
彩の国ペタンク通信 第２０号                                       ２０１４年 ４月２６日発行 

- 1 - 

 

 

 

201４年を展望する                埼玉県ペタンク協会会長  河部耕喜 

厳しい冬も終わり、花のたよりがあちらこちらから届き、

ボールを持つ手も冷たく感じなくなり、いよいよペタンクの

季節がやって来ましたね。会員の皆さん、練習していますか？

私は、計画的にやっていますよ。 

現在当会は、大小様々ですが、１８団体が各地域で活動し

ています。会員約４００名に満たない弱小団体でありますが、

事業部、審判部、指導部、広報部の組織が連携を図り、力強

く活動してい 

ます。 

加盟団体に於いては、地域に根付いたよりしっかりした組

織に発展させ、会員の皆様のよりよいペタンク環境づくりを心がけて頂きたい。 

県協会も同様に、高年齢化の進む中、ペタンクの普及をより強く進めて行かなくては行けません。多彩な事業

を行っておりますので、皆様の積極的な参加をお待ちしております。ここ数年、ジュニアの育成に力を入れてい

る団体もいくつかあり、有望な子どもたちが育っていますので、今後、大会での活躍が楽しみです。 

子どもたちに負けないよう、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、今年度も「元気で明るく、

仲良く」みんなでペタンクをしましょう。 

特に、今年度は埼玉のどこかが頑張って、日本のタイトルを取ってもらいたい。そう願って止みません。女子

が頑張っているのだから、是非とも男子を頑張ろう。 

 

《平成 25 年度 指導部の活動 ～その成果と課題～》 

平成 25 年度、指導部では下記のように計画し、「ペタンク競技」の地域普及と会員の為の技術アップ指導に精

一杯取り組みました。 

＜平成２５年度事業＞ 

４月 ６日 秩父市講習会（初級者）      10 月１０日 松伏町講習会（シニア） 

４月２０日 埼玉県指導資格者研修会       11 月 ２日 熊谷市三尻中学校講習 

５月１０日 松伏町講習会（シニア対象）     11 月 ６日 埼玉県老人連合講習会 

６月 ７日 松伏町講習会（ペタンク大会）    11 月 ７日 松伏町講習会（シニア） 

７月１１日 熊谷市講習会（初心者）      11 月１１日 さいたま市島小学校講習 

８月１０日 坂戸市講習会（初級者：午前）   11 月１２日 坂戸城山小学校講習（２年） 

８月１０日 埼玉県指導資格者研修会 

９月 ６日 埼玉県指導者研修会（救急救命講習） ■埼玉県選手会の年６回の練習内容の企画 

９月１４日 さいたま市講習会（シニア）      補助指導を行っています。 

９月２８日 城西大学講習会（シニア） 
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以上のように沢山の依頼を頂きました。指導部は皆さんに、いかに楽しんでいただけるかを基本に心掛け、県

