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今号の主な記事
◆2019スポーツクライミング秦野丹沢カップ
◆市民体育祭開催報告（6地区）
◆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
◆スポーツイベント紹介
◆スポーツ教室の開催予定
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Sports Life HADANO
スポーツ＆レジャーで彩る秦野・ひと・まち・みらいをつなぐ情報紙

チャレンジデー 2019  開催報告
15分以上の運動・スポーツ活動の参加率を競い合う世界イベント

〜 秦野市  3度目の挑戦  金メダル獲得 〜

市町村 秦野市 秋田市
人口 165,396人 309,654人
参加者 88,024人 207,123人
参加率 53.2％ 66.9％

2019スポーツクライミング秦
HADANO

野丹沢カップ
～秦野市はスポーツクライミング競技を応援しています～

　スポーツクライミングとは、自然の岩場を登るフリークライミングから
競技性（ルールなどスポーツ要素）を取り入れたクライミングです。
　競技には石（ホールド）が埋め込まれた人工の壁を使用し、登るための
道具は一切使用せず、自身の体一つで登ります。
　東京2020オリンピックでは、「リード」、「ボルダリング」、「スピード」
の3種目の総合得点で競い合います。
「リード」 …………	高さ15メートル以上の壁を制限時間内にどこまで登

れたかを競い合う競技。
「ボルダリング」 …	高さ5メートル以下の壁に設定された複数のコースを

制限時間内にいくつ完登できたかを競う競技。
「スピード」 ………	高さ15メートルまたは10メートルの壁をどれだけ早

く登れるかを競う競技。
※今年度、新たにスピード（神奈川県）とボルダリングの施設（秦野市）
が県立秦野戸川公園内に整備され、3種目全てを行うことができる拠点
が誕生します。

　当日は、一般の方でもミニクライミ
ングウォール（2ｍ）で自由に体験で
きます。自分の手で触れて、ホールド
（石）の感触を確かめてみてください。
　また、秦野市スポーツ協会では毎年、
小学3年～6年生を対象とした「こど
もスポーツクライミング教室」を開催
しています。この機会に未来のオリン
ピアンを目指しませんか。教室の詳細
は、本紙6ページ目の「スポーツ教室
のご案内」をご覧ください。

　7月7日（日）に秦野市で子ども達のスポーツクライミング競技の普及振興を目的に「スポーツクライミング秦野丹沢カップ」が初開催されます。
　「スポーツクライミング」は、東京2020オリンピックから新たに正式種目として採用されてからはメディアにも取り上げられ、多くの日本人選手の活

日 時	 令和元年7月7日（日）　8時50分～ 16時30分　※雨天中止
会 場	 県立山岳スポーツセンター	クライミングウォール
	 （秦野市戸川1392）
ア ク セ ス	 小田急線渋沢駅下車
	 神奈中バス「大倉」行き　終点下車　徒歩7分
種 目	 トップロープ／リード
カテゴリー	 トップロープ　小学1年～ 4年生
	 リード　　　　小学3・4年生／小学5・6年生／中学生　
主 催	 秦野市
主 管	（公財）秦野市スポーツ協会
協 力	 藤沢スポーツクライミング協会
後 援	 神奈川県山岳連盟　　（公財）神奈川県公園協会　
	 （一社）秦野市観光協会
問 合 せ 先	 秦野市スポーツ協会事務局（☎0463-84-3376）
※競技参加を希望される方は、下記のホームページからお申込みください。
　藤沢スポーツクライミング協会　　HP　www.fujisawa-climbing.jp

スポーツクライミングとは…

県立山岳スポーツセンター　屋外クライミングウォール（高さ15ｍ）

県立山岳スポーツセンター
ミニクライミングウォール（高さ2ｍ）

参加者募集

観 戦 無 料

　5月29日（水）にチャレンジデー 2019が開催されました。当日は、15分以上継続して運動・
スポーツに参加された皆さんから御報告いただき、秋田県秋田市と参加率で対戦を行いました。
　結果は、昨年の参加率46.4％を上回る53.2％で、目指
していた参加率50％を超えることができましたが、残
念ながら秋田市（66.9％）には及びませんでした。
　市民の皆様、ご参加いただきありがとうございました。

