スボーツ&レジヤーで彩る秦野・ひと・まち・みらいをつなぐ情報紙

今号の主な記事
◆スポーツイベント紹介
◆イベント開催報告
◆キラリ輝くはだのっ子・スポーツシニア
◆生涯スポーツコラム
◆加盟団体紹介
◆スポーツ教室の開催予定
◆はだのスポーツ掲示板
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少年少女スケート教室

初心者大歓迎!!
レベルに合わせて指導します!!

お友達と緒に氷上を気持ちよく滑りませんか
日時

平成30年12月26日(水)荒天時は27日(木)に順延
【集合】フ:30 【解散】 17:30 (予定)
※集合・解散場所はカルチャーパーク総合体育館

象員

対 定

会場

富士急ハイランド園内スケートリンク

胤

秦野市内在住または在学小学4年 6年生
80名

参加費

6,500円(滑走料、貸し靴代、昼食代、傷害保険料、消費税込)

講師

神奈川県スケート逕盟所属指導員 10名

受付

Ⅱ月20日(火) 8:30 定員まで先着順受付
秦野市スポーツ協会へ電話(合0463‑84‑3376)
またはカルチャーハーク総合体育館で南接受付
※受付時にお子様の名前、学年、性別、保護者氏名、住所、緊急連絡

先電話番号、スケート経験、食品アレルギーの有無をお尋ねします
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はだのっ子駅

会

日

距対

時場 離象

一秒でも早く、チームの裡をゴールへ繋ごう

所属団体問わず!!
チームは学校のお友達同士でもOK"
平成31年2月17日旧) 8:30

13:30

カルチャーパーク陸上競技ナ昜及びランニングコース

・第1走者 第5走者(13km)・第6走者a.7km)・ロードの部(13km)
スポーツ活動に関心のある少年少女

員賛

定協

.

秦野市内在住または在学小学4年 6年生
参加費無料

25チーム

中栄信用金庫、住知不家、

J:COM秦野・伊勢原局、JAはだの野菜ソムリエ倶楽部
編成

チーム編成は、走者6名、補欠2名の計侶名以内のチームとする

補欠者は、ロードレースの部へⅡ,1場します男女混合チームも可ですが、男
fの部へ出場登録されます(6 8人揃えぱどんなチームでも構いません)
付

12月5日(水) 8:30 定員まで先着順受付

秦野市スホーツ協会へ電話(丑0463 84 3376)
※要項は秦野市スポーツ協会ホームページ(VVVVVV.hadano・sports.com)からダウ
ンロードしてください。

アスキー',
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日会対

時場象

毎年人気のスキー教室です!
お申し込みはお早めに!!

送迎付き日帰りシーアスキー教室!初心者ても楽しめます!
平成31年1月19日(土)及び20日旧)
スノータウン・イエティスキー場

小学3年生 中学3年生付添いの大人も参加可

員用

定費

初心者から上級者まで班ごとにスキー教虫を開催します

各日とも如名
小学生9,000円中学二生9,500円般10,000円
※費用にはレンタルスキー代は含まれています。
ウェアは各自ご用意ください。

受付

12月1日(上) 定呉まで
※秦野市スキー協会ホームページに申込書あり。

問合先

入が●要で写.岐業代金写七許しくはお問い合わせください.
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秦野市スキー協会事務局
川崎まで(含0463‑81‑0469)
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本紙はスポーツ振興くじ助成を受けて発行しています。

Free paper ご自由にお持ち帰りください

第Z回秦野車い宙手星參ン三呈戸ミリク丞太会開催扱告
カルチャーハーク庭球場で10月7日(日)に、秦野車いすテニス・ニューミックス大会を秦野ガス株式会社よりご協賛いただき開催しました。
本大会は、ブロック別に車いす者と健常著が毎試合ぺアを入れ替え、試合を通して競い合い、相互の理解、交流を深めました。試合中はパートナーと
コミュニケーションを取り、ポイントが決まるとハイタッチをして喜びを分かち合いました。試合後は対戦相手、パートナーと握手をして互いの健闘を
称えました。なお、参加賞は、株式会社不二家、トム・インドアテニス秦野校、秦野市観光協会よりご提供いただきました。
来年度も10月第1日曜日の開催を計画しております。
【ニューミックス大会の基本ルール】
この機会に是非、ご参加、ご観戦ください。お待ちしております。

硬式テニスのルールと同じですが、車いす利用選手は、ツーバウンドで返球
することが可能です。(健常者はツーバウンド返球不可)また、健常者によるサー

勝望月賢(車いす者)花木道夫(健常者)
・準優勝清水偏正(車いす者)山下勲(健常者)
位古庄聖司車いす者)六浦満夫(健常者)
ベストパートナー賞鶴川秀代(車いす者)山本洋(健常者)
特別賞井上眞由美(健常者)

結果・優

ビスライン及びその延長線より前側でのボレー、スマッシュは「ファウルショッ
ト」とし、失点となります。
本大会は、グループ内でパートナーチェンジ方式により試合が行われ、車い
す者、健常者それぞれ個人成績により1慎位を決定しました。
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体力測定会開催報告
「体育の日」10月8日(阿・祝)にカルチャーパーク総合体育館で自身の体力や、日頃の運
動の成果を知り、健康の保持増進に役立てることを目的とした体力測定会」を開催しました
当日は子どもから高齢者まで95名が参加し、自身の体カレベルを測定しました。
親子で参加された方たちが多く、子どもの前で汗をかき頑張るお父さんの姿は印象的でした
体力測定会は、来年度も10月「体育の日」に実施を予定しておりますので、自分の体と向
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き合うきっかけに参加してみませんか?

,羊細については、秦野市スポーツ協会事務局へお問い合わせください。
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10月20日(士)にカルチャーパーク総合体育館で「はだのパラスポーツフェスティバル」が開催され、参加者数は346名で
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会場では、車いすバスケットボール、ブラインドサッカー、フロアホッケー、サウンドテーブルテニスなどの*パラスポーツ

種目があり、どの種目も大盛況でした。子ども達も普段ではあまり体験することのないパラスポーツに初めて触れ、ルールや

パラスポーツ写真・用具資料展示

驫i

車いす等の操作に苦戦しながらも何度もチャレンジしました。
参加された皆さん、「とても貴重な体験ができました。」と満足気に帰られてぃきました。
文化会館では、パラリンピック競泳選手の成田真由美さん(パラリンピック5大会出場、金15個、銀3個、銅2個の計20個
のメダルを獲得)による基調講演「自分の可能性を求めて」が開催され、 423名の方にご参加いただきました。

講演中には、成田さんが獲得された金メダルに触れる機会があり、参加された方からは「話もお上手で面白く、パラスポー
ツをより身近に感じることができました。また、メダルをじかに触ることで重さや質感などを感じることができ、いい思い出
になりましたとの戸をいただき、とても好恬平でした

ロコ
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÷パラスポーツとは、広く障がい者スポーツを表す言葉です。

基調講演(成田真由美氏
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サウンドテーブルテニス

フラインクティスク

秦野のスホーツ情報をいち早くお届けします!
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フラインドサッカー

心
いいね!

ht如S://W削.facebook.com/hadano.sports/
Facebookをご罰」用の方は、秦野市スポーツ協会のぺージ
を検索し「いいね U をクリックしてご登録ください。

えがお輝くはだのスポーツシニア!