内の指導資格保持者に協力をいただき、無事に２５年度の計画を実施することが出来ました。 

今回は特に指導する側のスキルを上げるために、受講者の健康面や事故などの対応に役立てる事が出来ればと、

熱中症対策、救急救命講習、準備運動やストレッチの勉強も取り組みました。 

指導は個々の年齢、レベル、健康状態を把握し、スケジュールを立て、やる気を引き出すことが非常に大切な

ことですが、なかなか大勢の参加する講習会では難しさを感じます。したがって、それを少しでも補うように、

多くの指導員に活動要請をしています。お蔭をもちまして、埼玉県では指導資格者が５８名になりました、この

メンバー全員が年間最低２～３回の指導に従事できるように指導部としては企画運営にも力を入れています。 

＜活動の成果＞ 

活動終了時には講習会に参加して皆さんがどう感じたかをお聞きす

るために、簡単なアンケートを頂いています、２５年度は講習会参加

者が５００名を超える事が出来ました。 

その声の多かった順に、簡単ご紹介をいたします。 

１位、楽しかった！、またペタンクをしたいです。 

２位、先生が優しく、解りやすく教えてくれたのでとてもよかった。 

３位、ゲームで勝ててうれしかった。 

４位、練習方法がわかってよかった。 

５位、簡単だと思っていたのに、以外にむずかしい。でもまたやりたい。   熊谷講習会（写真上） 

上記のように「楽しかった」が一位は、受講者に何より期待していたことです、嬉しいですね。また、３位の

「勝ててうれしい」という事はやはり競争する楽しさが無ければつまらないという事に繋がるのでしょう・・・。

健康を考えて、笑う事が大切な予防医学となる説が大きくなっている現代、ペタンクは、人と会話しながらそし

て楽しいゲームでもあり、体を必要以上に酷使しないスポーツでもあると思います。是非、愛好してほしいと思

います。 

講習会は参加している人たちが参加の度に何か発見でき楽しめるように、内容や練習方法を少しずつ変えて変

化をつけて指導にあたっています。 

松伏町ではペタンクを理解していただけ、今では独自の練習や大会を行うようになりました。 

いつも笑いが絶えない元気なメンバーなので伺うのが楽しみです。 

坂戸市などは参加者が６０名からどんどん多くなり大規模な講習会となっています。受講者は初級クラスから

中級クラスの指導に入るレベルまでになりました。 

選手会は県内各地に練習会場を移動し開催することで参加しやすい体制を整えています。選手個人のスキルア

ップとチーム練習の仕方、作戦のとり方などを重点に行っています。今では、参加している皆さんが、練習内容

を自己のクラブ会員に持ち帰り、一緒に練習に励んでいただけるので、埼玉県会員のレベルアップにもつながっ

ています。 

ジュニア会員も徐々に増え私達の夢を繋いでくれるのではないかと期待しています。皆の希望の星でもあり、

将来世界の舞台に日本代表として立ってほしいと願っています。本年度から選手会の練習日にジュニア練習会も

設けていきます。練習の成果を試す場所として埼玉県協会でも、主催大会にジュニア大会を同時開催し、各団体

の大会にも出来るだけジュニアの大会を開催していただくように要請していただいています。県一丸となって支

援の取り組みをはじめました。 

＜今後の課題＞ 

年間のスケジュールは２６年度も変わらず活動計画がいっぱいです。 

１つ１つの企画に目的をしっかり持ち、喜んでいただけるように笑顔で活動していきたいと思います。付随して

２６年度も指導者の資質向上を図るための講習会・研修会も意欲的に行います。 
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また、ペタンクの環境からいえば、公益社団法人日本ペタンク・ブール協会の合併が進み、日本１本化が実現

しました。新年度から公益社団法人日本ペタンク・ブール連盟（Japan  Petanque Boules Federation）とな

ります、体協やＪＯＣ加盟に大きく前進していきます。日本レベルを向上させ、世界に位置つけられるように一

層の努力が必要とされます。埼玉県でも指導部を中心にもっと世界を研究しペタンクレベル向上を図る事が必要

とされます。準備していかなければなりません。また、その流れの中で忘れてはいけないのが基本理念であるペ

タンクで楽しむこと、健康維持に繋げること、人を大切にすることが重要です。 

心をつなげ皆で育ててきたペタンクで次の世代に向けて夢を語っていこう！！何歳になっても常に青春であ

ることを指導部から発信していきたいと思います。              指導部長：井上まち子 

                                              

              

 