躍を目にする機会が増えました。
　今話題の「スポーツクライミング」を現地で観戦しませんか。
　大会参加者も募集しておりますので、希望される方は、下記からお申
込みください。



第64回秦野市民体育祭地区別開催報告
各地区体育協会からいただいた報告記事を掲載しています。

5/19
（日）

治会連合会（正副）会長出席のもと、19自治会約1,300名の参加を頂き盛
大に開催することが出来ました。
　プログラムは、園児から大人までが楽しめるように構成しました。幼稚
園・こども園の園児によるダンスには、両親、祖父母の方が写真撮影に一
生懸命でした。
　競技では、自治会対抗5種目を入れて競っています。特に子供会リレー・
年齢別リレーでは、トラックの周りが応援の人で一杯になるほどでした。
　本町地区では昭和52年頃より町内の商店、企業に市民体育祭のスポン
サーとして協力頂き、さらには本町地区自治連合会のバックアップをもち
まして、市民体育祭が今年も大いに盛り上がりました。

学校において盛大に開催することができました。18自治会の参加があり、
4歳児から、高齢者まで楽しみながら参加することができる種目を含めて
全17種目を行い、5種目の競技に得点種目を設け、自治会ごとに競い合い
ました。
　今年は令和初めての大会とあって、表彰種目も増やしたため昨年以上に

　第64回本町地区市民体育祭は、本町地
区選出の市議会議員、各学校長、園長、自

　第64回秦野市民体育祭南地区大会は、
令和元年5月19日（日）に、秦野市立南小

　第64回市民体育祭東地区大会は、秦野
市立東中学校の校庭をお借りして快晴の天

　第64回北地区市民体育祭は本年も大い
に盛り上がりました。地区住民の健康増進

　令和元年5月19日（日）、秦野市立おお
ね公園スポーツ広場で、秦野市大根鶴巻地

　令和元年5月19日（日）第64回秦野市民体育
祭西上地区大会が市内西中学校校庭を会場に

候のなか、6地区の参加者約900名が参加して、スローガンである「笑顔
でつなぐ地域の輪」のもと、18種目の競技にさわやかな汗を流しました。
　前回大会から得点を競うことよりも楽しく参加することを優先して、こ
れまでの総合得点の優勝地区を讃えることを取りやめました。
　また、新しい種目として大根鶴巻地区で行われている「デカパンリレー」
を前回から取り入れ、小学生から大人まで色々な組み合わせのなか、盛り
上がりました。
　昼休みには、市役所健康づくり課職員とさわやかマスター 4名の指導の

の一助として、代表的なのが「市民体育祭」です。オープニングは、北小
学校の鼓笛隊の演奏による入場行進ではじまり、開会式と準備体操をした
後、競技に入りました。子供たちが元気に走り回る徒競走、幼児や園児も
楽しめる「かけっこ」と「お遊戯」、お年寄りにも参加できる「民謡踊り」
や「鈴割」など、老若男女だれでも参加できる競技が行われました。
　また、スポーツをする中で勝ち負けを競うのも楽しさの一つです。地区
ごとのチームに分かれ得点種目を設けて、総合得点で地区の順位を争いま
した。今年も「戸川Bチーム」が優勝し3連覇となり、その歓喜に沸いた

区体育協会主催、秦野市・（公財）秦野市スポーツ協会・大根地区自治会
連合会・鶴巻地区自治会連合会後援により、「第64回秦野市民体育祭大根
鶴巻地区大会」が盛大に開催されました。
　おおね公園スポーツ広場での開催は2年ぶり、人工芝になって初めてと
なり、大根地区からは21自治会、鶴巻地区からは17自治会の参加。約3,000
人の参加者で賑わう中、昨年度と同様のプログラムで7地区対抗種目や大