キラリ輝くはだのっ子!

果てしなきマスターズへの挑戦

フロアホッケー:湘南シーガル
をスティックでパスをしながら相手ゴールへ入れて、得点を競い

今回「えがお輝くスポーツシニア」にご紹介させて頂くのは、笑顔がもっともお似合
いの名島ルイさんです名島さんは、1942年(昭和17年)新潟県でお生まれになり、幼

合う室内スポーツです。まだ、あまり知られていませんが、スペ

少の頃から近くの河原で水遊びをする活発な女の子で、小学生になると比較的川の流

シャルオリンビックスから生まれたユニバーサル競技です

れが緩やかな場所で泳いでいたようですこれが、水泳の原体験なのかも知れません。

フロアホッケーは、体育館の床の上を布製のやわらかいパック

小学生から年配の方まで性別や年齢、障がいの有無にかかわら

時も流れ子どもたちも結婚を機に親兀から独立し、気が付けぱ50歳を過ぎ、何か健
康のためにと水泳を始めたのがきっかけとなり、とあるプールで泳いでいる時に、思

ず、誰もが楽しめるスポーツです

いもよらない名指導者と巡り合いましたその後、指導を受け日本マスターズへの出
場を後押しされ、本格的に56歳の時からマスターズの大会に出場するようになり、気

湘南シーガルの活動では、次のこ
とを大切にし、目標としています。
1.お互いの違いを認め合うこと

がつけばジャハンマスターズ(年1回開催)への出場は、今年で14回目となりました。

2.一人ひとり、誰もが大切な存

60歳の時、日本マスターズに出場した際、10omバタフライ、 20om個人メドレーで

3.お互いに助け合うこと
これらのことは、練習の中で白然
に培われ、体力や技術の向上と共に

優勝し、75歳の時に出場した湘南マスターズ(平塚)10om個人メドレー、25m自由形、
10om平泳ぎと全て優勝を成し遂げられました特に圧巻なのは、10om個人メドレー
での優勝て、18年ぶりの大会新'録を樹立しました
まさにえがお輝くスポーツシニア」にふさわしい人物と雨えましょう。今後の目

チームプレーの中で様々な良い結果

標はと聞いてみたところ、2021年世界マスターズ福岡大会が開催されるので、参加し

となって表れます

たい気持ちもあるが、今は泳ぎそのものを見直しするため(特に基木的な泳法)スイ
ミングコーチから指導を受けておりますとのこと。
今年7月に行われたアジアマスターズ愛知大会では、20om

在であることに気付くこと

フロアホッケーは、難しそうに見えますか、初心者てもパスや
シュートの基本的な練習をした後、すぐにチームの中に入って

ゲームをすることができます楽しくて夢中になり、アッという
問に、3分(1ゲーム)が過ぎてしまいます反則のルールなど
も丁寧に指導しています是非、体験してみてください。
毎月第2士曜日の午後1時 乍後3時に西小学校体育館で練習
をしています。

個人メドレーで4位と入賞することができました。

今では、スイミングクラブに週3回ほど通い、一日に20oom
近くを泳ぎ込む超スーパーシニアである。
最後に、名島さんが、水泳を生涯スポーツとして、取り組ま
れ、健康にご留意されご活躍されることを期待しております

秦野市水泳協会事務局黒澤聡含0463‑83‑2136

連絡先湘南シーガル玉川澄江丑0463‑83‑1343

生涯スボーツコラム(スポーツ科学の基礎を学ぼう)
信頼てきる健康情報の見分け方と作られ方:疫学の貢献
東海大学体育学部生涯スポーツ学科助教松下宗洋
あれ力える健康情報才王石昆甫

供してくれるからですこの科学的根拠(イ目頼できる健康情報)をつ

テレビをつけれぱ健康番組を見ない日はなく、インターネットで健康
情報をすぐ入手できます健康情報は玉石混渚であり、信頼できる情報
(玉)と信頼できない情報(石)が混ざっていることをよく耳にしますね。
しかし、入手した健康情報が佶頼できるものか見分ける方法はあまり教
えてくれませんそこで本稿では、入手した健康情報の伝頼度を判断す
る方法をご紹介します

くるのが疫学の役割です。
疫学研究ネ地味な研究
では実際に疫学研究ではどのようなことをしているのでしょうか?か

らだを動かすことで生活習慣病を予防できるか検証する場合をぎえてみ
ます疫学研究では、まず健康な人の参加者を募集しますその参加人

数は、大体数千人から大規模なものでなんと約14万人①というものも
あります次に、この研究参加者の力々に歩数測定等を行い、よく運動す
るグループと運動不足グループに分けますグループ分けの後は数年問
じっと待ち、各グループから何人が生活習慣病となったか数えて比較し
ます簡潔に言えば疫学研究では、多くの人に参加して頂き、病気になっ
てしまった方を数えるという研究をします。マウスを使った最先端の研

信頼きる健康情報ネかちもな、て見分ιる

健康情報のイロ頼度を判断するキーワードに"かちもない"があり、こ
れは健康恬報のイロ頼度を判断するための5つのチェックポイントの頭文
字ですすなわち、D書いた人はだれか(信頼できる人が書いているか)、
2)違う情報と比べたか(他の情報にも同じようなことが書いてあるか)、
3)兀ネタはなにか(引用文献や根拠となるデータが書いてあるか)、 4)
なんのために書かれたか(書かれた目的が商売でないか)、5)いつの情
報か(情報が古くないか)を指します。これらの5つのことを確認でき
なけれぱ、その健康情報は「価値もない」と覚えましょう。

