）インディアカフェスタ。
	 ・練馬区　光が丘体育館で 2月 7日（日）。
	 ・青梅市　明星大学体育館で 2月 28日（日）。
　また、来年度の全国大会の予定は次の通り。
	 ・全日本トーナメント大会　6月 12日（土）　東京体育館
	 ・フレンドシップ大会　6月 13日（日）　東京体育館
	 ・全国レク大会 in しずおか　	11 月 7日（日）　静岡県焼津市

●中野区協会理事の動向
　目白大学インディーズの役員交替にともない、理事の変更です。三浦さんが理事を退任、渡
辺さんが理事に就任、坂井さん、船渡さんが補佐役として就任しました。皆さんよろしくお願
いいたします。

●日本協会が来年創立 30周年
　日本インディアカ協会は創立 30周年を記念して 11月 27 日（土）に記念式典を予定してい
ます。フレンドシップ大会等にも「30周年」の言葉が出てくると思います。中野区協会も記念
行事委員会に協力しています。中野区協会の 30周年はというと、創立が 1983 年 7月ですか
ら 2012 年 7月で満 30年。2012 年度（平成 24年度）が 30周年記念ということになります。

●審判員制度と指導員制度
　日本協会の審判員制度が変わってＡ・Ｂ・Ｃ級となりましたが、並行して「指導員制度」と
いうものが構想されていました。審判員と指導者とが車でいえば両輪となって日本のインディ
アカを健全に牽引して行こうということです。それがやっと来年度から具体的に動き出すこと
になったようです。具体的な内容が発表されたらまたすぐにご案内します。

●東京都協会の専門委員会が新たに発足
　10月 9日（金）に東京都インディアカ協会専門委員会委員総会が開催され、新しい専門委
員会が組織され、それぞれ活動を開始しました。それまで都の専門委員会はそのメンバーがほ
とんど都協会理事だけで構成し活動してきましたが、理事以外の人を入れて組織し、この総会
から活動を開始しました。
　専門委員会は、総務委員会、組織委員会、指導委員会、競技委員会の４つ。中野区協会から
は大庭が総務委員会の委員になっています。

◎ 2009 年も残すところあと４日。今年もいろいろとありがとうございました。来年もまたイ
ンディアカを通して健康で、元気で、幸福な年でありますよう。良いお年をお迎えください。

中野区インディアカ協会

ニュース
平成 22 年度第１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010.8.4 発行

日曜インディアカ教室は「ぺたんこ」が引継ぎ、今までどおり
毎月原則として第 4日曜日勤労福祉会館体育室で行います。

　・８月 22日（日）　　・9月 20日（月・祝）
　　時間はいずれも、13：30～ 16：30
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区協会解散にあたって
井出和夫

　先ずもって、28年間、ご指導、ご支援くだ
さいました方々には誠に申し訳なく、深くお
詫びいたします。
　IT 時代に入って、人間関係の希薄化が増大
しているとき、インディアカのようなチーム
スポーツのもつ役割は大変重要だと思ってい
ますので、本当に不本意です。

　中野区インディアカ協会は、私の協会では
ありません。みんなでつくる協会です。区協
会は発足時、役員におまかせではなく、会員
一人ひとりが自分たちの協会、自分たちで運
営する協会という自覚をもって活動すること
を確認しました。
　年間計画で決められた理事会や研修会、大
会、教室などについて、自分に与えられた役
割は責任をもって果たしてゆくということで
す。
　残念ながら、この原則が数年前から崩れは
じめ、止まりませんでした。この傾向は傘下
のクラブも同様であり、クラブ自体縮小して
いる状況です。
　年間計画の日程に、他のことを入れて欠席
する。欠席しても問い合わせをしてこない。
つまり、全て会長や役員におまかせで自己責
任を果たさない会員が多くなったということ

です。
　インディアカに魅力がなくなってきたとは
思えないのですが、「自分たちの」という意
識がなくなって、特定の役員に負担がかかっ
ていることがわかっていても、負担を少しで
もかけないようにしようという気遣いがなく
なったようです。
　自分が、今、楽しければいいという利己主
義が顕著な時代だからか、対人関係のわずら
わしさがいやなのか、気力、体力がなくなっ
てきたのか。
　いずれにしましても、原則が崩れ、傘下の
クラブが縮小し、協会の運営を引き継いでく
れる人が出てこないのであれば、活動を停止
するしかありません。支援してくださる関係
者の皆さまや、インディアカ愛好者に不快な
思いをさせる前に、解散した方が良いという
のが私の考えです。
　全ては、私の力量不足、不徳から生じたこ
とで、弁解の余地はございません。
　私たちのやってきた協会活動は、これから
益々必要になるだろうと思います。再建の機
運が高揚し、やってやろうという方々が出て
きてくださることを期待します。
　組織の関係者、そして、愛好者の皆さま、
長い間のご支援、ありがとうございました。
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区民さよなら大会を終えて

井出和夫

　1983 年 9 月 23 日、区立第十一中学校体育館で産声をあげた中野区民インディアカ大
会は、2010 年 7月 3日（土）、中野体育館で第 28回を迎え、短い歴史の幕を閉じました。
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　思えば、午前は教
室を開き、午後から
ファミリー４チー
ム、混合４チームで
行った、大会という
よりお祭り的な考え
は一貫して変えず
に、今回に至ってい
ます。
　特にファミリー種
目が消えてしまいま
したが、ずっと大人
のファミリーチームが参加していましたし、
時々子どもの入ったファミリーチームの、ま
た 27 回、28 回は小学生がメンバーのチーム
があったことは、うれしい限りです。
　更には、インディアカを初めてやる人がい
るチーム、大会の時だけやるチーム、精神障
がい者のチーム、福祉作業所の職員チーム、
などが毎回参加してくれる、こんな大会は、
恐らく、日本に、世界にないだろうと思います。
大変有難く感謝しています。

　今年の大会も座っていても汗がふき出てく
るむし暑いアリーナで、第１回大会の原点に
かえって、スタッフ全員がゲームに参加して、
混合 16 チームが４コートにわかれ、笑い、
叫ぶ熱いゲームをくりひろげました。
　涼しげなハワイアン音楽と、冷えたつかれ
酢ドリンクのおかげで、誰ひとり熱中症にも
ならず、閉会式を迎えました。

　閉会式では、参
加チームそれぞれ
に感謝状を手渡し
ました。例年通り、
全員集合記念写真
撮影のあと、全員
が手をつなぎ、ア
リーナいっぱい、輪
になってひろがり、
“ 今日の日はさよう
なら ” の合唱をして
解散しました。

　例年寄贈してくださったつかれ酢本舗さん、
手作りの品を提供してくださった齋藤志津子
さん。齋藤さんいは “ お父さんと金婚式まで
区民大会に出ようね ” と誓っていたことが実
現したので、皆さんに感謝したいと、文明堂
の三笠山が全員にプレゼントされました。
　ジャンケンゲームの品の寄贈をしてくれた、
迫田さん、西尾さん、ありがとうございました。
　また、本部でゲームにも出ず、ブルーシャ
トーを支えてくれた庄田さん、ありがとうご
ざいました。
　まだまだたくさんの方を紹介しなければな
らないのですが、多勢の方に支えていただか
なければ続けてこれなかったこと、本当に有
難く感謝しています。