休憩をはさんで、綱引き、ラケットリレー、ムカデ競走、ボール引きリレー、四種対抗リレー
と続き、男女小学生による学年別リレーで最高の盛り上がりを見せました。
　どの種目も真剣に楽しく行われ、最後に得点種目による自治会16ブロック対抗の順
位が発表され、すべての得点種目で、1位の成績を残された三廻部、柳川、八沢自
治会による上Ｂチームが、優勝の栄冠をつかみました。準優勝には最後の追い上げ
を見せた学校前チーム、3位には新生町チームが滑り込みそれぞれ表彰されました。
　さわやかな天候のもと、大きな事故もなく大会役員52名、競技役員77名の協力を
得て約2800名の地域住民の参加により、無事に大会を終了いたしました。
　当日ご参加頂きました地域住民の皆様や多大な協賛金を頂きました地域の商店、
事業者の皆様、誠にありがとうございました。

大根鶴巻地区

南 地 区本 町 地 区

西 上 地 区

東 地 区 北 地 区

もと「はだのさわやか体操」を行い、みんな
で楽しく体験しました。
　これまでグラウンドコンディションが一部
悪い箇所があり、毎年転ぶ人がいましたの 
で、今大会ではその箇所にカラーコーンを立
て、また石灰でライン表示して注意を呼びか
けて、トラック競技4種目に参加して頂きま
した。
　最後に、大会を通じてみんなで助け合う地
域の輪を確認することができ、新しい「令和
の時代」に希望が満ち溢れていました。

大会となりました。
　また、例年苦手としていた綱引き
大会で優勝したチームがあり、さら
に盛り上がりを高めました。来年は
是非、他のチームの健闘も大いに期
待したいと思います。
　この大会を通じ、スポーツが「一
人ひとりの身体の健康はもとより、
チームの和、北地区の和」が、日頃
の地域の生き生きとした生活に役
立ってもらえればと考えています。

根・鶴巻地区対抗種目、そして多くのオープ
ン種目など、子どもからシニアの方まで楽し
んでもらえる各種競技を実施しました。
　また、昼休みには幼稚園児の演技・秦野高
校チアリーディングの披露、そして今回2度
目となる「はだのさわやか体操」も行ないま
した。 
　今年も昨年に引き続き「熊本地震・東日本
大地震」の募金をお願いし、参加者の皆様か
ら寄付を頂きました。
　また、今年もコミュニティサービスパート
ナー J:COMが取材に訪れ、後日今大会の様
子が放映されました。

白熱した大会になりました。オープ
ン参加の麺食い競争では、330名の
参加がありました。また、競技の中
で最も自治会の皆さんが応援してい
たのが、自治会対抗年代別リレー
で、自治会を代表して走っている選
手達に大きな声を出して、一生懸命
応援していました。閉会式も予定通
りに行うことができ、無事終了する
ことができました。これも自治会や
競技役員、関係団体等皆さまの協力
があっての事と感謝しています。次
回も多くの皆さまが参加できる楽し
い大会にしたいと思っています。

盛大に開催されました。
　心配された天気も当日は上々の回復、8 時 30 分の開会
式に続き、パン食い競争、小学校高学年の100ｍ競走、
低学年による50ｍ競走、中学生以上による1500ｍ競走と
続き、キックリレー、ゲートボールリレー、みんなでジャンプ、
一般男子による400ｍリレー、親子三代リレー、50 歳以上
による玉入れ、続いて小学校1年生以下による玉入れが行
われました。その後レクリエーション部による民謡踊りが披露
され、更に「はだのさわやか体操」が行われました。昼食



生涯スポーツコラム（スポーツ科学の基礎を学ぼう）
〜伸ばそう健康寿命！「未病センターはだの」〜

秦野市　こども健康部　健康づくり課

〜秦野市ソフトテニス協会〜〜秦野市少林寺拳法協会〜
　今回、「キラリ輝くはだのっ子」に紹介させていただくのは、
小学生の頃から少林寺拳法を始め、今では、秦野市少林寺拳法協
会所属の女性拳士の中で最高段位の山村怜