上の2つの図は、指導部から、提供された練習方法の一例です。講習会で学

習したことを会員の皆さん、普段の練習に活かしていますか。講習の内容を、

自分の技量に合わせて応用し、個人練習の方法を考えることは、ペタンクのレ

ベルアップのためには、必要なことです。案外、クラブや仲間が集まると、す

ぐに試合に入って、基礎的な技術の練習をしない人が多いのではないかと思

います。昨秋のフランス人講習会でも、FFPJP フランスペタンク・プロヴァンサ

ル連盟公認指導員（DTN）の Jean-Yves PERONNET（ジャン・イブ・ペロネ）氏と、

同連盟公認指導員のＯｌｉｖｉｅｒ ＡＴＺＥＮＩ（オリビエ・アトゼニ）氏は、「基礎的な技

能の習得はきわめて重要で、さらに、レベルアップするためには、1球1球を投げるとき、如何に投げるか、どう投げるか、

どんな結果を求めて投げるかをよく考え、チームで話し合って 1 分の間に決めて、決めたらしっかりやり遂げる自分を

作れ。そして仲間を信頼しろ。」というようなことを言っていました。 

ペタンク愛好の皆さん、提案です。練習の時に「個人練習をせめて 30 分」必ずやってみませんか。県下で実力を伸

ばしているクラブや協会は、必ずやっていますよ。 

個人練習をしようかなと思った人は、是非、上の２つのパターンを見習ってやってみてください。左がポワンテの練

習方法で、右がティールの練習方法です。図だけでは、やり方が今ひとつわからないときは、県下の指導員に聞いて

ください。58 人もいるのです。きっと優しく教えてくれますよ。チャレンジしてみてください。     （担当：中村） 
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《 副会長の箕輪氏、平成２５年度で勇退 》 