　特に御多用の中を毎回、開会式に出席して
いただき、ご挨拶をくださった田中大輔区長、
ありがとうございました。期待に応えること

のファミリーチームが参加していましたし、 　例年寄贈してくださったつかれ酢本舗さん、

ができず、大会を閉じること
をお許しください。
　もうひとりあやまらなくて
はならいない方がいます。
　依光恒治さん（当時、区教
委、社会体育課長）です。
　さよなら大会ですので、区
民大会の立上げにかかわって
いただいた 14 名にご案内を
しました。案内状を差し上げ
たなかで、ただひとり出席し
ていただけた依光さん、突然

のお願いにもかかわらず、心暖まるご挨拶を
いただき、ご祝儀まで頂戴してしまいました。
お顔を見せていただけたことだけで、うれし
かったのに、お心遣い、心から感謝しています。

　その他、不参加になった嵐と、イレブンの
岩部さんからお祝いを頂戴しました。ありが
とうございました。

　27年間、中野区民大会を愛してくださった
皆さまに心から感謝を申し上げます。
　これからも、それぞれの地域で、インディ
アカで、楽しんでください。
　そして、いろんな
人と交流しながら、
無邪気にインディア
カで遊ぶ、という大
会がどこかで生まれ
ることを期待してい
ます。ありがとうご
ざいました。

区長

依光さん
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日　時　平成 22年 4月 10日（土）　19:00 ～ 21:05
場　所　スマイル中野 3F　会議室 D
出席者　井出　迫田　三ツ木　渡辺　船渡　大庭
委任状による出席　岩部　毛利　斉藤

1. 開会　（井出）

　出席者の確認（理事の 2/3 以上が出席）、理事会成

立を宣言。

2. 会長挨拶　および　3. 議長選出

　井出会長が議長をすることで全員了承した。

4. 議案審議

　①平成 21年度事業報告（井出）

　　別紙「平成 21年度事業報告」に基づき報告。

　　修正等：

　　4. 研修会　指導者移行講習会　（3/20）

　　　ニュースポーツセミナー受講者　渡部→渡辺

　　5. 各種大会への参加

　　　1/24 杉並区インディアカフェスタ　→　削除

　　　3/14 渋谷区インディアカ交遊会混合１ちーむ　

　　　　　　→　３チーム　ぺたんこ
　　　　　　　　　　　　　インディーズ（２チーム）

　②平成 21年度会計報告（井出）

　　別紙「平成 21年度決算書」に基づき報告。

　③会計監査報告（三ツ木）

　④平成 21年度事業と収支決算の了承（井出）

　　第 27回区民大会の決算報告も含め、全員一致で

　了承された。

⑤区協会解散に向けた提案（井出）

　　井出会長から、区協会解散について提案され、全

　員の同意を得、承認された。

　　要点は次の通り。

　　1.　今年 7月末をもって解散。

　　2.　日曜教室は 6月で終了。

　　3.　区民大会は区内愛好者等で感謝祭のような大

　　　　会とし、他区市等への呼びかけはしない。

　　4.　カンガルークラブの指導はぺたんこが引き継

　　　　ぐ。

　　5.　協会として責任を持つのは、都民スポレクふ

　　　　れあい大会（9/18）まで。

　　6.　理事会を 8月 4日（水）、12月 11 日（土）　

　　　　に開催。

　　　　8月 4日（水）は、午後 7時～開催し、財産

　　　　の取扱い、27年間のあゆみ編纂等に

　　　　ついて議決する。

　　　　12月 11 日（土）は、事業報告ならびに決算

　　　　を議決する。

平成２２年度　第１回中野区インディアカ協会理事会議事録

さよなら大会記念の参加賞
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クラブ別会員（2010 年 7 月現在）

ぺたんこ
  井出　和夫  黒岩　美枝子 檜谷　昇

  山崎　虎明  大庭　定浩  細川　恵子 

  齋藤　傳四郎 齋藤　志津子 長沼　八代治

  毛利　美紀子 斉藤　茉莉子 松坂　照江

  西尾　隆  西尾　公子  後藤　正成 

  山中　宏子  尾道　征臣  渋谷　竜男 

  山口　俊明  楢林　充子  松浦　貞治 

  小檜山　公美 大野　貞男  畔上　泰行

オリーブ
  迫田　君代

イレブン
  岩部　眞希子 三島　利子  石井　ユリ子

  原　美代子  三ッ木　甫子 内田　和江

  松本　永子  宗像　キヨ  小沢　愛子

  辻岡　英子

目白大学インディーズ
  三浦　まり  菊池　清香  小松　めぐみ

  坂井　未来  鈴木　規文  三浦　丈明

  渡辺　大輝  柿沼　浩平  三枝　祐貴

  船渡　綾

平成 22年度　中野区インディアカ協会　役員
会　長　井出　和夫
副会長　迫田　君代
理　事　齋藤　志津子	 （総務：会計・会場担当）
理　事　山中　宏子	 （総務：会計補佐）
理　事　黒岩　美枝子	 （総務：文書担当）
理　事　大庭　定浩	 （総務：協会ニュース担当、指導：研修資料担当）
理　事　毛利　美紀子	 （総務：会場（スマイル、中野体育館）担当、指導：大会担当）
理　事　長沼　八代治	 （指導：研修企画実践担当）
理　事　岩部　眞希子	 （指導：大会担当）
理　事　三浦　まり	 （指導：大会担当）
理　事　渡邉　大輝	 （指導：大会担当）
理　事　坂井　未来	 （指導：大会担当）
理　事　船渡　綾	 （指導：大会担当）
監　査　原　美代子
監　査　三ツ木　甫子
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　⑥平成 22年度事業計画案（井出）

　　訂正：

　　4. 各種大会への参加

　　　11/6 ～ 8 全国レクリエーションインディアカ大

　　　会焼津市　→　削除

　　　11/27　日本インディアカ協会 30 周年記念式典

　　　→　削除

　　5. その他

　　理事会　→　4/10　6/19（大会実行委）

　　　　　　　　8/4　12/11

　⑦平成 22年度予算案

　⑧平成 22年度事業計画と予算案の承認
　予算案については、協会の解散を前提にしたもので
はないが、このままとし、最終的に 12 月 11 日に決
算することで、全員了承。事業計画案と予算案ともに、
全員をもって承認された。

　⑨理事人事

　三浦まり、菊池清香の解任　坂井未来、船渡綾の
就任。

　　全員の拍手をもって承認された。

　⑩規約改正
　　第二条　生涯スポーツ活動　→　みんなのスポーツ
　　承認された。
　⑪日曜教室運営当番

　　4/25(AM)	井出　　　5/5(PM)	大庭　
　　6/27（PM)	井出

5. その他

　・第 28回区民大会

　　協会解散にともなって、スケジュール表に一部変
　更が発生。

　・会員の入退会とクラブ登録
　会員名簿により確認。協会解散により、オリーブに
ついては、会員が迫田さんだけなので、迫田さんにゆ
だね、インディーズについては、都協会へ新宿区から
登録してはどうか、と井出会長から提言。