さ

璃
り

拳士2段です。
　2018年7月18日に行
われた県大会の中学生女
子の部で相模原新宿ス
ポーツ少年団の小川莉央
拳士と組み最優秀賞とな
りました。
　昨年10月28日には群
馬県の高崎アリーナで行
われた全国大会に出場し
ました。
　山村さんは、高校生に
なっても少林寺拳法を続
け、1年生での高校生大
会出場に向けて頑張って
います。
　秦野の子供拳士達も山
村怜璃拳士を目標に県大
会・全国大会出場を目指
して頑張っています。

キラリ輝く　　はだのっ子！ えがお輝く　　はだのスポーツシニア！

ています。3つのトレーニングルームは「未病センターはだの」カル
チャーパーク総合体育館、中野健康センター、おおね公園として健康づ
くりに関する講座の開催や健康測定会などができる場となり、より一層
市民の方の健康づくりに寄り添う場となりました。
「未病センターはだの」でできること
1身体測定、体力測定等による健康や体力の状態の把握とトレーニング
	（利用料金は、各施設にお問い合わせください。）
15歳以上(中学校卒業後)の「登録講習会」受講修了者であれば、身
体測定、体力測定等による健康や体力の状態の把握、機器を使っての
トレーニングのほか、運動処方に基づいた運動の相談をすることがで
きます。
2健康相談会（無料）
各「未病センターはだの」で血管年齢測定や骨密度測定等を実施し、
測定結果や特定健康診査等の結果に基づく健康相談や健康に役立つセ
ミナーを無料で開催します。健康相談会の詳細は未病センターに掲示
しているポスターやホームページ、広報等で確認ができます。申し込
みは、ご希望の相談会の受付開始日の午前8時30分から健康づくり
課にお電話でお申込みください。先着順に受付をし、定員になり次第
申し込み終了といたします。
健康フェスティバル
　今年度は、「未病センターはだの」のオープン、健康寿命延伸のため
に作成した地域で、市民体操「はだのさわやか体操」の20周年を記念
して、秋に未病改善をテーマとして、すべての世代の方が楽しみながら
参加できる健康フェスティバルを開催します。

秦野市少林寺拳法協会
HP　http://hska.kanagawa-shorinjikempo.org/

　今回の「えがお輝く☆はだのスポーツシニア！」は秦野市ソフトテニス協会に所
属されている「若葉クラブ」の皆さんです。
　「若葉クラブ」は、何でもみんなで楽しんでしまう、楽しむことの達人の集まり
です。
　そんな明るく温かいクラブの雰囲気に惹かれ、クラブ員以外の方も、ついつい足
が向いてしまう癒しの場にもなっています。
　活動の拠点はカルチャーパークのテニスコート、練習日は毎週火・木曜日9時か
ら13時。
　みなさん、ソフトテニスが三度の飯より大好きなので多少の（かなりの？）雨で
も中止にはなりません。加えて7月、11月に足柄いこいの村で合宿も行われて、ア
フターテニスももちろん全力で楽しみます！
　2月には曽我梅林で梅見、6月には開成町で紫陽花をめでた後にビール工場へ、	
9月には高尾山へ紅葉ハイキング。
　若者以上に精力的に活動している「若葉クラブ」。ソフトテニスが大好きな方、
ご興味のある方はぜひ一度足を運んでみてください。
　秦野市ソフトテニス協会　事務局　メール：hsta0463@yahoo.co.jp

未病センター
　「未病」とは、健康と病気を二分論
の概念で捉えるのではなく、心身の状
態は「健康」と「病気」の間を連続的
に変化するものとして捉え、この全て
の変化の過程を表す概念です。
　神奈川県は、「食」「運動」「社会参加」を通じて、より健康な状態と
なることを目指す「未病改善」の取り組みを推進し、手軽に健康状態や
体力等をチェックし、その結果に基づくアドバイスや	「未病改善」の取
り組みのための情報を受けられる場所を「未病センター」として認証し