究と比べると、疫学研究は地味な印象をも0て頂けたかと思います。
゜ラステンは疫学研究の結晶

厚生労働省から、健康寿命を延ばすために「今よりも10分多くから
だを動かしましょう!(+ 10:プラステン)」というメッセージが発信
されていますこのメッセージは、先ほど紹介したような疫学研究の論
文が約250本集まって出来た成果ですこのように「00は健康に良いj
というのには、疫学研究の地味で地道な成果が必要だということを少し

信頼できる健康情報の作られ方

信頼できる健康情報の見分け方を紹介しましたが、信頼できる健康情
報はどのように作られているかご存知でしょうか?佶頼できる健康情報
を支える研究分野に疫学があります。実にこの疫学は私の専門ですので、
この機会に疫学を紹介させて下さい。
疫学という'菜を初めて聞いたかもしれませんが、みなさんの健康を
陰で支えています例えば、通院のとき、お医者さんから経験や勘だけ
に頼った診療を受けたら不安になりますよね?あなたが安心してお医者
さんに通えるのは、そのお阪者さんが「科学的根拠に基づく医療」を提
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でもご理解頂けれぱ幸いです。
このコラムでは、健康情報の見分け方作られ方について紹介しまし

た信頼できる健康情報を活用してくださいその際にほんの少しでも、
疫学の存在を思い出して頂けれぱ嫡しいです。

参考健康を決める力"ヘルスリテラシーを身につける"
http: WWW.hea此hliteracy.jp/

健康とスポーツ科学の基礎を踏まえ、高い人問関係能力を持った指導者を育てる

Weknow

東海大学体育学部生涯スポーツ学科

What札lnis !

岬^^

スポーツは育てることができる。
秦野市スポーツ協会はスホーツ振興くじ助成を受けています。
スポーツくじaoto・BIG)の収益は、日太のスポツを青てるために使われています。

゛

あらゆる世代、 対象者がスポーツを楽しいと感じられるよう、実践を
ための専
・技術を身につけます。

じて学ぶ事に点をき、人々の生涯スポーツを促す

バケットボル女日本リーグ(WJ L)公式戦

2月2日(土)・ 3日(日
一
、

会

'

第

膚

対戦:富士通RW VS 山梨QB (クィーンビーズ)
Z)、
ユX
場・:秦野市カルチャーパーク総合体育館
日程:平成31年2月2日(士) 8:00 チーム練習

Oy

0

0

日本トップレベルの試合を身近で観戦しませんか?

己

富士通レッドゥエーブ U1印劫が秦野でホームゲームを開催します。

営

、

゛

唱

゛

゛

工IAM

︑

13:00 開場、チーム練習
、〔U凡、1

14:00 試合開始

r

ノノ

平成31年2月3日(田 8:00 チーム練習

1

§ι1●゛
暗

2018‑2q l

、

三゜̲ズン
シーズン 1

ノ

13:00 開場、チーム練習

1 、
、^

14:00 試合開始
応多コ
その他:平成31年2月1日(金) 17:00 富士通RWによる
,
.
Redwave
小学生クリニック(予定)
平成31年2見2日(士) 10:30 ミニバス選抜選手試合(予定)
チケット:■フロアー SS席
当日:5,000円(前売:4,500円)豊フロアー S席
当日:4,500円(前売 4,000円)
■スタンド席[一般]当日:2,500円(前売:2,000円)■スタンド席[小中高]当日:1,000円(前売 1,000円)
<取扱い>●チケットぴあ(0570) 02‑9999 ●口ーソンチケット(0570) 000‑フフ7 ●イープラス http://eplus.jp/
備考:チケットのお問い合わせ先は、般社団法人神奈川県バスケットボール協会(045‑534‑6135)ヘ
/J

[互yと,.'j(エ
.

^7K^'

駐員募集

今号ては、スホーツ少年団について取り上げてみました。
何かスホーツを始めたい」、「これから子どもに運動を始めさせたい」とお考
えの皆さん!スポーツ少年団でスポーツを始めてみませんか?

皆さんの身近で活動しているスポーツ少年団について、 Q&A形式でご紹介し

若葉は伸びる少年を、
五輪はスポーツと連帯を
象徴しています。

スボーツ沙、年団
マーク

'■^

《活動内容》

0主となるスポーツ活動
(バレーボール、バスケットボール、サッカー、野球等)

ます。

@野外活動・レクレーション活動

スポーツ少年団とは?

(キャンプ・ハイキング・オリエンテーリング等)

日本スポーツ少年団は、 19能年印召和37午) 6月23日に誕生しました。
東京で第18回オリンピック競技大会が開かれる2年前のことです。

創設時の願いは「一人でも多くの青少年にスホーツの喜びを!」、「スホーツ
を通して吉少年のこころとからだを育てる組織を地域社会の中に!という
ものでした

@文化・学習活動
(絵を描く・文章を書く・合唱等)

0社会活動

当時の団体は22団、総団貝数は753人と小さな組織でしたが、2017年度(平
成29年度)では、団数約3万2千団、総団員数約69万4千人という日本
で最大の青少年スホーツ団体に成長しています。

仕也域の清掃活動・交通安全活動・奉仕活動等)

@体カテスト
絢分の運動能力・体力の確認等)

口秦野市にあるスポーツ少年団はどうなっているの?

番号

団長

連絡先

田中聡

フフーフフ75

リトルジャイアンツ

飯塚雄三

88‑0011

秦野カイザー

大森才次郎

81‑5815

秦野北J・ V ・ C

内藤早美

75‑1111

秦野ぺッカース

小林敏夫

75‑3517

秦野スカイホークス

安部義昭

78‑2743

秦野東

上原富士夫

82‑0845

秦野乗馬

高橋節春

88‑1504

コメッツ

越路孝弥

81‑1838

10 渋沢

吉澤宏次

83‑1368

11 湘南ドリーム

大西

78‑0220

12 秦野丹沢

山村春人

4
5
6
7
9

スポーツ少年団は、子ども達が自由時間に、地域社会でスポーツ活動を行い、
文化、学習活動や社会活動など、幅広い活動を行っている団体です。
スポーツをとおして、健康なこころとからだを養いルールを守り、他人に迷
惑をかけない人問になり、スポーツによって自分の力を伸ぱす努力をし、ス
ポーツの喜びを学び、友情と協力を大切にし、スポーツをとおして、世界中
の友達と力を合わせ、平和な世界をめざして各種の活動を行っています。

8

他のスボーツ団体と何が違うの?