この度、長いこと埼玉県ペタンク連盟のためにご尽力されてきた箕輪光一さんが、一身上の理由で副会長をご勇

退されました。箕輪さんに敬意と感謝の意を込めて、平成２６年度の総会に先だって表彰を行いました。 

前副会長：箕輪 光一氏に勇退に当たって、インタビューを行いました。 

広報部：率直にお尋ねします。引退の理由は何ですか。 

箕輪氏 私が高齢で、転んでしょっちゅう怪我をしています。この前も腕

を骨折して治ったかなと思ったら、また転んで反対の腕を骨折し、さら

にまた転んで腕のギブスで肋骨を折るなど、体力の衰えを強く感じ、具

合が悪くて副会長として何も出来ないのが不甲斐なく、ここで、踏ん

切りを付けてきっぱりとペタンクから手を引いて、自分をゼロから見つ

め直そうと考えて、決意しました。役職を下りてもペタンクの会員とし

て残って欲しいという声もありますが、体に鞭を打たずにここで潔く

ブールを置きます。                                                H25 ねんりん埼玉県予選会で 

広報部：今までにペタンクをやってきて良かったことや、生活の中でプラスになったことは何ですか。 

箕輪氏 私がペタンクを始めたのは、体育指導員だったからです。当時、軽スポーツの研修をして地元に持ち帰り、そ

れを地域に紹介をして、普及活動または組織作りまで協力するというのが職務だったので、三芳町にもペタンクの

組織を作りました。特にペタンクが好きだったとか、自分がしたいからと言う理由ではなかったです。体育指導員に

なったのは、こんな自分でも人のために働けないかと思っていて、引き受けた仕事だから、長く続けていられたの

かも知れません。強いてあげるなら、体に多少ハンデの人たちとも同じテランで一緒に楽しくプレイできたこととか、

小学生から高齢者（特に８０歳以上の人）とも全く同じ土俵で、勝った、負けたと笑いながらできたことが、ペタンク

を推進してきた私にとっては本当に良かったと思います。 

広報部：一番の思い出は何ですか。 

箕輪氏 一番の思い出は、埼玉県ペタンク協会ができたことです。私はペタン

クを地元に普及させ、組織化を図りたいと長い間考えていました。井上勇司

さん、井上まち子さんと出会い、ご夫妻のペタンクに対する情熱に心を惹か

れ、また河部会長のご協力を得て埼玉県のペタンク組織の統一に、共に努力

できたことが一番の思い出です。つまり、「良き指導者との出会い、良き仲間

に恵まれ、一緒になって組織作りに協力ができたこと」これが一番の思い出

であり良かったと思うことです。                      H２４三芳町オープンで 

現在は、日本の組織も統一されましたし、埼玉県では組織が充実し、役員１人１人が責任感を持ち、各部が組織的

にそれぞれの仕事を行って、順調に運営されるようになりました。県レベルのペタンク組織で、これだけ会員が動け

る組織は、そう無いのではないでしょうか。この状況は、会長と理事長の努力を忘れてはいけないことですが、そ

れ以上に各部員さんたちの理解と協力体制が充実してきたからだと私は信じています。さらに、向上してください。 

広報部：最後にペタンク仲間に一言アドバイスを、お願いします。   

箕輪氏 ペタンク仲間に残す言葉は「和」です。和なくして輪はできず。私の持論です。ペタンクの仲間は、時に第一線

を退いた方々が多いはず。是非、指導部で行っているような若年層の普及活動をお願いします 

長い間、ありがとうございました。埼玉県ペタンク連盟のさらなる発展を、期待し、祈っております。 

箕輪光一さんのこれまでのご尽力を考えると本当に感謝に堪えません。お身体を大切にして、いつか、また、ペタン

クでご一緒できることを願いつつ、お別れを惜しみます。ありがとうございました。        （担当：中村） 
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《 第 3 回秩父市長杯 》 

３月３１日（日）、天気予報では雨、午後には激しくなると言う状況の下、久喜

邦康秩父市長の「私が挨拶すると必ず雨が降る・・・」から始まって、決勝戦が

終わった時に晴れ上がり武甲山に大きな虹が架かりました。勝者だけでなく

そこで戦った（残っていた人だけ）仲

間に神様が祝福してくれたようなとっ

ても素敵な気分になりました。  

右の写真に、虹があるのがわかる? 

審判長は、清水紀男氏、審判員は内

田 均氏、富田皓夫氏、飯島一男氏で

した。午前中から雨でしたが、小雨だ

ったので、小雨くらいだったら気にな

らなかったのですが、午後の決勝トーナメントからは、カドラージュ戦を１回行

なうと、ぐちゃぐちゃになったので、場所を変更して行なうようになって、２戦

目以降は、田圃のようなどろんこの中で行ないました。雨が激しくなって、

準々決勝戦を何処でやるか。水溜りが大きくなってビュットは浮かないか。準

決勝戦は何処でなど、結構気を遣う大会だったと思います。その中をしっかりと審判をして頂きました。ありがとうご

ざいました。 

 秩父市長杯の部は、５２チームが参加。芝桜大会の部は、６５チーム

が参加。１１７チームがペタンクをしているグランドは結構壮観でした。１

回２回の市長杯の時より、歓声の上がり方が、静かになったように感じ

ました。レベルの高い試合を楽しんでいるように感じました。寄せた、

入れたの試合ではなく、そう来たらこうするぞとか、ここは不利だか

らそこに置いて、相手を押さえようなど、戦術を考えた試合運びが出

来ている声の様子でした。秩父市長杯が、着々と埼玉の恒例大会に

なりつつあるなと感じました。 

 恒例といえば、昼頃に現れる将器機関車の汽笛による激励！選手も楽しみの一つになりました。 

大会の入賞者は以下の通りでした。 

優勝 片柳Ａ （写真左） 

山名 冨喜、沖 忠男、綾部 栄子 

坂戸同士の決勝戦を制したのは、片柳Ａでした。３人のバランスが良く、お互いの

良さが、上手く機能していました。おめでとうございました。 

 

準優勝 坂戸城山 （写真左下） 

泉 忠明、泉 恵美子、並木 義彦 

並木さんは、２日連続２位でした。すごい精

度の寄せですね。 

３位 大沼Ａ （写真右） 

水戸部 幸次、柳澤 正子、山口 忠治 

秩父代表で大いに３位決定戦がにぎわいました。       （担当；中村） 
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《平成 25 年度 広報部の活動 ～その成果と課題～》 