秦野市健康増進計画「健康はだの21」
　平成30年度から5か年計画で、「健康寿
命の延伸・壮年期死亡の減少・生活の質の
向上」に向かって、9つの取組分野「社会
的なつながり」、「栄養・食生活」、「身体活
動・運動」、「こころの健康・休養」、「喫煙」、
「歯・口腔」、「感染症」、「がん」、「生活習
慣病」ごとに目標値を設定した、健康はだ
の21第4期計画がスタートしています。こ
の計画と県の「未病改善」の取り組みが一
致することから、市内3か所のトレーニン
グルームで、平成31年4月1日未病センター
の認証を受け、健康はだの21の取り組み
を推進することになりました。

招待人数　
150組／300名
程度を予定

対象試合　
阪神戦　　９月３日～５日　
上記のうちいずれか１試合

2019
秦野市こども招待デー

申込み方法
７月初旬に秦野市スポーツ協会から市内小中学校宛に
チラシが配布されます。（体育施設でも配布）
専用ＷＥＢページから各自でお申込みください。
詳しくはチラシをご覧ください。

2019
秦野市こども招待デー



【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。
　お子様の体験できます。クリニックは2部制で各回定員30名です。
　第1回　9時10分～10時30分　第2回　10時40分～12時00分
　※ラケッ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～
　当日集まった仲間とペアを組み、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）

日　　時　7月7日（日）　10時～ 15時30分
会　　場　東海大学湘南校舎内ラグビー場
主　　催　東海大学体育会ラグビーフットボール部
共　　催　神奈川県
後　　援　株式会社ジェイコム湘南・神奈川
　　　　　秦野・伊勢原局
問合せ先　manager@seagales.com
　　　　　（東海大学ラグビーフットボール部）
※「丹沢祭」のチラシは、秦野市スポーツ協会ホー
ムページ掲示板に掲載します

〇体験希望の方は運動のできる服装でお越しください。
〇弓道を体験希望の方はくつ下をご持参ください。

　「ふれあいスポーツデー」とは、秦野市スポーツ協会が主催するスポーツ
イベントです。入退場自由、参加費は無料で下記の日程で開催いたします。
開催日　6月29日（土）・9月7日（土）・10月14日（月・祝）
　　　　11月3日（日・祝）・12月7日（土）
　　　　令和2年2月8日（土）・3月7日（土）
時　間　9時～ 12時（テニス受付は8時30分～）
会　場　カルチャーパーク総合体育館、庭球場、芝生広場
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

　毎年恒例の体操・ダンスの演技発表会「体操フェ
スティバル」が6月29日（土）、総合体育館で開
催されます。今年は18団体が参加し、日頃の活
動の成果を披露します。観覧は無料となりますの
で、当日は総合体育館で大きな拍手でフェスティ
バルを盛り上げましょう！
日　　時　令和元年6月29日（土）　開会：13時
会　　場　カルチャーパーク
　　　　　総合体育館メインアリーナ
問合せ先　秦野市スポーツ協会事務局
　　　　　（☎0463-84-3376）

参加団体（演技順）
1ママ＆キッズ　　　　2EN体操クラブ・ダンベルチーム
3エアロビクス ユキミ　4かわせみ体操クラブ
5シャイニー　　　　　6中高年体操教室
7レインボーキッズ　　8あおば体操教室
9セカンド・マイ　　　�リズム体操ドリーム
�ちびっ子ギャング　　�ハッピーフラワー
�よさこい ゆきみ 　　�えん舞連
�ココナッツ　　　　　�チームＭ
�秦野無限太極会　　　�笑爆

　今年で10回目となる「秦野武道祭」が6月30日（日）、総合体育館で
開催されます。武道祭では、市内の武道団体が中心となり、子どもから
大人まで、誰もが無料で武道を体験することができます。武道を始める
きっかけづくりに参加してみませんか！
日　　　時　令和元年6月30日（日）　13時30分～ 16時30分　
会　　　場　カルチャーパーク総合体育館
体験・展示　剣道・居合道、柔道、少林寺拳法、弓道、空手
　　　　　　スポーツチャンバラ
展 示 の み　なぎなた、合気道
対　　　象　年齢、性別問わずどなたでも　　　費　　用　無料
問 合 せ 先　秦野市スポーツ推進課（☎0463-84-2795）