団体名

1 秦野本町
3

動会を開催しています

秦野市スポーツ少年団では、団員を募集しています。
お問い合わせは、各団体団長まで

2

楽野市スポーツ少年団は、1968年(昭和心年)の春に体育指導委員、小学
校の教員、体育恊会の役員が中心となり、団活動がスタートしました。
現在(平成30年度)は、単位団としては12団体で、単種目を中心に野
球5団体、バレーポール4団体、乗馬1団体、少林寺拳法1団体及び複合
種目を中心に野球、バレーボール、バスケットポール、サッカーの4種目を
抱える 1団体となっており、平成30年度の団員数は男子214名、女子97名、
合計311名、指導者 102名となっています
また、単位団の活動とは別に、毎年10月に全12団の団員、指導者、育成
母集団(親や住民)の皆様が集まり、秦野市スポーツ少年団大会の名称で運

、^

ノ子

080‑1156‑3687

兀ヲ033('ヴンマルヴンヴンノ運動ノ
1日30分、週3回、 3ケ月、継銃して

スポーツを行い、くらしの一部とUて習化する取組です。

・新だにスボーツを始めなくても大丈夫!・普段の動作をテキパキと!

まずは「日常生活の運動化」から始めてみ蒜せんか?
◎窓拭き、床拭きは大きくサッサと!
◎買い物や駅まで歩きはキビキピと!
^

安7

牝、キビ,

切◇

『キピキピ・サッサで、あなだのカラダが

ぐ、

冒

.

ヨミガエル・ミチガエル・ワカガエル』
お問い合わせ先神奈川県スポーツ局スポーツ課
スポーツ少年団運動会風景

神奈川県立体育センタースポーツ推進班

皐045‑285'0796
Te0466‑81‑2803

3033運動 IQ

中

ま市スボーツ会【団転】
・冬競技団休からいたたいた紹介記事を掲枝しています。

2020年束京オリンピック正式種目採用により、この楽野市から米来のオリンピック選手の輩出を日標に
2017年4月に秦野市空手協会から条野市空手道連盟へと改称しました。
・秦野市空手道連盟
以前は、指ln者の先生方が道場を構え練習生を受け入れる形が主流でしたが、11寺代の流れととともに、公
共施成へその練習場所が移っていきました案野市空手迫連盟加人団体の多くは、カルチャーハーク総合体育鮮卜西公民鯨・
はだのこども館・渋沢公民館・サンライフ鶴巻・大根中学校で行っております公共施成のメリットとして居住地の近くて
練習が行われているので比較的通いやすく、見学・体験も道場の門Pをたたくよりもより始めやすくなりました

競技としても、井ながらの稽古というよりは最先端のスポーツ・身体理論に基づくトレーニングが主流となり、きつい・
苦しいというよりは楽しく取り細めるようになってきました。

オリンビック種Uとなり少々スポーツ競技性の高いものとなってきましたが、武近本来の礼節は今も重要な要素となって
いて、学校でのあいさつや、将来の人格形成の一端を扣うのは昔と変わりがありません。

最近では、お子さんたちだけでなく、一緒に始められる親御さんも多くなっています。オリンピック種目は数々あります
が新たに正式に採用された空手を始めてみませんか愆欲のある方お待ちしています

連絡先:秦野市空手道連盟事務局戸塚(電話070‑1368‑0621)
秦野市テニス協会は、1971年に諸先輩方のご尽力により創立し、現在47午目

・秦野市テ

ス協会

を迎え、登録者は230余名になっています。
当協会は、従来から行ってきた春から秋にかけての各種大会の開催、県・大会へ
の積極的な央加に加え、般の人を対象とした曹及活動として、「初心者テニス教室」、「市民の日テニス教室を行っています
また、数年前から、テニスの仲側づくりを支援するための「テニスを楽しむ会」、日頃の練習の成果を発抓する小中学生対
象の「ジュニア大会」、平日にテニスを楽しむ方々の親睦と腕試しを兼ねた「平日ダブルス大会、屯いす者と健常者がパート
ナーを組み、相互の理解を深め、技術力の向上を目指す「車いすテニス・ニューミックス大公を加え、,隹もが参加し易い環
境を広げてきました

更に、昨年度はチャリティーテニス大会」を新たに企画し、参加費の一部をコートの維持竺理(スマッシュ基金)に寄付
する取り組みも始めました。

初めての方、昔やっていた方、健康ストレス解消に、ラケットを掲ってみませんか?皆様のご参加をお待ちしております
協会の行班などの恬報は、ホームページで紹介していますので、ご覧ください
連絡先:秦野市テニス協会事務局 had3no̲ta@yahoo.CO.jP 秦野市テニス協会ホームページ httPゾ/hadano・tennis.com/
2019年ラグビーワールドカップが神奈川県を中心に開催される汎になり、神奈川リι1勾名地で機運醸成水業

し協会

が開催され盛り上がりをみせています条野市でも9打8日(士)に元日本代衣の吉田敦人さんを,."師に迎
えて、秦野市主催・かながわアスリートネットワークのご協力により「小学生ラグ

ヒー教室をおおね公園多目的広場で開催致しました当日は約60名の子ども達が染まり、おおね公園の人工芝グランドでラ
グビーを楽しむことが出来ました我々、条野・市ラグビーフットポール協会も微ノJながらご協力させて頂き、子ども達にラグビー
の楽しさを伝えられたかと思います今後も条野市のご協刀を得て、ラグビーにふれあう機会を作っていく予定です。
条野市ラグビーフットボール協会は現在約100名の人員で構成され、園児から中学生で構成された秦野・ラグビースクールを「1・,

心に活動しています過去にはU21の日本代表選ヂも粘出した女立40周年を迎える伝統ある組織です
神奈川県ラグビー協会に属し、迎常の練習は東海大学体育会ラグビー部のご協力のもと、湘南キャンハ
ス内のラグビー場を主に、毎週H曜日の午前中に行っております。一度覗いてみたいという方は下記ま

鵬叙L・ー、
鉢V

"^

、'電¥

でご述絡お願い致しますまた、コーチを中心とした社会人チームも合わせてメンバー募染中ですので、
市内のラグビー経験者の方もお立ち寄り下さい

連絡先:秦野ラグビースクールHp h廿Pゾ/rugby・hadano.com/

゛、

生ラクビー

典,で
、、

秦野市馬術協会は昭和50年に発足し、以来43年の歴史を歩んできて

・秦野

おります
主な活動は、恊会主催による運動会・カドリール大会を年2回、'師

を招醐しての講習会等を不定期ではありますが開催しております本協会では現在41名の会貝が所属し、神奈川県
馬術大会をはじめ、袖奈川県民大会、神奈川ホースショー、ホースフェスティバル血津久井等多くの大会に出場し、
日頃の活動の成果を発揮しております