6. 閉会

以上

第 2回理事会報告

　日時：6月 19日（土）、19時～ 21時

　会場：スマイル中野 3F　会議室 B
　議事：参加チームの確認、
　　　　スケジュール表の確認
　　　　組み合わせ
　　　　大会前日の準備
　　　　その他大会に関すること
　出席者：井出、渡辺、船渡、檜谷、細川、西尾、毛利、
　　　　　松坂、長沼、斉藤、山中、迫田、大庭　

　第 2回理事会は、第 28回中野区民インディアカ大会

の実行委員会も兼ねて行われました。

　この理事会を経て、大会前日の夜、景品の搬入や、プ

ログラムのセットな

どが行われ、無事に

第 28回中野区民イ

ンディアカさよなら

大会が開催できまし

た。皆様ありがとう

ございました。
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区民大会役員
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JIA 会員　種別一覧（2010 年 7 月現在）

公認 A 級審判員（2 名）

  長沼　八代治  大庭　定浩

公認 B 級審判員（なし）

公認 C 級審判員（22 名）

  井出　和夫  山崎　虎明  毛利　美紀子

  檜谷　昇  細川　恵子  黒岩　美枝子

  西尾　隆  岩部　眞希子  三島　利子

  後藤　正成  山口　俊明  松坂　照江

  石井　ユリ子  原　美代子  三ッ木　甫子

  松浦　貞治  齋藤　志津子  畔上　泰行

  迫田　君代  渡辺　大輝  坂井　未来

  小松　めぐみ

一般会員（19 名）

  齋藤　傳四郎  斉藤　茉莉子  内田　和江

  松本　永子  宗像　キヨ  尾道　征臣

  西尾　公子  楢林　充子  渋谷　竜男

  辻岡　英子  小檜山　公美  三浦　まり

  菊池　清香  鈴木　規文  三浦　丈明

  大野　貞男  柿沼　浩平  三枝　祐貴

  船渡　綾

備品台帳

財産台帳　（備品）　中野体育館北側倉庫

品目 数 収納場所 備考

日本協会公認 インディアカボール（プロテクター無し） 6本 中体

日本協会公認 インディアカボール（プロテクター付） 4本 目白大

日本協会公認 インディアカボール（プロテクター付） 7本 ぺたんこ（斎藤）

日本協会公認 インディアカボール（台のみ） 5個 廃棄

日本協会公認 ラインズマン旗 10組

日本協会公認 得点板 3個 ぺたんこ（尾道）

ショルダーバッグ 1個 廃棄

キャプテンマーク 10本 ぺたんこ（勤福）

籠 8個 檜谷、斎藤、井出、西尾、ほか

カセットテープ 3本 廃棄

1本 廃棄

ラインテープ 2個 ぺたんこ（勤福）

ガムテープ 1個 ぺたんこ（勤福）

1式

1式 廃棄

賞状（表彰名なし） 3枚 廃棄

賞状（表彰名入り） 17枚 廃棄

日本協会公認 インディアカボール（プロテクター付） 6本

日本協会公認 ネット 6枚

日本協会公認 補助ポール（長） 3組 ぺたんこ（尾道）

日本協会公認 補助ポール（中） 2組 中体

補助ポール（短） 3組 中体

補助ポール（木製） 2組 ぺたんこ（尾道）

補助ポール用パッキン 多数 ぺたんこ（勤福）

用箋バサミ 16枚

うちわ 27本 廃棄

掲示用式次第 2枚 廃棄

旗（インディアカやってます） 2枚 ぺたんこ（尾道）

屋外用コートテープ 2コート分 廃棄

◎

◎ ポット２、お盆１は檜谷

◎ 横断幕、つかれ酢本舗ののぼりは廃棄

2009.08.09調

収納BOX（小）

目白大(4)、ぺたんこ尾道(6)

HDカセット

筆記用具
　（マジック、サインペン、筆ペン、鉛筆、ハサミ、
　　　カッター、ホッチキス、セロテープ、他）

ぺたんこ（勤福）
井出（筆ぺん）

掲示用紙類
　（コート番号1～5、受付、本部、来賓、記録）

7/3各人に配分

目白大、野方、西尾、イレブン、ぺ
たんこ尾道(2)

収納BOX（小）

収納BOX（小）

ぺたんこ（勤福）１、廃棄15

収納BOX（大）はぺたんこ（尾道）

収納BOX（小）は中体に寄贈
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財産台帳　（備品）　勤労福祉会館

品目 数 収納場所 備考

日本協会公認 インディアカボール（プロテクター付） 12本 ぺたんこ

日本協会公認 ネット 3組 　〃

日本協会公認 ラインズマン旗 3組 　〃

キャプテンマーク 4本 　〃

ラインテープ 2個 　〃

プロテクター、セメダイン 1式 　〃

旗（インディアカやってます） 1枚 　〃

筆記用具 1式 　〃

料金箱 1個 　〃

参加者ノート 1冊 　〃

許可書 　〃

対戦表 　〃

予定表 　〃

日本協会公認 インディアカボールスペア羽根 3本 　〃

救急箱（エアー、カットバン、他） 1箱 　〃

日本協会公認 ポール 2組 倉庫 勤福

日本協会公認 補助ポール（中） 4組 倉庫 　〃

日本協会公認 補助ポール（長布袋入） 1組 倉庫 ぺたんこ（尾道）

2009.07.01調

収納BOX

収納BOX

収納BOX

収納BOX

収納BOX

収納BOX

収納BOX

収納BOX

収納BOX

収納BOX

収納BOX

収納BOX

収納BOX

収納BOX

収納BOX

◎収納BOXを6/27買替え、使用していた収納BOXはぺたんこ（尾道）

区協会解散にともなう手続き一覧

区協会解散にともなう手続き一覧

中野区勤労福祉会館 ●一般団体登録事項変更届 H22.6.10

（体育室の使用） 　区協会　→　ぺたんこ

●口頭にて

　用具、収納BOXの倉庫に置くこと H22.6.10

男女共同参画センター ●ロッカー使用許可書と鍵の返却 H22.7.1

ないせす ●日曜教室、区民大会の掲載の辞退 H22.6.10

●まなびば（VIVA)ネット開設手続 H22.7.27

　　　　　中野区インディアカクラブぺたんこ

区生涯学習 ●用具（中体・勤福）は、中体分について、 H22.6.25

　立会い現物確認

●社会教育団体登録辞退届 H22.7.15

●日曜教室、後援名義実績報告書 H22.7.15

●ぺたんこクラブ会則ほか届 H22.7.27

●区民スポーツフェスティバル辞退届 H22.6.10

区体育協会 ●区民スポーツフェスティバル辞退届 H22.6.10

区レクリエーション協会 ●登録辞退届 H22.7.15

都インディアカ協会 ●登録辞退届 H22.7.15

●クラブ登録（ぺたんこ） H22.7.21

区社会福祉協議会 ●利用団体登録変更届 H22.7.27

　（福祉団体）

せせらぎ ●団体登録届　ジョイフル中野インディアカクラブ H22.7.27

区生涯学習 ●補助金、区民大会実績報告書 H22.8.2

●中野体育館倉庫財産の仕分け H22.8.9

●残したものは区生涯学習分野と

　　　　　　　　　　　　　指定管理者に処分を任せることを承諾 H22.8.9
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中野区インディアカ協会規約（2010 年 4 月 10 日）