　昨年、1ヵ所で開催されるラグビー教室の参加
者数世界一においてギネス記録を達成し、盛り上
がりを見せた「丹沢祭」が今年も開催されます。
　本イベントは、東海大学ラグビーフットボール部
が主催し、ラグビーの基本が学べるラグビー教室
（※事前登録が必要）や当日参加型スタンプラリー
など友達・親子で楽しめるイベントが無料で体験
することができます。当日の模様は、J：COMチャ
ンネル神奈川（地デジ11ch）で8月に放送を予定
しています。

【総合体育館で体験できる種目】　　　※開催日によって体験種目は異なります。
◦トランポリン　　　◦スポーツウェルネス吹矢　　◦ユニカール
◦ミニボウリング　　◦室内テニス　　　　　　　　◦バドミントン
◦てのひらけっと　　◦卓球　　　　　　　　　　　◦パドルテニス
◦インディアカ　　　◦キックターゲット　　　　　◦弓道
◦バスケ（フリースロー）　　　　　　　　　　　　◦スカットボール
◦シャフルボード　　◦ラダーゲッター　　　　　　◦バッゴー　
◦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】　　※開催日によって体験種目は異なります。
　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ご確認ください。

【屋外で体験できる種目】　　　　　　※開催日によって体験種目は異なります。
◦ノルディックウォーキング＆ポールウォーキング

（総合体育館前けやき広場）
◦パークゴルフ　　　　　　（カルチャーパーク内芝生広場）
◦ターゲットバードゴルフ　（カルチャーパーク陸上競技場）

テニス初級者クリニック・交歓会

無料スポーツ体験コーナー
※ご参加される方は、室内用シューズを必ずご持参ください。

【日時】6月30日（日）

【日時】7月7日（日）

【日時】6月29日（土）

【次回】6月29日（土）

スタンプラリー参加者に参加賞をプレゼント！
武道を体験してスタンプを集めよう！

第10回 秦野武道祭

東海大学ラグビーフットボール部 第31回丹沢祭

第34回体操フェスティバル 

ふれあいスポーツデー

特
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テニスクリニック
6月・9月・10月・12月・2月・3月（予定）

パークゴルフ体験
6月・9月・10月・2月・3月（予定） 弓道体験　　9月・3月（予定）

無料フィットネス体験
6月・9月・12月・2月・3月（予定）



試合日程 時間 対戦カード

9月7日（土）

第一試合
（10時30分）

太陽誘電
ソルフィーユ

vs
Honda
Reverta

第二試合
（13時00分）

日立
サンディーバ

vs
豊田自動織機

シャイニングベガ

9月8日（日）

第一試合
（10時30分）

豊田自動織機
シャイニングベガ

vs
太陽誘電

ソルフィーユ

第二試合
（13時00分）

Honda
Reverta

vs
日立

サンディーバ

　今季リーグが5月25日（土）に開幕した「Fリーグ公式戦」。今年もカ
ルチャーパーク総合体育館で湘南ベルマーレフットサルクラブVSフウガ
ドールすみだの公式戦が開催されます。
　当日は迫力あるプロ選手達の華麗なテクニックや豪快なシュートを間近
で観戦しましょう！
　市内在住の小学生は、試合後に行われる湘南ベルマーレフットサルクラ
ブによる「小学生フットサル体験教室」にも参加しよう！

　毎年恒例の秦野からスタジアムまで、大型バスでの送迎付き応援観戦バスツアーを8月17日（土）に開催します。参加者にはウォーミングアップに
向かうベルマーレ選手達とのハイタッチイベントや観戦時に使える応援グッズの配布などお得な特典があります。
　ご家族、仲間を誘って一緒に応援に行こう！お一人でのご参加も大歓迎です。