また、1998年には神奈川県で開催された第53回国民体育大会「かながわゆめ国体」において、協会員の中から
選手を派造し、青年男子総合競技で見事優勝を果たしました
他にも、協会Rが長年にわたり楽野市乗馬スポーツ少年団の指導に携わっていく事で、子ども達が動物と触れ合う
機会のお手仏いをし、心身共に成長する予助けを微力ながらhつて参りました。乗馬の普及にも深く携わって今Hに
至ります

今後も事業内容を充実させ、秦野市馬術協会の更なる発展と青少年の健全育成、乗馬の普及のために会員一同頑張っ
て参りたいと考えております連絡先:秦野市馬術協会事務局小泉(電話816621(秦野国際乗馬クラブ))
スポーツ協会の加盟団体を加盟順でご紹介いたします。次号は、ゲートボール協会、ゴルフ協会、スホーツチャンバラ協会、ターゲットバードゴルフ協会を予定しております
、,゛

"ニ〆
うるおいと喜びを。
httPゾ/、NVVVV.jbinc.00.jp

ジャ＼ビバレ、シは、北海道から沖縄まで全国各地に事業所をもつ
自販売機オペレーターとして、うるおいと喜びをお届けしています。

スボーツ協会が主催する教室予定 Schoo//nformaガ0n
秦野市スポーツ協会ホームページ(WWW.hadano、sports.com)にも予定を掲載しています。

当日受付型スボーツ教室のご案内 a回'"..
当日受付型スポーツ教室では、都合の良い日、時間に身体を動かしたい
高校生以上の方であれば、どなたでも気軽にご参加いただける多様なプロ
グラムを用意して、皆様の参加をお待ちしています。初めての方でも、気
軽に参加が出来るプログラム内容になっているのが特徴で、身体を動かし
たいとお思いの方は、ぜひ総合体育館へ足をお運びください。
人曜日 13 30

タイ式ヨガ

エアロヒクス初級(夜)

14 50

木曜日 9 30 20 50

土曜日

9 30

10

エアロヒクス強度
50

エアロビクスに簡単なポクシン
グの動きを取り入れた、ストレ
ス発散には最適な有酸素運動教

夜問に行うエアロビクスに少し

体の歪みの矯正や筋カアップな

慣れてきた方むけです基礎の
ステップを中心とした歩くエア

神のセルフコントロールをする

室です

ロビクスの教室です

ヨガ教室です

エアロビクスを初めて体験する方や、
気楽に運動をしたい方むけの入門クラ
スです。

ど多岐にわたる効果があり、精

エアロピクスに少し慣れてきた方むけ

です。基礎のステップを中心とした歩

^

^

くエアロビクスのクラスです。

梱

亀1,

.0

r

はしめて 初 級 初 中 級

ホクシンクエアロ

受付法
1.総合体育館受付横の自販機でチケット(1回400円)を購入。
チケットは、プログラム開始1時問前から販売が開始されます
2.会場入口でスタッフにチケットをお渡しください。
プログラム開始15分前から会場へ入室ができます。
3.1回80分のプログラムをお楽しみください。
水分補給飲料、タオル、シューズ(ヨガ除く)はご持参くださ

'『
申

初級のエアロビクスに慣れてきた方む
けです。ダンスステップを中心とした

卑

.
,

歩くエアロビクスのクラスてす

轟
教室名

曜臼
月

はじめてエアロピクス

水
土

9:30 10:50 11/26、 12/3 ・ 10 ・ 24、 1/フ・ 14 ・ 28、 2/4 ・ 11 ・ 25、 3/4 ・ 11 ・ 25
19:30 20:50 11/28、 12/12、 1/16 ・ 30、 2/13 ・ 27、 3/13
11:30 12:50 1/5 ・ 26、 2/16 ・ 23、 3/9 ・ 16 ・ 23

エアロビクス初級

火
木

9:30 10:50 11/20 ・ 27、 12/4 ・ 11 ・ 25、 1/8 ・ 22 ・ 29、 2/5 ・ 12 ・ 19 ・ 26、 3/5 ・ 12 ・ 19
19:30 20:50 11/15 ・ 22 ・ 29、 12/6 ・ 13 ・ 27、 1/10 ・ 17 ・ 24 ・ 31、 2/フ・ 14 ・ 21 ・ 28、 3/フ

金

19:30 20:50 11/9、 12/フ、 1/4
9:30 10:50 11/16 ・ 23 ・ 30、 12/フ・ 14 ・ 28、 1/4 ・ 11 ・ 25、 2/8 ・ 22、 3/1 ・ 8 ・ 15 ・ 22
19:30 20:50 1/25、 2/8 ・ 22、 3/8 ・ 22

エアロビクス初中級

ホリデーフィットネス
ボクシングエアロ
りフレッシュ・ヨガ
タイ式ヨガ
ビラティス

健康体操教室

金

=

月13:30 14:50 12/24、 1/14、 2/11
※ホリテーフィットネスの内容ついては、
木
11:30 12:50 3/21
秦野市スポーツ協会事務局へお問い合わせください。
火
13:30 14:50 11/20 ・ 27、 12/4 ・ 11 ・ 25、 1/8 ・ 22 ・ 29、 2/5 ・ 12 ・ 19 ・ 26、 3/5 ・ 12 ・ 19
月19:30 20:50 11/26、 12/3 ・ 10 ・ 24、 1/フ・ 14 ・ 28、 2/4 ・ 11 ・ 25、 3/4 ・ 11 ・ 25
9:15 10:35 11 21 ・ 28、 12 5 ・ 12、 1 9 ・ 16 ・ 23 ・ 30、 2/6 ・ 13 ・ 20 ・ 27、 3/6 ・ 13 ・ 20
水
土
9:30 10 ; 50 11/17 ・ 24、 12/8 ・ 15、 1/5 ・ 26、 2/16 ・ 23、 3/9 ・ 16 ・ 23
水
13:30 14:50 11/21 ・ 28、 12/5,12、 1/16,23 ・ 30、 2/13 ・ 20 ・ 27、 3/6 ・ 13
13:30 14:50 11/15 ・ 22 ・ 29、 12/6 ・ 13 ・ 27、 1/10 ・ 17 ・ 24 ・ 31、 2/フ・ 14 ・ 21 ・ 28、 3/フ
木

※都合により教室の日程、内容を変吏することがありますので、予めご了承ください。

お申し込み方法第3月曜除く 8:30 17:15 電話 0463‑84‑3376 または秦野市

事前受付型スポーツ教室のご案内
会場おおね公園
日時1/10 ・17 ・ 24 ・ 31、 3/フ・ 14 ・ 21 ・ 28

=場おおね公園
日時ν4 ・ 11 ・ 18 ・ 25、 3/1 ・ 8 ・ 15 ・ 22

,.