 協会の三つの使命

  一つ、集積 ----- クラブの活動や協会活動の成果や関係団体からの情報の集積。

	 	 二つ、供給 ----- 集積されたものをクラブに提供。

	 	 三つ、支援 ----- 活動場所の確保。行政や関係団体との調整、協力。社会への PR。

	 	 　　　　　　　社会への認知度の拡大など、クラブが活動しやすい環境づくり。

中野区インディアカ協会　規約

2010.04.10

第一章　総則
（名称及び事務所）
第一条　本会は、中野区インディアカ協会と称し、事務局を会長宅に置く。

第二章　目的及び事業
（目的）
第二条　本会は、みんなのスポーツ活動の一環として、インディアカの普及に努め、区民の親睦と健康増進をはかり、
　　　　真に豊かな生活の向上に資することを目的とする。
第三条　本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 　　（１）インディアカの普及及び指導
 　　（２）指導者養成と派遣
 　　（３）各種大会の開催
 　　（４）インディアカ普及のための啓発活動
 　　（５）その他、前条の目的を達成するための事業

第三章　会員
（会員）
第四条　本会の会員は、第二条の目的に賛同し、維持費として別に定める会費を納入し、事業を援助する次のも
　　　　のをもって会員とする。
 　　（１）中野区に在住、在勤するもので構成されたインディアカクラブとその会員
　　　２．会員は、上部団体へ加盟するものとする。

第四章　役員
（役員）
第五条　本会に次の役員を置く。
 　　（１）会長　１名
 　　（２）副会長　１名
 　　（３）理事長　１名
 　　（４）理事　若干名（総務部長、指導部長、都協会理事、等）
 　　（５）監事　２名
　　　２．前項に定めるもののほか、顧問を若干名置くことができる。

第六条　会長は理事会において選出する。会長は本会の業務を総括し、本会を代表するとともに、理事会の議長
　　　　となる。
第七条　副会長は理事会において選出する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行す
　　　　る。
第八条　理事長は理事会において選出する。理事長は会長の命を受け、会務を執行する。
第九条　理事は、加盟各インディアカクラブより若干名推薦し、会長はこれを委嘱する。そのほか、会長は学識
　　　　経験者の中から理事会の推薦によって、理事を委嘱することができる。
第十条　監事は理事会において選出し、会長はこれを委嘱する。監事は財務を監査する。
第十一条　顧問は理事会において選出し、会長はこれを委嘱する。顧問は会長の諮問に応じる。

（役員の任期）
第十二条　本会の役員の任期は２ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。

第五章　会議
第十三条　理事会は、年１回を定例とし、必要に応じ随時開催することができる。いずれも会長がこれを招集し、
　　　　　議決は出席者の過半数をもって決定する。

（専門部）
第十四条　本会の事業を遂行するために、次の専門部を置く。
 　　　（１）総務部（上部団体、本協会員への連絡調整、更新手続き、会計、情報紙の発行、等）
 　　　（２）指導部（審判員のまとめ、研修、指導者の派遣、初心者指導、大会等の主幹、等）

第六章　会計
第十五条　本会の経費は次のもので支弁する。
 　　　（１）会費
 　　　（２）その他の収入
 　　ただし、別に定める規定によって徴収する。

中野区インディアカ協会規約
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（会計年度）
第十六条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。
第十七条　本会の予算は、理事会の承認を得る。
　　　　２．決算は、監事の承認を経て理事会に報告し、承認を得る。

（附則）
 １．この規約の条項は、理事会において３分の２以上の同意を得て変更することができる。
 ２．この規約について必要な細則は、理事会で別に定める。
 ３．この規約は、昭和 58 年 7 月 15 日より施行する。
 ４．この規約は、平成２年 12 月 13 日より施行する。（改正）
 ５．この規約は、平成４年４月 14 日より施行する。（改正）
 ６．この規約は、平成 14 年４月 11 日より施行する。（改正）
 ７．この規約は、平成 21 年４月 11 日より施行する。（改正）
 ７．この規約は、平成 22 年４月 10 日より施行する。（改正）

会費規程

（会費）
第一条　会員は、次に定めるところにより、毎年３月 31 日までに納入する。
  入会金　1,000 円
  更新の年　3,100 円
  それ以外の年　1,000 円

  各インディアカクラブ
    更新対象の会員数× 3,100 円（年額）＋更新対象でない会員数× 1,000 円（年額）

 　ただし、日本協会への登録料 3,000 円（３年分として）を含む。
 　日本協会へ登録しないものは、本協会の会員とはならない。

＊平成 14 年 4 月 11 日（木）改正

会計規程　細則

第一条　日本協会公認審判員については更新に際して本協会に直接手数料を納入する。
　　　２．公認 C 級審判員　2,300 円（３年分）
　　　３．公認 B 級審判員　4,500 円（３年分）
　　　４．公認 A 級審判員　8,000 円（３年分）
第二条　本協会が主催する事業に従事するものに謝礼を支払うことができる。
　　　２．指導者　４時間以内　2,000 円　　４時間以上　4,000 円
　　　３．補助者　４時間以内　1,000 円　　４時間以上　2,000 円
第三条　本協会から普及及び指導のために派遣されたものは、受領した謝礼金の 10％を本協会に収めるものと
　　　　する。

＊平成 8 年 4 月 21 日（日）改正
＊平成 11 年 4 月 10 日（日）改正
＊平成 14 年 4 月 11 日（木）改正
＊平成 21 年 4 月 11 日（日）改正

慶弔金規程

第一条　対象は本協会役員に限りとし、協会名で支出することができる。
第二条　支出先と金額は下記を原則とする。
　　　　（イ）区外インディアカ協会等への祝い金については他の協会と相談のうえ支出する。
　　　　（ロ）協会役員の結婚祝については、祝電とする。
　　　　（ハ）協会役員の死亡については、香料１万円か、生花とする。
＊平成 17 月７月２日（土）制定

■中野区インディアカ協会とは
　中野区インディアカ協会は、東京都でも全国的にも協会としての設立は早く、1983 年（昭和
58 年）７月 15 日に発足しました。
　「赤い羽根１本あれば楽しめる、汗と笑いで心も身体もスッキリするインディアカというスポー
ツ。すこしでも早く、多くの人に教えてあげたい。」（「中野区インディアカ協会 20 年のあゆみ」より）
という熱い気持ちから生まれ、2010 年は創立２８周年を迎えます。
　協会としては必ずしも大きな協会とはいえませんが、創立以来ずっと日本のインディアカの普及・
発展のために積極的に大きく関わり、その功績は近隣の区・市のみならず都協会をはじめとする上
部団体からも称えられるにいたっています。