　東京オリンピックで金メダル獲得が有望視されているソフトボール
　オリンピック代表候補選手も秦野に来ます！
　世界最高峰の迫力あるプレーを直接見て、あなたも応援してみませんか？

　県立秦野戸川公園内にある県立山岳ス
ポーツセンターで「スポーツクライミン
グ親子体験教室」を開催します。本教室
は、クライミングの経験は問わず、初め
ての方でも楽しむことができます！この
機会にぜひ親子で15ｍのクライミング
ウォールに挑戦しましょう！

　学校・総合体育館・公民館等で配布予定（7月初旬）の引換券付きチラ
シを持参された小・中・高校生を当日先着順で200名無料でご招待いたし
ます。詳細は、引換券付きチラシをご覧ください。

　7月5日（金）よりカルチャーパーク総合体育館内の秦野市スポーツ協
会事務局で試合前日まで販売いたします。
チケット　（　一　　　般　）前売：1,500円　（当日：2,000円）
　　　　　（小・中・高校生）前売：			300円　（当日：			500円）

※未就学児で座席を専有しない場合、同伴の大人1枚につき未
就学児1人までチケット不要です。

　　　　　【販売時間】8時30分～ 17時00分

日　　時　令和元年8月3日（土）
　　　　　16時30分～ 18時00分（受付：16時～）
会　　場　カルチャーパーク総合体育館メインアリーナ
講　　師　湘南ベルマーレフットサルクラブ所属選手、スタッフ
対　　象　市内在住の小学生　60名
　　　　　※フットサル経験、男女問わず　
費　　用　無料
受　　付　7月17日（水）午前8時30分～定員まで先着順受付
問合せ先　秦野市スポーツ協会事務局（☎0463-84-3376）

日　　時　令和元年8月17日（土）　試合開始　19時　
会　　場　Shonan	ＢＭＷスタジアム平塚
集合場所　①秦野市役所（15時30分）　②東海大学前駅（15時45分）
対　　象　市内在住・在学・在勤　90名　※集合場所ごとに45名　
費　　用　（一般）2,000円　　（小・中・高校生）600円
　　　　　※中学生以下は保護者の同伴が必要
　　　　　※未就学児は大人1人につき1名無料
受　　付　7月17日（水）午前8時30分～定員まで先着順受付
問合せ先　秦野市スポーツ協会事務局（☎0463-84-3376）

会　　場　中栄信金スタジアム秦野
チケット　（一　　　般）前売：1,000円　（当日：1,400円）
　　　　　（中　高　生）前売：	 600円　（当日：1,000円）
　　　　　（小学生以下）　無料
備　　考　前売券は、カルチャーパーク総合体育館内の秦野市スポーツ協会事
　　　　　務局で発売中です。
　　　　　【販売時間】8時30分～ 17時00分
問合せ先　秦野市スポーツ協会事務局（☎0463-84-3376）

日　　時　9月14日（土）　　①10時～ 12時コース　②13時～ 15時コース　　※雨天時は室内で実施
　　　　　参加希望者は、①または②のコースを選んでください。
会　　場　県立山岳スポーツセンター クライミングウォール（秦野市戸川1392）
講　　師　神奈川登山学校財団　専門指導員
対　　象　小学3年～中学生とその保護者ペア　各12組（24名）
費　　用　1組2,000円　　受　付　8月2日（金）～ 8日（木）、抽選日9日（金）
問合せ先　秦野市スポーツ協会事務局（☎0463-84-3376）