キッズスイミング教室

30名参加費 5,000円
受付期問 12/4 10 抽選日 12/11

00

貝

藤考

50名参加費 4,000円
受付期問 12/4 (定員まで先着順)

松則秦野市スボーツ
公開抽選は、抽選日の午前10時からカルチャーパーク総合

親子ピラティス教室

会場中野健康センター
日時ν21・28、 2/4・18・25、 3/4
月曜日全6回 11:15
12:30
寸象 首のすわダ所ちゃんから1歳3力月の赤ちゃんとそのお母さん
貝

蒲考

方法
第3月曜除く 8:30

1 7:1 5

体育館で行っています観覧希望の方は、スポーツ協会事務局

電

へお声かけくださいなお、応募が定員以内だった教室の抽選

または秦野市スポーツ協会ホームページの受付
フォームから受付期問内にお申込みください

は実施しません

急考

貝

蒲考

一般

.会場サンライフ鶴巻
日時ν22 ・ 29、 2/5 ・12 ・19 ・ 26、 3/5 ・12
火曜日全8回 10:00 11:20
゛象 一般

望君

ボクシングエアロ教室

会場総合休育館

寸象

一般定員各24名参加費 7,000円
受付期問 12/4 10 抽選日 12/11

初心者卓球教室
日時1/22 ・ 28、 2/4 ・ 12 ・ 19 ・ 25、 3/4 ・ 11
月・火曜日全8回 13:00 15

火曜日全8回初級 9:30 11:00
中級 11:15 12:45

日時1/11・ 18 ・ 25、 2/1・ 8 ・ 15 ・ 22、 3/1
金曜日全8回初級 9:30 11:00
中級 11:15
12:45
一般定員各12名参加費 7,000円
受付期間 12/4 10 抽選日 12/11

対備

36名参加費 4,800円
受付期問 12/4 10 抽選日 12/11

初級・中級テニス教室
会場おおね公園

日時ν8・15・ 22・ 29、 2/5 ・12 ・ 26、 3/5

象考

1

受付期問 12/4 10 抽選日 12/11

日時ν5 ・12 ・ 19 ・ 26、 3/2 ・ 9 ・16 ・ 23
士曜日全8回 18:50 19:50
一般定員 30名参加費 6,100円
水中トレーニングと水泳を行う教室です
受付期間 12/4 10 抽選日 12/11

会場カルチャーバーク

︑用

貝

蒲考

時 VI0 ・ 17 ・ 24 ・ 31、 3/フ・ 14 ・ 21・ 28
50
11:50
木曜日全8回
象 一般 6永ぎ方は問わず、 25Mを泳げる方)
貝
30名参加費 6,100円

初級・中級テニス教室

会場おおね公園
日時ν8 ・15 ・ 22 ・ 29、 3/5 ・12 ・19 ・ 26
火曜日全8回 16:50 17:50
す象 水に顔がつけられ、浮くことのできる小学生

サタデースイミング教室
会場おおね公園

塾至名

,

金曜日全8回 10:50
11:50
一般定員 30名参加費 6,100円
個人レベルに応じ、4泳法の習得を目指します
受付期間 12/4 10 抽選日 12/11

り、J

象容考

合

考

中級スイミング教室
会場おおね公園

金曜日全8回 19:30 20:30
一般定員 55名参加費 5,600円
水中でのストレッチ・エアロビクス運動
受付期問 12/4 10 抽選日 12/11

象
考

文内備

対内備

象

グロープをはめて行なうエアロビクス運動
受付期問 12/4 10 抽選日 12/11
"一.

初級スイミング教室

日対定備 致暑

一.

教室名

,

時ν9 ・16 ・ 23 ・ 30、 3/6 ・13 ・ 20,27
14:50
水曜日全8回 13: 50
^月妾定!員 55名 参加費 5,600円

受付期問 12/4 10 抽選日 12/11

アクアフィットネス教室

会場おおね公園
日時ν4 ・ 11 ・ 18 ・ 25、 3/1 ・ 8 ・ 15 ・ 22

対内備

考

木曜日全8回 13:50 14:50
一般定員 55名参加費 5,600円
水中で行なうエアロビクス運動

象容考

r‑^

会場おおね公園

対内備

対内備

象

市

アクァグローブ教室

.一.

教室名

アクアピクス教室

スポーツ協会ホームページの受付フォームから受付期問内にお申込みください。

話 0463‑84‑3376

15組参加費 3,000円
受付期問 12/4 (定員まで先着順)
先着順で受け付ける教室と、定員を超える応
募があった場合に抽選となる教室があります。

上記の教室以外にも、開催準備が整った教室
情報を、秦野市スポーツ協会ホームページ

(W゛1W,hadeno・sports.com)に掲載してぃき
ます(情報は随時更新してぃます)

教室名

致着

親子ピクス教室(3歳コース)

会場総合{本育館
日時2/フ・14 ・ 21・ 28、 3/フ・14

木曜日全6回 9:50

会場総合体育館
時2/6 ・13 ・ 20 ・ 27、 3/6 ・13

10:50

す象

3歳児と保護者べア

蒲考

受付期問ν8 14 抽選日ν15

15組参加費 3,500円

数煮

会場総合イ本育館
日時ν26、 2/2・ 9 ・16 ・ 23、 3/2 ・ 9 ・16

魚員考

対定備

象員考

対定備

受付期間ν8 14 抽選日ν15

す急
用考

士曜日全4回 10:00 12:00
小学3年 6年生
20名参加費 5,000円
受付期間ν8 14 抽選日ν15

次口 12 1日(土)
画

持ち物:運動のできる服装、タオル、補給用飲料、室内用シューズ

無料スボーツ体験コーナー

テニス初級者クリニック・交歓会

【初級者クリニック(先着定員制)】受付8時30分
テニス初心者、久しぶりにテニスラケットを握る方などに向けた無料
クリニックです市テニス協会所属コーチから指導を受けられます。
おf様の体験できますクリニックは2部制で各回定員30名です。
第1回 91辱 10時20分第2回 10時30分 H時50分

場:カルチャーパーク総合体育館メインアリーナ及び庭球場

,

Xご参加される方は、室内川シューズを必ずご1予参ください

【総合体育館で体験できる種目】

受付期問ν8 14 抽選日ν15

こ どもスポーツクライミング教室
会場県立山岳スポーツセンター
日時2/2・9、 3/2・16

受付期問ν8 14 抽選日ν15

開催日:12月10 (士)・平成31年2119日(上)・平成31年3月2日(土)
時間:9塒 12時(テニス受付は8時30分 )
^
^

巡1別催Πによりて体験柯,Πは宍なります

※ラケツトの無料レンタル有。

【テニス交歓会(先着定員制)】受付8時30分 開始9時
当日染まった仲問とぺアを組み、ダブルス形式の交歓会をお楽しみい
ただけます定員は30名(先着受付順)

・トランポリン・スポーツ吹矢・バドミントン・ミニボウリング

・室内テニス・ユニカール・てのひらけっと・卓球・パークゴルフ
・ハドルテニス・バスケ(フリースロー)・ノルディックウォーキング
・ポールウォーキング・スカットボール・シャフルポード・バッゴー

.