沿革
　　1983 年（昭和 58 年） ７月 15 日　協会設立。規約成立。
    第 1 回区民大会開催（第 11 中学校体育館）。
　　1984 年（昭和 59 年） 第 2 回区民大会開催（勤労福祉会館体育室）。関東ブロック大会後援。
　　1985 年（昭和 60 年） 婦人会館まつり「スポーツコーナー」運営参加。
　　1986 年（昭和 61 年） 「日曜インディアカ教室」開始
　　1987 年（昭和 62 年） 武蔵村山市体育指導委員会指導。 
　　1988 年（昭和 63 年） 文部省「第 1 回全国スポーツレクリエーション祭」やまなしスポレ 
     ク ’88 にてインディアカのデモンストレーション主管。
　　1989 年（平成元年） NHK「昼のプレゼント」おしゃべりスポーツトークとニュースポー   
   ツ紹介に生出演。
　　1990 年（平成２年） 中野区国際交流協会「国際スポレク中野 ’90」運営。
　　1991 年（平成３年） 東京都インディアカ協会設立に参画。
　　1992 年（平成 4 年） 規約改正で総会制から理事制に。
　　1993 年（平成５年） 「第 47 回全国レクリエーション大会・第 16 回全国インディアカ大会」
    運営参加。
　　1994 年（平成６年） 第 1 回ジャパンフレンドシップインディアカリーグマッチ協力。
　　1995 年（平成７年） 日本インディアカ協会社団法人設立記念式典で「ぺたんこクラブ」   
   が表賞を受ける。
　　1996 年（平成８年） 全国一斉ウォークラリーでインディアカのアトラクション。   
　　1997 年（平成９年） 日本インディアカ協会「国際交流大会」参加。
　　1998 年（平成 10 年） スマイル中野社会復帰センター「作業所スポーツ交流会インディア  
    カ大会」審判。 
　　1999 年（平成 11 年） 審判研修会開始。大分県日田市インディアカクラブと交流試合。
　　2000 年（平成 12 年） NTV「ぶらり途中下車の旅」出演。
　　2001 年（平成 13 年） 東京都インディアカ協会創立 10 周年記念行事参加。
　　2002 年（平成 14 年） 第 20 回記念区民大会開催。東京都協会理事は区協会理事長のあて職 
    とする。
　　2003 年（平成 15 年） 中野区インディアカ協会創立 20 周年。記念誌発行。
　　2004 年（平成 16 年） 第 58 回全国レク IN とっとりインディアカ大会参加。
　　2005 年（平成 17 年） 第 59 回全国レクリエーション大会 in とうきょう第 28 回インディア 
    カ交流大会運営協力。 
　　2006 年（平成 18 年） 全国レクリエーション大会スポレクあおもり参加。 
　　2007 年（平成 19 年） 創立 25 周年
　　2008 年（平成 20 年） 創立 25 周年記念区民インディアカ大会開催（１月５日）。
　　2008 年（平成 20 年） 全国レクリエーション大会 in いわて参加。
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資料編

 　①インディアカ指導法－社会参加訓練の運動療法－ 2001 年 5 月

 　②インディアカ教室企画書

 　　総合型地域スポーツクラブの育成をめざして　平成 15 年度（2003 年度）

 　③中野区インディアカ協会事業計画書　平成 16 年度（2004 年度）

 　④ 2006 年度競技規則改訂にともない整備すること　2006 年 3 月

 　⑤日本におけるインディアカの歴史　2008 年 2 月

 　⑥組織一般論　組織の基本（その１）（その２）

 　⑦理事の役割

 　⑧会議を開く時の注意事項

 　⑨企画と運営チェックリスト

 　⑩事業計画チェックリスト

 　⑪レクリエーションとみんなのスポーツそしてインディアカ

 　⑫健康な日常生活を自らつくるために

 　⑬望ましい指導者像　指導者の役割と資質　

 　⑭インディアカ上達のコツ　子ども向けインディアカ教室

 　⑮子どもだけで参加する家族の方へ

 　⑯ジュニアの指導法

 　⑰初心者インディアカ教室（半日コース）（３回コース）

 　⑱インディアカ実技指導講習会

 　⑲インディアカ指導者講習会

 　⑳区民大会関係　

　　　　　（ポスター、チラシ（申込書付）、大会開催要項、スケジュール表２例、

  　　　　　　　資材調達票、大会運営について（実施要綱）、時程表）

 
 
 

インディアカ指導法 
－ 社会参加訓練の運動療法 － 

 
 

 
 

 
 

　資料編　①　インディアカ指導法－社会参加訓練の運動療法－ 2001 年 5月
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はじめに 
 
 ドイツ（当時の西ドイツ）から日本に「インディアカ」が紹介されて 30年に
なります。この間、国内でも自分の健康と、豊かな生活を求める欲求が高まり、

文化活動やスポーツ活動が盛んになりました。 
 インディアカは「いつでも、だれでも、どこでも」を合い言葉に全国で 80万
人以上の一般の人々が、健康増進やいろんな人との交流を楽しみにインディア

カに親しんでいます。 
 私たちは、インディアカの合い言葉の「だれでも」の枠を少しひろげ、福祉

行政担当者とともに、社会参加を志す精神障害者（知的障害者は除く）の運動

療法のひとつに、インディアカを取り上げて実践してきました。関係者からは、

インディアカを通して地域のサークルに参加する機会ができたこと、地域の

人々とのつながりをつくることができたことは大変貴重であるという評価をい

ただいています。 
 21 世紀のインディアカは、障害をもった人々も含めて、すべての人に親しん
でもらえたらと思います。 
 インディアカ愛好者の人々が、小学生や中学生、そして障害者へと普及の対

象をひろげる機会がありましたら、試行錯誤をしていますが、ここにまとめさ

せていただいた冊子が参考になれば幸いです。 
 
 

2001年 5月 
東京都中野区インディアカ協会 
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Ⅰ．精神障害者について 

 
１．精神障害とは 
 
 精神保健福祉法第５条に、「精神障害者とは、精神分裂病、精神作用物質によ

る急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する

者」とあります。 
 精神病質は、人格障害とも呼ばれ、いくつかの副分類（妄想性、境界性、自

己愛性など）があり、疑い深い、完全を求める、細部について確認し続ける、

頑固、衝動的に行動するなどの傾向が過度にみられるのが特徴です。 
 その他の精神疾患には、気分障害（うつ病、そううつ病）、神経症（不安障害、

パニック発作、強迫性障害、PTSD など）、てんかん、脳気質性精神障害（老人

性痴呆、頭部外傷後遺症）などが含まれ、ひとくちに精神障害といっても、そ

の内容は多岐に亘っているのです。 
 全国に精神障害者は、217 万人。発生病率 1.25％。（平成８年度厚生省障害保

健福祉部調査）ストレスや環境の影響が大きく、いつ、だれがかかるのかわか

らない、だれでも精神障害者になる可能性があるともいわれています。 
 私たちが指導の対象とした人は、知的障害を除いた人たちです。治療をうけ

ているので、外見上は私たちとなんらかわりはありませんし、能力も私たちと

同じです。強いて違いをあげれば、他者とのコミュニケーションがうまくでき

ない、他者と協力しあうことがうまくできない、知らない人の中に入りにくい、

物事に集中できない、というところでしょうか。でもこのような人は私たちの

中にも、たくさんみうけられます。 
 
 
２．精神障害者の置かれている状況 
 
 日本の社会は、長い間、精神障害者を不必要に病院に閉じ込めてきました。

精神医療の遅れ、法律の不備などが原因で、差別や偏見を助長してきました。

彼等の自然な姿に触れることのなかった時代が長く、私たちは、精神障害者を

正しく理解する機会を持てないでいたのです。 
 その後、治療の進歩と共に、精神障害者の人権を守り、社会復帰を促進する、

さらには、彼等の自立と社会活動への参加を援助する方向に、法律が改正され

てきました。そして、必要な医療は、短期の入院、もしくは外来のみで済ませ、

地域社会の中で生活し続けることがあたりまえのことであるという認識も、よ
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うやく世の中に広まりつつあります。 
 しかし、他の障害者と比べて、いまだに、福祉の援助も手薄であり、地域の