１  平成 25 年度の広報部の活動 

広報部では、次のような活動を行なってきました。 

①埼玉県ペタンク協会のＨＰの広報部だよりを管理、更新すること。 

②第１３号から１９号まで、彩の国ペタンク通信を７回発行すること。 

彩ペタ通信の発行部数はすべての号で１０００部を印刷しています。それを県協会の各支部に会員数＋数部で配

布しています。また、埼玉県の市町村スポーツ振興課に５部ずつメール便で送り、関東ブロックの都県ペタンク協会

その他に５部ずつメール便で送っています。 

１３号は、４月３０日発行。１４号は、６月１５日発行。１５号は、６月２８日発行。１６号は、９月１日。発行１７号は、１２月２６日発

行。１８号は、１月２６日発行。１９号は、３月２６日発行してきました。２０号は準備まで行ないました。 

２  平成２６年度の広報活動計画 

 平成２６年度は、25 年度と同様に 7 回発行します。２０号から２６号まで７回発行する予定です。部数は 1000 部で、昨

年度と同じ所にメール便で送ります。２０号は、本号です。会長の談話と秩父市長杯と各部の活動報告と今後の課題が

メインの内容で、４月２６日発行しました。 

２１号は、４月下旬、５，６月、日本選手権予選を記事として取り上げ

ます。６月下旬発行予定です。 

２２号は、７月８月と東日本選手権を主な記事として取り上げます。 

９月上旬発行予定です。 

２３号は、ねんりんピックと９月、１０月の記事として取り上げます。 

２４号は、日本選手権と１１月、１２月初旬の記事として取り上げます。 

２５号は、新年の抱負と１２月、１月の記事として取り上げます。 

２６号は、１月から３月の記事として取り上げます。 

 また、ＨＰの広報部たよりを管理し、適宜更新します。 

３  平各支部連盟の会長・理事長・事務局様に広報部からのお願い  H25 年度 広報部員（大山、雨宮は欠席） 

 現在、広報部員は、部長の中村 孝（熊谷市）、副部長の泉 忠明（坂戸市）、会計の泉 恵美子、部員として、

綾部栄子、塩田邦彦（坂戸市）、大山綱秀、大久保 進（秩父市）雨宮則雄（三郷市）、森 信介（熊谷市）と顧問

の井上勇司理事長（深谷市）で校正していますが、広報部員を各支部やクラブで、必ず一人、広報員を決めてく

ださい。各クラブ・支部の役職にかかわらず、広報活動に協力して頂いたり、取材をして頂いたりしますので、

第 1回の理事会までに決めておいてください。その前に、各支部連盟の各会長に電話連絡をするかもしれません。 

                                        （担当：中村） 

《審判部 競技規則の解説・事例研究 ～問題 1 とその解答～》   

問題１ 

予選１回戦の試合で自分の持ちボール以外のボールを投げてしまった。そして審判員が呼ばれました。その時

審判員のあなたはどの様に対処いたしますか。 

答：投げた選手に警告を与え、投げたボールは有効であり計測が必要な場合は計測後、直ちに自分のボールと置

き換える。ただし、同一の試合で同じ過ちをした場合は第３４条第２号を適用して無効とする。 

補足：第１回戦で上記の過ちをして、第２回戦あるいはそれ以降の試合に同じ過ちを犯しても２回目としてみな

い。同一試合のみに適用する。                        （県審判部長：栁澤直利） 

 お詫び：前号 19 号の「平成２５年度 FJPB 公認関東ブロックＢ級・Ｃ級暫定審判資格者およびＢ・Ｃ級審判員新規検定

受講者の検定講習会開催」の記事の中で、審判部長の柳澤直利氏の名を柳澤利明氏と記載してしまいました。お詫び

して訂正致します。                                    （担当：中村）  