鼠

,

・ラダーゲッター・輪投げ・低床型玉入れ・釣りゲームなど

【無料フィットネス体験コーナー】

16:30

20組参加費 3,500円

20名参加費 3,500円

ふれあいスボーツデ

水曜日全6回 15:30
4・5歳児と保護者ぺア

,

会場総合休育館
日時2/6 ・13 ・ 20 ・ 27、 3/6 ・13
水曜日全6回 17:45
19 ; 00
小学1年 4年生

士曜日全8回 13:00 14:45
年長 小学2年生
30名参加費 5,000円

象
考

こどもミニノ宝スケットボール教室

こども体操教室

親子ピクス教室(4・5歳コース)

日対定備

こどもスボーツ教室の
ご案内

※Ⅲ1併Uによ?ぐ体験神11は拠なります

ヨガ、エアロビクス、太極拳、ベリーダンスなどの無料体験イベントを同

時開催します体験種目は、スポーツ協会ホームページでビ確認ください。
スボーツ掲示板では、秦野市民の皆様がスポーツに触れ合うきづなけ作り

參本テ=ツ尉レシ勺一で彩登奈劉"珍●・壷ぢ・み旦のを易益f烹

つながる情報を掲示しています。各団体から投稿いただいた情報を記事にし
いますので、内容の詳細については各問合先担当者様へこ連絡ください。

ば起のス水ーツ掲示坂
日時
ナ昜戸斤
内容

す象
費用

申込斯司
問合先

.

▲'

=

=゛

①11月24日(士)
②平成31年2月16日(士)
①中栄信金スタジアム秦野
②秦野保健福祉センター
①試合形式の実技講習会
②野球ルールの取得・学習
野球の審判を目指す方
無料
無し

所

寸

象
用

受付:9時 出発:9時30分
集合:秦野市立南公民館

臼時平成31年1月26日(士)
27日(日)

どなたでも参加できます

※1月26日は練習日

場所長野県八千穂高原スキー場
内容回転競技を2本滑ってタイムを

競うスキー選手権です。
初日に練習会もありますので初
心者の方でも気軽に大会に参加

申込期問当白でも可

秦野市野球協会

時所容
日場内
その他
問合先

9

無料
申込場所秦野市立南公民館(丑81‑3001)

の"ノルデイックウオーキング"で
楽しく健康増進

ポーツウォーク

申込斯司

スキー選手権2019

秋のさわやかな丘陵を楽しく歩きます

11月23日(金)実朝祭り、 27日(火)、
12月6日(木) 9時30分 11時巧分
総合体育館集合、
水無川を市役所や古墳公園へ
2本の専用ポールを使うことで姿勢よくス

用

秦野市総合休育大会

日時11月24日(士)雨天の場合は中止

山口(合090‑9858‑5748)

゛象

.'

Ⅱ

元気なシルバー世代向き
一回 500円(レンタルポール代別途400円)
前日までに電話・メール、 HPから申込み
初めての方大歓迎雨天中止
秦野NW&PWクラブ村上(合79‑0558)

その他飲み物、昼食は持参してください
間合先秦野市南地区体育協会
及川(合090‑7004‑5771)

話題の"ボ

オーキング"で転倒防止

日時11月20日火丹沢湖、 29日(木)、
12月4日(火)、 13日(木)、 27日(木)
9時30分

11時15分

場所船合体育館集合、
内容専用ポールを持つことで転倒の不安なく、安
定して歩けるようになる。
寸象 自力歩行ができ、足腰に衰えを感じる方
用 一回 500円(レンタルホール代別途400円)
申込期問前日までに雷話・メール、 HPから申込み
その他初めての方大歓迎雨天中止
問合先秦野NW&PWクラブ村上(合79‑0558)

開催場所
問合せ先

湘南シーガル毎月第2士曜日13時 15時
西小学校体育館障害のある人もない人も老若

男女どなたでも参加できます一家族一回300円
パスやシュートの基本からゲームまでインストラ
クターと一緒に活動します玉川(含83‑1343/
090‑1661‑0246)
***フラダンス***

***軟式野球***

Halau '0IU '0IU (ハーラウオルオル)
①教室:
月3回絢 金曜日)②サークル:月2回 網・金曜日)
市内公民館等 4歳 大人(初心者可)

Eヨ秦野市野球協会春、秋、年2シーズン制
日曜日
中栄信金スタジアム秦野他市内在

教室:(子供) 2,000円、(大人) 3,000円、須B,000
円 ②サークル:なし、圓2,000円
年齡上限

住または勤務の高校生以上のチーム

な し、基礎からT寧に指導してぃます。無料体験お待
ち してぃます。
森谷(a090‑1269‑2524)

その他

18,000円山口(丑090‑9858‑5748)

1シースン

P /'、

申込用紙は事務局または秦野市
スキー協会ホームページにあり
ます

その他宿泊ご希望の方はご相談ください
問合先秦野市スキー協会

川崎(丑81 0469)

初めてのラグビー体験会
日時平成31年1月27日(日)
10時

所容

名

一象会

ク者費

サ対入
弱羽

開催日時

参加費等

刀日練習 1,000円

(りフト代は別料金)
申込期問 1月19日(士)までに参加費
を添えて秦野市スキー協会事務

場内

***フロアホツケー***

サークル仲間を募集している市内のスポーツ活動団
体から頂いた情報を掲示板形式でご紹介します。各
サークルの詳細につぃては、問合せ先の担当者様へ直
接ご連絡ください。

も参加できます

費用大会参加費3,000円

カルチャーパーク、ピクニック広場など

気のあう仲間を見つけて、さわやかなスホーツライフを始めよう!
,.