受け皿があれば社会で生活できるひとたちが、多数、病院に残っているのも現

実なのです（社会的入院）。 
 こんな状況の中で、精神病院、家庭、職場、地域をつなぐ社会的な受け皿に、

行政の取り組みのほか、市民ボランティアや精神障害者の本人や家族の会が運

営する小規模作業所や共同作業所があります。 
 これらの作業所は、社会参加へのステップとして、また症状が悪化したとき、

入院を防ぐ防波堤として精神障害者支援の大きな力となっています。 
 
 
３．精神障害者に対する取り組み 
 
 私たちは、精神障害者を特別視しない、邪魔者にしない気持ちを広げ、深め

ていくために精神障害者の人達が病気を隠さず、安心して、ありのままに過ご

せる場を少しでも多くつくって行くことが必要です。 
 これについては、現在、民間だけでなく、自治体でも取り組まれています。 
 
 中野区の行政の仕事としては、(1)保健福祉センター及び、３ヶ所の保健福祉

相談所で行っている「相談」と「デイ・ケア」（社会適応訓練）(2)精神障害者社

会復帰センター（授産施設）で行っている「相談」「通所訓練」「自主活動支援」

があります。 
 (1)の「デイ・ケア」（社会適応訓練）では、週１日、センターや相談所に利用

者が集まって、彼等が中心となってプログラムを決めます。内容は、運動、レ

クリエーション、音楽や映画や絵画の鑑賞、料理、手芸、工作、読書など多種

で、保健婦、臨床心理士、グループワーカー、ボランティアなどに支えられな

がら、年間を通して活動しています。家から外に出る、生活のリズムをつくる、

他の人と話をすることなどが自分から出来るようになることが狙いです。 
 「運動」のプログラムの一つに「インディアカ」が入ると、わが協会に指導

が求められることになるのです。 
 (2)の社会復帰センターでは、精神障害者の社会参加を目指して、相談、通所 
訓練、民間作業所支援の三つを福祉職、作業療法士（精神保健福祉士）が行っ

ています。 
 
 社会参加とは、通所する精神障害者が、地域の企業の協力により、その企業

で実習をし、アルバイトから就職に至ることや、地域社会活動に自ら参加する
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ことをいい、これらが生活の中心になることを意味しています。 
 
 通所訓練では、いろいろな作業や、作業以外の活動を通して、社会で必要と

される技能の評価や人間関係のとり方、生活技能等を身につけることを目的と

し、対象者は、回復途上にある精神障害者で通院医療を継続し、社会参加に意

欲をもっている人です。 
 現在の通所者は 20 歳代～50 歳代の男女で 30～40 歳の人が多くいます。 
 作業の内容は、名刺を中心にした印刷、リサイクル品の製作、受注事務処理

などです。 
 作業以外の活動の内容は、コミュニケーションスキル、昼食づくり、運動、

音楽、レクリエーション、宿泊訓練、自主グループ活動などです。 
 これら通所訓練は、通所者の通所目的や形態によって、以下のコースに分か

れます。 
① 基礎体力の向上･生活リズムの確立、自立生活技能を高めることを課題と

する。 
② 作業遂行力、持久力、対人関係術などを高めることを課題とする。 
③ 通所訓練により培った力を生かし、地域活動への参加や企業実習、就職に

チャレンジし、それぞれにあった社会参加を目標とする。 
 作業以外の活動の運動プログラムは、対人技能の習得や、体力、持久力、集

中力の向上が目的です。 
 平成 12 年度の運動種目は、卓球、パドルテニス、気功、体力測定、水泳、エ

アロビクス、バスケットボール、インディアカの８種目でした。 
 インディアカに求められたことは、男女、年齢を問わず、参加しやすいスポ

ーツであること。自分の手で直接打つことから、特別な道具を必要としないこ

と。サービスで受けたインディアカを味方にまわすことが大切なことから、チ

ームプレーを通して対人技能の習得に大きな効果があることです。 
 
 

Ⅱ．運動療法としてのインディアカ 

 
１．インディアカの特性と期待される効果 
 
①インディアカの特性 

・ チームゲームである。 
・ 素手で打ち合う動作は、全身運動であり、心肺機能の運動効果が高い。 
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・ ルールが単純であり、ルールに柔軟性をもたせてもゲームの楽しさを

失うことがない。 
・ 性別、年齢、体力を問わず、すぐにラリーゲームを楽しむことができ

る。 
・ リズミカルな動き、全身のバランス、すばやい反応が、練習やゲーム

を通して養われ、若々しい身体の動きが約束される。 
・ 相手との身体接触がなく、心身にゆとりがあって、安全性が高い。 
・ 屋内、屋外を問わず楽しめ、コートづくりも容易である。 
・ 特別な道具の必要が少ないことから、経費負担が少ない。 

 
②期待される効果 

・他の人とのコミュニケーションや、協力しあうことで対人技能の習得

に役立つ。 
性別、年齢を問わず参加でき、サービスで受けたインディアカを 
味方にまわすことが大切なチームゲームであること。 
 

・集中力を養うことや体力、持久力の向上につながる。 
いつ自分のところに来るか予測がつかないひとつのインディアカ 
を追って打ち合うゲームであること。 
 

・ 地域社会への参加誘導 
インディアカ技術の習得やチームとして継続して楽しみたいとい 
う意欲のある人がクラブをつくったり、地域のクラブに入会したり、 
地域クラブと合同練習をすること。 

 
 
 
２．指導法 
 
 ①指導者の心構え 
    一番大切なことは、一般の人に対するのと全く同じに、特別視しない

ことです。 
    そして、社会参加技術の習得のための運動療法としての取り組み、具

体的には、自分の我は通らないこと、助け合いが必要だということ、勝

つことだけが、人より優位にたつことだけが人生ではないことを理解し、

スポーツをする楽しさを知り、他のスポーツや人生にチャレンジする心
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を養う取り組みであることを忘れてはなりません。 
    具体的なポイントとしては、 
    ・礼儀正しく、大きく元気な声で話をする。 
    ・どんな小さなことでも優れているところをみつけ、少々オーバーで 
     も声を出してほめる。 
    ・参加者一人ひとりに気を配り、講座時間内に対面で全員に声をかけ 
     るよう心掛ける。 
    ・一人ひとり反応が違うので、様子を見ながら意識して一人ひとりに 
     違った働きかけをして行く。 
    ・型にはめてはいけない。しかし、危険な行動に対しては、はっきり 
     と戒める。 
 
