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参加者募集

わくわくスポーツ交歓会 健康増進講習会

第５回
はだのっ子
駅伝

日　時：2013年2月17日（日）
　　　　午前8時集合　12時終了予定
場　所：秦野市中央運動公園内ランニングコース
対　象：スポーツ活動に関心のある少年少女及び、スポーツ少年団

に所属する小学4年生から6年生

コース
男子コース :中央運動公園ランニングコース全6区間　計8.24km
　　　　　　　（1区間1.3km、但し第1区間は1.4km）
女子コース :中央運動公園ランニングコース全6区間　計5.48km
　　　　　　　（1区間900m、但し第1区間は980m）

チーム構成
1．走者6名、補欠2名（ロードレース出場者）の計8名で
　……チーム編成する
2．男女混合可（コースは男子コースを走る）
3．1団体から複数チームの参加可

申込方法
1月15日〜1月31日までに
下記項目をスポーツ振興財
団に電話かメール及び直接
窓口にて申し込み
　①…チーム名　
　②…参加者氏名
　　…（選手6名、補欠2名）　
　③…代表者氏名・連絡先　
　④…選出付添い者

問い合わせ先：秦野市スポーツ振興財団　0463－84－3376

①卓球交歓会
日　時：3月3日（日）　
　　　　9：00〜 13：00
対　象：初級者程度のレベルの方
定　員：50名
参加費：500円

②テニス交歓会
日　時：3月5日（火）
　　　　9：00〜 13：00
対　象：初・中級者ダブルス
定　員：16ペア
参加費：500円

②高齢者スポーツ講習会
日　時：3月16日（土）
　　　　10：00〜 12：00
対　象：50歳以上の一般
参加費：500円

①スポーツドクター講話
日　時：2月16日（土）　
　　　　9：30〜 12：00
対　象：一般
定　員：50名
参加費：500円



ホームページにて、メールでの教室参加の申込み・抽選結果の発表を見ることができます。

教　室　名 曜日 時　　　間 日　　　程 対象 定員 参加費

歩くエアロビクス初級
月 9：30〜11：00 1/7・28　2/4・25　3/4・11・25

一般 70名

1回
400円
開始1時間
前より
先着受付

木 19：30〜21：00 1/10・17・24・31　2/7・14・21・28　3/7・14・21

弾むエアロビクス初級
月 19：30〜21：00 1/7・28　2/4・25　3/4・11・25

金 9：30〜11：00 1/11・18・25　2/1・8・22　3/1・8・15・22

健 康 体 操 水 13：30〜15：00 1/9・16・23・30　2/6・13・20・27　3/6・13

はじめてエアロビクス 土 9：30〜11：00 2/23　3/2・9・16・23

ホリデーフィットネス 11：30〜13：00 1/14　2/11

当日受付 オープン教室　（電話・メール予約不可、先着順）
総合体育館 ㈶秦野市スポーツ振興財団

☎ 0463-84-3376
申 込
問合せ

スポーツ教室予定

★開催日程等を変更する場合があります。…詳細は、（財）秦野市スポーツ振興財団までお問い合わせください。
★先着順で受け付ける教室と定員を超えた場合、抽選となる教室があります。

オープン教室 　体育館でのオープン
教室は当日受付方式で
す。開始１時間前から

先着順で受け付けし、1回400円です。毎回・毎回の
申し込みですが、皆さんには好評で参加者も年々増え
ています。
　健康体操教室は、誰にでも出来る軽体操の教室、エ
アロビクスは、はじめての方から中級者向けの教室ま
でクラス別に
なっています。
皆さんも一度参
加してみてくだ
さい。男性の方
も大歓迎です！



ブラインドサッカー

グラウンドゴルフ

体力測定

健康マラソン

イベント報告

　県民スポーツ週間（9月29日から10月14日）にちなみ、10月
8日「さわやかウォーク」を開催しました。
　10キロコースは田原ふれあい公園方面をまわるコース、15キ
ロコースは「南はだの村七福神と鶴亀めぐり」の寺社を歩くコー
ス、20キロコースは渋沢丘陵から頭高山・県立戸川公園を歩く
コースを歩きました。
　前日の雨もあがり、秋晴れのもと秦野の歴史や文化に触れなが
らウォーキングを楽しんでいました。

　11月3日（土・祝）、『水キララ豊かな自然明るい笑顔』、『がんばろう日本！負けるな東北！』をテーマに
第33回秦野市市民の日が開催されました。
　中央運動公園・文化会館周辺を中心に、様々な催し物が行われ、陸上競技場では、健康マラソン・ニュー
スポーツ体験、野球場では横浜DeNAベイスターズによる野球教室が行われました。…
　健康マラソンでは、1300人を超える参加があり、盛り上がりを見せました。午後からは、ニュースポー
ツ体験コーナー…にて、ターゲットバードゴルフ・グラウンドゴルフ・ノルディックウォーキング・体力測定・
ブラインドサッカーを行いました。どのコーナーも、たくさんの方が集まり、笑顔が溢れていました。
　野球教室では元ベイスターズ選手の方に教えていただき、迫力のあるバッティングも披露してくれました。