できます

対象初心者から上級者までどなたで

寸象
費用

11時30分

(受付開始9時30分 )
おおね公園多目的広場
ラグビーボールを使ったパスや
ランニングを通じてラグビーと
触れ合って貰う。
園児から中学3年生まで
無料

申運肌ヨ平成31年1月20日旧)まで
秦野ラグビースクールHP
hltp://rugby・h臼dano.corn/

その他水筒、防寒対策倖丸くなったら
脱げる様に重ね着で)、運動靴
を準備願います

問合先秦野市ラグビーフットボール協会
山本(丑090‑6801‑8572)
.ノ

ご請求ください掲戦希望が多い塲合、本協会加盟団体の情報を{憂先して掲敢させてぃただきます。 また、全ての方のご希望に添えない場合かあります。

先話当

次号の発行予定は、3月1日号(原稿の〆切1月中旬頃(設定予定))です。掲載を希望される方ι誕 投稿記事募集要項を事務局までメールまたは電,舌で

請雷担

「はだのスポーツ掲示板」では、参加者募集、仲間募集の投稿二藹募集しています。

旧fo@ト1adarosports.com
0463‑84‑3376

大北・三橋

スポーツカレンダーはだの
12月1日(土)

12月2日(日)
12月26日 0村
1月20日(日)
2月9日(土)
2月10日(日)
2月17日(日)

3月2日(土)

祝1

秦野市スボー"協会賛助会

ふれあいスポーツデー
カルチャーパーク総合体育館・庭球場)

秦野市民の皆様が広くスポーツに親しんでいただけるよう、スホーツの

普及振興に役立たせていただくため、賛助会員(企業・団体・個人)及び

第14回はだの丹沢水無川マラソン大会

寄付金を募集しています。本協会への賛助会費、寄附金については税制上

(カルチャーハーク・西田原・戸11公園一帯)

少年少女スケート教室
(富士急、ハイランド(総合体育館から往復バス))
秦野市駅伝競走大会
カルチャーハーク 西田原 羽根 戸川周辺)
ふれあいスポーツデー
(カルチャーパーク総合体育館 庭球場)
かながわ駅伝競走大会
カルチャーハーク 国道246号 伊勢原方面
第11回はだのっ子駅伝交流会
カルチャーパーク陸上競技場・ランニンクコース)
ふれあいスポーツデー
カルチャーパーク総合体育館・庭球場

'囲会出場おめでと

全国大会への切符を乎にされたアスリートの皆様に、秦野市スポーツ協
会から激卿J金を交付させていただきました。
平成30年4月1日から平成30年10打31日現在の皆様(敬称略)

青木千尋
海野将平
石川珠梨

個

中川

爽

米山

真央

賛助=員平成30年9月1日から平成30年10河31日現在の皆様敵称鬮
L糸召ノ1
1団体・企業】・秦野市バスケットボール恊会
・秦野市西上地区体育協会

公益財団法人秦野市スポーツ協会加盟団体一覧
(6地区体育協会・30種目団体)
秦野市本町地区体育協会

秦野市サッカー協会

秦野市南地区体育協会

秦野市バドミントン協会

秦野市東地区体育協会

秦野市スキー協会

秦野市北地区体育協会

秦野市少林寺拳法協会

秦野市大根鶴巻地区体育協会秦野市ソフトボール協会

全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会
平成30年度

秦野市西上地区体育協会

秦野市空手道連盟

秦野市陸上競技協会

秦野市クレー射撃協会

秦野市野球協会

秦野市テニス協会

秦野市ソフトテニス協会

秦野市ラグビーフットボール協会

秦野市卓球協会

秦野市馬術協会

秦野市水泳協会

秦野市ゲートボール連合

全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会
NPBガールズトーナメント2018

全日本女子学童軟式野球大会
NPBガールストーナメント2018

全日本女子学童軟式野球大会
NPBガールストーナメント2018

全日本女子学童軟式野球大会

秦野市レクリエーション協会秦野市ボウリング協会

人庄司文子第41回全国レディース卓球大会
平成30年度全日本卓球選手権大会(マスターズの部)
直之

,羊しくは、案野市スポーツ協会事務局までお問い合わせください。

平成30年度

第一三共へルスケア・レディース2018

天宮

の優遇措置を受けることができます。ご協力をお願いいたします。
個
人一0 5,000円(ーロ以上)
賛助会費
寄附金
企業・団体一0 1 0,000円(ーロ以上)

平成30年度
全国高等学校総合体育大会バスケットポール競技大会

秦野市剣道連盟

秦野市ゴルフ協会

秦野弓道協会

秦野市スポーツチャンバラ協会

団体

大野航玉古゛牛又☆△ム、、 C̲ーム

寮野市バスケットボール協会秦野市ターゲットバードゴ'ルフ協会

山村怜璃 2018年少林寺拳法全国大会inぐんま

秦野市柔道協会

秦野市家庭婦人バレーボール協会

山本煌翔二又、、天1 デツ"

秦野市山岳協会

秦野市インディアカ協会

秦野上チーム。、官呈木、.=、、̲△

秦野市バレーボール協会

秦野市パークゴルフ協会

※上記の他、奏野市体操協会から加盟申請書を受理しでいます。

秦野遊球倶楽部第28回全日本古希軟式野球大会

る、本協会加盟団体に所属する個人又は団体に対して激励金を交付してい

ます。祥しくは事務局(丑84‑3376)までご連絡ください。

妨
所在地

公益財団法人
秦野市スボーツ協会

回

秦野市平沢101‑1

三百

電

カルチャーパーク総合体育館内
0463‑84‑3376 (受付8:30 17 15)

h廿PS://WWW.hadano・sport$.com/

公益財団法人秦野市スポーツ協会は、楽野市体育協会(昭和30年股立)と公益財団法人秦野市スポーツ
振興財団(平成8年設立、平成25年公益法人取得)の組織を兀化し、平成28年4月1日に発足しました

とことん地元再発見"

一一安室安室矣宏重垂重一重至圭蚕蚕一蚕重

秦野市スホーツ協会では公益財団法人条野市スボーツ協会各種大会等
出場激耐J金交付規程に基つき全国規模の大会、国際規模の大会へ出場す

槌凌纖

ちょつぴり参加型ウエブマガジン

ス;1t‑.りくU
0.00

かなっべ
掲載店舗募集中 1お問合せはお気鯏こ!

I KANAORI

通営会社:株式会社カナオリ
神奈川^木市岡田 3088 tel:046‑2200015

11ブ・、'
'、

.

郷

皿

BIG

風昼曹

公益財団法人秦野市スボーツ協会は、スボーツ振興くじ

助成金の交付を受け、ふれあいスポーツデー事業及び情
報紙スホーツライフはだの」発行事業を展開しています。