 ②指導の目標 
   インディアカゲーム技術の向上を通して、体を動かしながら、大きな声 
  を出す、笑う、汗を流す、他の人とことばを交わす、という時間を参加者 
  全員で共有したと感じさせたり、体を動かすことの楽しさとチームメイト 
  同士お互いが助け助られて得られる喜びを分かちあえるようにもっていく 
  ことです。 
 
 ③準備段階での注意事項 
  ・職員、保健婦等の専門職員、ボランティア、インディアカ指導者など、 
   運営スタッフのコミュニケーションを十分に行い、共通認識をもつこと 
   が大切です。 
    事業目的の確認と到達レベルの確認。 
    スタッフ一人ひとりの紹介と役割分担の確認。 
  ・名札の着用（参加者だけでなくスタッフも着用する）を忘れずに。 
    名前を呼び合うことで喜びを感じる。親近感が増すのに大きな効果が 
    期待できます。 
  ・時程は余裕をもって計画することと、運営スタッフの人数に補充、補助 
   の要員を加えておく。 
    突然やめてしまう。黙って抜けてしまう。「さあ、始めよう」と声を 
    かけても、全員がすぐに揃うことはない。目が届かなかったり、声 
    をかけなかったりすると無視されたと思って参加しなくなる。これ 
    らは普通にあることと心得て準備するとよいでしょう。 
  ・メンバーとの関係がとれている職員やボランティアを運営スタッフに入 
   れる。 
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  ・保健婦（看護婦）を配置する。 
  ・インディアカの概要版（競技規則）と地域クラブを紹介（練習日、場所 
   など）したチラシを用意する。 
    特に地域クラブの紹介は、クラブ入会への足掛かりとなり、地域社会 
    活動への参加を促すことにつながりますから、講習会のおわりに、各 
    クラブの男女構成、年齢構成、そして活動目標、活動内容を伝えると 
    よいでしょう。 
 
 
 ④講義、実技指導での注意事項 
   一番大切なことは、大きく元気な声でのあいさつ、スタッフを含めて運 
  営側の自己紹介、そして、ゆっくり話をすることです。 
 
  ○講義における具体的なポイント 
   ・用意した資料をもとにして、インディアカのルーツ、日本や世界の現 
    状、日本の組織、インディアカの特徴と生理特徴、競技規則を説明す 
    る。 
   ・話の中で、区切りのいいところで必ず休憩を入れる。 
   ・休憩は 15 分から 30 分に１回の割合でとり、休む時間は 5 分とし、２ 
    回に１回は 10 分とする。 
 
  ○実技指導における具体的なポイント 
   ・準備体操はどこを伸ばすのか、何に効果があるのかを解説しながら入 
    念に行う。 
     自宅や作業所での気分転換になり、疲れがとれるだけでなく生活の 
     リズムづくりに役立ててもらうため。 
   ・準備体操は、参加者全員に声を出させて行う。 
     ストレッチで数をかぞえさせる。 
     大きな声を出すとリラックスする。ストレスが解消される、気持ち 
     が前向きになるという効果があり、楽しい雰囲気がつくり出せる。 
   ・休憩のとり方は、プログラムの中で区切りのいい所で 5 分の休憩を入 
    れ、少なくとも 30 分に１回は５分以上の休憩を入れる。 
     [ケガの予防と集中力の限界から、こまめな休憩は有効である。] 
   ・実技指導は模範演技を見せてから、やらせる。 
   ・インディアカの持ち方、相手への渡し方を繰り返し指導して習慣づ 
    ける。 
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     １回や２回の指導では、すぐに羽根をつかんでしまったり、相手チ 
     ームに渡す時にネットの下から投げ入れたり、ネットの上から投げ 
     入れるときも渡す相手を見て渡さないという状況になってしまいま 
     す。 
   ・運動能力や積極性の個人差が大きく、また途中で抜けたり入ってきた 
    りする人がいるので、運動能力がまるでない人や途中で抜ける人など 
    はメンバーと関係がとれている職員にまかせる。 
 
 
 ○基本技術 
  ・パスとサービス、基本フォーメーションと各ポジションの役割、そして 
   ３回で相手コートに返すフォーメーションの基本を指導する。 
  ・ゲームができるところまで早く誘導することが大事で、理論や技術の習 
   得よりも、楽しかった、続けてやりたいという気持ちにさせることに心 
   がける。 
 
 ○パス練習 
  ・ひとりでの投げあげとひとり打ちから始め、対人パスからは運営スタッ 
   フが必ず入る。 
  ・円陣パスは６名以上で行い、６名の中に必ず運営スタッフが入る。 
  ・自分がパスを受ける時、パスを渡す時に声を出させることと、全員で数 
   を数えるようにさせる。 
 
 ○サービス練習 
  ・最初はネットを意識させないで、打つフォームを指導する。 
  ・次に「ネット越しに入れられる位置」からサービスさせて、サービスの 
   位置を徐々にエンドラインに近づけていくよう練習する。 
 
 ○基本フォーメーションと各ポジションの役割 
  ・前列３人、後列３人、の６人で行う。 
  ・前列左は、アタッカー。前列中は、セッター兼アタッカー。 
   前列右は、セッター。後列左・中・右は、レシーバー。 
   ブロックは前列の３人が行える（後列は参加できない） 
 
 ○チーム練習（フォーメーション練習） 
  ・コート内に１名、コート外に控えとして１名、チームの選手として運営 
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   スタッフが入り、ゲームメークをする。 
  ・１チームに１名インディアカ指導者がついてアドバイスをするほかに、 
   選手交替以外のアクシデントに対してのサポート要員として専門職員が 
   １名つくようにする。 
  ・練習では、サービスやパスを受ける人に声を出させ、チームメイト全員 
   でワン、ツー、スリー、と声を出し合うよう習慣づける。 
    ミスが少なくなる、味方同士の身体接触がなくなりケガ防止になる、 
    リズム感が出てパスがつながりチームに一体感が生まれるなどの効果 
    がある。 

　資料編　①　インディアカ指導法－社会参加訓練の運動療法－ 2001 年 5月 　資料編　①　インディアカ指導法－社会参加訓練の運動療法－ 2001 年 5月
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○実技指導のプログラム                所用時間３時間 30 分（休憩時間を含む） 

開講あいさつ  3 分 

スタッフの紹介  3 分 

講  義  30 分 

 

 

準備体操  20 分 

 

パス練習  15 分 

 

 

サービス練習  15 分 

 
 

フォーメーション練習  30 分 

 

 

練習ゲーム  30 分 

 

整理体操  20 分 
 

閉講あいさつ  3 分 

 
 