市民の日

さわやかウォーク

グラウンドゴルフ

体力測定

健康マラソン



　9月30日（日）に、ターゲットバードゴルフ大会を開催しました。
　ターゲットバードゴルフは、簡易的なゴルフとして人気も高まりつつあるスポーツ
で、市内においても活動が盛んに行われています。
　参加された方々は皆とても楽しそうに全18ホールをまわっており、緑の芝生の上で
気持ち良くクラブをスイングしていました。
　今大会の優勝者は、18ホールを61で回っています。単純計算すると、1ホール約3.4打となります。ちな
みに、私は1ホール8打くらいでした。なかなか上手くいかないものですね。
　ゴルフよりも簡単に、小さいスペースで楽しむことのできるターゲッ
トバードゴルフ、一度挑戦してみてはいかがでしょうか？

　11月18日（日）に、インディアカ大会を開催しました。
　インディアカは、羽根のついた特殊なボールを手で打
ち合うバレーボールタイプのスポーツです。秦野市の中
でもたくさんのインディアカチームがあり、日々練習を
行っています。今回のインディアカ大会も、秦野市内の
チームだけでなく、大学サークルの参加もあり、年代・
性別を超えた交流が生まれました。普段は関わることの
ない人たちと、スポーツを通して交流を持つことが出来
るので、改めてスポーツの良さを感じることが出来まし
た。
　本部・スポーツ推進委員チームも、
初心者の部に参加しました！オープ
ン参加枠なので順位はつきませんが、
健闘しました！その結果、大会後数
日は筋肉痛で動けなかったです（笑）
やはり、継続的な運動は大切ですね！
　

ターゲットバードゴルフ大会

インディアカ大会

　今大会の優勝者は、18ホールを61で回っています。単純計算すると、1ホール約3.4打となります。ちな



自力整体

こども
スポーツ体験

初心者
テニス教室

こども
体操教室

教室報告

　今回はじめて自力整体教室を開催しました。
　「自力整体」とは、「自然治癒力を高めて体を整える」の略です。誰しもが持って

いる、自身の力で回復する力（自然治癒力）を高め、体質を改善し、
肉体的にも精神的にも健康なか
らだづくりを目指すものです。
　ストレッチやマッサージ、呼
吸法などを行います。
　特別な道具は必要ありませ
ん。自分の体と会話をしながら、
からだと心をほぐしていきまし
た。

　平成24年度の教室募集は、終了しています。
オープン教室に是非参加ください。お待ちして
おります。
　平成25年度の教室は、3月末に発行される
「スポーツライフはだの」に掲載します。
　また、総合体育館内掲示や秦野市スポーツ
振興財団ホームページでも確認できます。
　是非ご活用ください。

　今回のこどもスポーツ
体験は、前半4回をフット
サル、後半4回でテニスを

行いました。
　なかなか学校では出来ないスポーツを中心に
行っています。1時間、思いっきり体を動かして、

笑顔の溢れる教室です。

　個人のレベルに合った指
導や、アドバイスをしてく
れるという細やかさが人

気の教室です。参加者の皆様からも、丁寧に指導し
てくれるので、上
手くなるのが分か
る！という声が寄
せられています。
　たくさんの方の
応募をお待ちして
います。

　毎回抽選の教室にな
るほど人気の、こども
体操教室です。鉄棒・
マット・跳び箱を順番
で行います。
　全8回、子ども達の
成長が感じられる教室
です。

検索秦野市スポーツ振興財団



スポーツ施設紹介
総合体育館

休館日／第3月曜日（祝日は翌日）
〒257–0015  秦野市平沢101-1
☎ 0463–84–3333

主な施設
メインアリーナ、サブアリーナ

第1・2武道場、弓道場
トレーニングルーム

サンライフ鶴巻
休館日／第3月曜日（祝日は翌日）
〒257-0007  秦野市鶴巻1768-1
☎ 0463–78–2330

主な施設
体育室、トレーニングジム

会議室

中央運動公園
休館日／なし

〒257-0015  秦野市平沢148
☎ 0463–82–1324

主な施設
陸上競技場、野球場

テニスコート10面、屋外プール
こども公園

立野緑地庭球場
休館日／なし

〒257-0013  秦野市南が丘1-2-1
電話　0463–82–5023

主な施設
テニスコート3面

おおね公園
休館日／第3月曜日

〒257-0007　秦野市鶴巻940
☎ 0463–77–7888

主な施設
25mプール、トレーニングジム
テニスコート4面、多目的広場

こども公園

中野健康センター
休館日／毎週火曜日

〒257-0005  秦野市上大槻190
☎ 0463–82–7596

主な施設
多目室、トレーニングジム

会議室

皆様の声

　教室終了後、みなさまにアンケートのご協力をいただいています。アンケート

の意見の中に、「教室の回数を増やしてほしい」というご意見が多く寄せられま

した。そこで、来年度に向けて回数の検討をしております。また、新たな教室の

検討もしておりますので、ご期待ください！

　みなさまの貴重なご意見ありがとうございました。

　今後とも、秦野市スポーツ振興財団をよろしくお願い致します。

アンケート

　明けましておめでとうございます。お正月などでついつい食べ過ぎてしまう冬、身体を動かして健康的な

生活を取り戻しましょう！　今年も、秦野市スポーツ振興財団を、よろしくお願い致します。

HPアドレス　http://www.hadano-sports.com/

編　集　後　記



スポーツショップ
テニス・ソフトテニス・バドミントン・

卓球・バレーボールお取り扱いしております
その他スポーツもカタログにてお取り寄せ致します。

良いものを、より安く

秦野店
秦野市尾尻931-7
（秦野駅南口ケヤキビル3F）
TEL：0463-85-1080
FAX：0463-85-1081

小田原店
TEL：0465-21-2055
FAX：0465-21-2088

ラケット
店内全品

30％OFF
20％OFF