インディアカの概要 
競技規則の開設 
注意事項 
本日の時程 

インディアカの持ち方注意(見せてからやらせる) 
一人打ち、対人パス、円陣パス、円陣パスでグループ競争 

インディアカのネット越しでの渡し方（見せてからやらせる） 

模範を見せてからやらせる。 
サービス側チームはサービスとブロックだけにし、ラリー
はやらせない。 

15 点１セット、ラリーポイント制 

地域クラブチームの紹介 
講評 

休 

休 

10 分休 

休 
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 ⑤競技規則（ローカル・ルール） 
   集中力と体力の限界、極度の緊張などを緩和させることや、より多く競 
  技者が参加できるように、またラリーが続くゲームを求めて、以下のよう 
  にローカル・ルールを積極的に用いる。 
 
  ○ネットの高さ 
   ・2.0ｍ 
  ○チームの構成 
   ・男女混合  １チーム６名 
  ○競技方法 
   ・18 点３セットマッチ 
   ・ラリーポイント制 
  ○サービス 
   ・サービスのオーバータイムは採用しない。 
   ・競技者は自コート右半分の中にあって、主審に申告した位置からサー 
    ビスすることができる。 
   ・サービスは２回までとする。但し２回目がネットに触れて相手側に入 
    った場合は、もう１回行うことができる。 
   ・サービスはレシーブすること。相手のサービスを直接打ち返すことは 
    できない。 
  ○レフリータイムアウト 
   ・競技者は気分でコートを離れることが多々ある。この場合には、タイ 
    ムアウトを宣告する。 
  ○打球許容部位 
   ・両手打ちは認める。 
  ○ホールディング 
   ・インディアカを明らかにつかんだ状態以外はホールディングと判定し 
    ない。 
  ○タッチネット 
   ・プレーに関係しないタッチネットは、タッチネットと判定しない。 
  ○選手の交替 
   ・ピンチサーバーは、サービスだけを行う競技者のことをいい、選手交 
    代の回数には数えない。 
   ・ピンチサーバーは、同一人が何回でもできる。 
 

　資料編　①　インディアカ指導法－社会参加訓練の運動療法－ 2001 年 5月 　資料編　①　インディアカ指導法－社会参加訓練の運動療法－ 2001 年 5月
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 ⑥大会運営 
  ○大会の目的 
   ・人とのかかわりが苦手なメンバーに自己表現の場および交流の場をつ 
    くり、自主的な活動への意欲を引き出す。 
   ・行事を通して協調性を養い、対人関係技能の向上をめざすとともに、 
    各作業所間の親睦を深める。 
  ○チームづくりについて 
   ・コート内は１チーム６名が限界ですが、選手交代、ピンチサーバーも 
    含めて、なるべく多くの人がゲームに参加できるように工夫する。 
   ・ゲームに参加できない人たちには、応援団を結成してもらい、大会に 
    参加してもらう。 
   ・応援団の存在は、ゲームに出る人たちとの間に連帯感が生まれ、ひと 
    つの集団としてのまとまりができるだけでなく、競技者に元気を与え、 
    会場も華やかになる。 
   ・チームには、運営スタッフが 1 名は常時コート内に競技者として、１ 
    名はコート外でチームメイトの状況を把握しながら、競技者の交替等 
    に応じられるよう、２名以上配置する。 
 
  ○運営スタッフについて 
   ・本部には、競技の責任者と運営の責任者、保健婦（看護婦）のほかに、 
    どこかで気分が悪い人がでたり、会場から出ていってしまう人がでた 
    り、となにかアクシデントが生じた時、即座に対面で対応する必要が 
    あるので、日ごろメンバーと関係がとれている各作業所や事業所の職 
    員やボランティアが各チームから２名以上、会場全体の状況を把握し 
    ながら控えるようにする。 
 
  ○大会の企画 
   ・競技者だけでなく、誰もが楽しめる応援団を結成して応援の練習をす 
    る。 
   ・競技には、ひとりでも多くの人が参加できるように、６人制とし、ピ 
    ンチサーバー制を導入する。 
   ・チャンピオン大会ではなく、インディアカゲームを通して交流をはか 
    ることが目的ならば、成績については、得失セット数で決め、同率の 
    場合はジャンケンで決定する。表彰については、団体は優勝、準優勝 
    を含め、チームプレー賞、応援チーム賞など明日につながるようなネ 
    ーミングの賞とし、個人表彰は、団体表彰から外れたチームを主体に 
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    各チームから平均して出すように心掛け、フェアプレー賞、ハッスル 
    プレー賞、など、元気の糧になるようなネーミングの賞をなるべく多 
    く用意する。 
   ・敵、味方の対立をなくし、さらなる交流を深めてもらうために、前半 
    でチームによる対抗試合を、後半に、各チーム合同チームでの交流試 
    合を計画する。 
 
  ○競技形式 
   ・サイドアウトポイント制は、コートによって試合時間にバラつきが大 
    きく、休憩が長くなるチームがでるため、競技者の集中力がなくなっ 
    てしまうことや、試合時間の予測が難しく進行上問題が大きいので、 
    ラリーポイント制をすすめる。 
 
   ・参加者の体力、気力や、時間内で大会を終了させるため、試合方法の 
    随時変更を考えておく。 
    （参考所要時間） 
      サイドアウトポイント制、15 点３セットマッチ 10 分～25 分 
      ラリーポイント制 15 点３セットマッチ 10 分～15 分 
      ラリーポイント制 18 点３セットマッチ 15 分～20 分 
 
   ・会場内の安全点検と、競技者の精神を集中させるため、試合の開始は 
    毎試合各コート同時スタートとする。 
   ・競技者の集中力を途切らせないようにするため、試合間の休憩は５分 
    とする。 
     但し、対抗試合は、第３試合目からは、15 分とり、ストレッチを行 
    って疲労の回復をはかる。 
   ・１日かかる大会では、昼食時間を設定し、昼食後、準備体操を行って 
    から試合に入る。 
 
 

　資料編　①　インディアカ指導法－社会参加訓練の運動療法－ 2001 年 5月 　資料編　①　インディアカ指導法－社会参加訓練の運動療法－ 2001 年 5月
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○大会プログラム             所要時間５時間 40 分（休憩時間を含む） 
 
開会式   20 分 
 
 
準備体操   15 分 
 
 
チーム練習   10 分 
 
 
模範試合   10 分 
 
対抗試合  1 時間 
 
 
昼 食   １時間 
 
準備体操   10 分 
 
対抗試合   30 分 
 
 
チーム分け（抽選）   10 分 
 
チーム練習   5 分 
 
 
交流試合   １時間 
 
 
整理体操   20 分 
 
閉会式    15 分 
 

開会のことば、あいさつ、優勝トロフィー返還、ス
タッフ紹介、競技説明と注意 

リーグ戦 ４試合 時間で打ち切り 
18 点１セットラリーポイント制 

成績発表、表彰、講評、閉会のことば 

リーグ戦 ２試合 
18 点３セットラリーポイント制 

午前と同じ１試合 

休 

休 

休 

競技説明と注意 

　資料編　①　インディアカ指導法－社会参加訓練の運動療法－ 2001 年 5月 　資料編　②　インディアカ教室企画書　平成 15年度（2003 年度）
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