©SHONAN BELLMARE

前売りチケットを販売します

小・中・高校生を無料招待

小学生フットサル体験教室
〜公式戦のピッチでフットサルを体験しよう〜

Ｆリーグ公式戦 湘南ベルマーレフットサルクラブ VS フウガドールすみだ
【日時】8月3日（土）　【試合開始】14時　【会場】カルチャーパーク総合体育館

同時
開催

湘南ベルマーレ VS サガン鳥栖
【日時】8月17日（土）　【試合開始】19時湘南ベルマーレ応援観戦バスツアー

第52回日本女子ソフトボール１部リーグ

スポーツクライミング親子体験教室

【会場】中栄信金スタジアム秦野

【日時】9月7日（土）・8日（日）

【会場】県立山岳スポーツセンター

【日時】9月14日（土）

①選手とのハイタッチイベント　②応援グッズ配布
※イベントの内容は変更になる場合もありますので予めご了承ください。

特
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先着200名



教　室　名 曜日 時　間 日　　　程

はじめて
エアロビクス

月 9：30～10：50 6/24
火 9：30～10：50 7/2・9・23・30、8/13・20・27、9/3・10
水 19：30～20：50 8/14・28、9/4
土 11：30～12：50 6/22，7/6・20・27、8/10・17・24・31、9/14

エアロビクス
初級

火 9：30～10：50 6/18・25
水 19：30～20：50 6/26、7/3・17・31
木 19：30～20：50 6/20・27、7/4・11・18・25、8/1・8・15・22・29、9/5・12
金 9：30～10：50 7/5・12・19・26、8/2・9・16・23・30、9/6

エアロビクス
初中級

月 9：30～10：50 7/1・8・15・22・29、8/12・26、9/2・9・16

金 9：30～10：50 6/21・28
19：30～20：50 8/9・23、9/13

ホリデーフィットネス 月 13：30～14：50 7/15、8/12　※ホリデーフィットネスの内容については、秦野市スポーツ協会事務局へお問い合わせください。

ボクシングエアロ 火 13：30～14：50 6/18・25、7/2・9・23・30、8/6・13・20・27、9/3・10
リフレッシュ・ヨガ 月 19：30～20：50 6/24、7/1・8・15・22・29、8/5・12・26、9/2・9

タイ式ヨガ 水 9：15～10：35 6/19・26、7/3・10・17・31、8/7・14・21・28、9/4・11
土 9：30～10：50 6/22、7/6・20・27、8/10・17・24・31、9/14

ピラティス 水 13：30～14：50 6/19・26、7/10・17・31、8/14・21・28、9/11
健康体操教室 木 13：30～14：50 6/20・27、7/4・11・18・25、8/1・8・15・22・29、9/5・12

当日受付型スポーツ教室のご案内（1回 400円） 受付方法

　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。

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時間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）はご持参ください。

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
方向けの入門クラスです。

エアロビクスに少し慣れてき
た方向けです。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。

初級のエアロビクスに慣れて
きた方向けです。ダンスス
テップを中心とした歩くエア
ロビクスのクラスです。

は
じ
め
て

初
　
級

初
中
級

エアロビクス強度

スポーツ協会が主催する教室予定　School Information

日時　9/5・12・19・26、 10/3・10・17・24
　　　木曜日　全8回　13：50 ～ 14：50
対象　一般　　定員　55名　　参加費　5,600円
内容　水中でグローブをはめて行うエアロビクス運動
備考　受付期間　8/2 ～ 8　抽選日　8/9

日時　9/1・8・15・22・29、 10/6・13・20
　　　日曜日　全8回　16：50 ～ 17：50
対象　オムツのとれた3歳以上の未就学児と保護者ペア
定員　35組　　参加費　5,000円
備考　受付期間　8/2 ～ 8　抽選日　8/9

日時　8/15㈭・16㈮・22㈭・23㈮
　　　木・金曜日　全4回　9：00～ 11：00
対象　小学3年～6年生　
定員　20名　　参加費　5,000円
備考　受付期間　7/2 ～ 8　抽選日　7/9

日時　9/7・14・21・28、 10/5・12・19・26、 11/2・9・16・30
　　　土曜日　全12回　18：50 ～ 19：50
対象　一般　　定員　30名　　参加費　8,900円
内容　水中トレーニングと水泳を行う教室です
備考　受付期間　8/2 ～ 8　抽選日　8/9

日時　9/5・12・19・26、 10/3・10・17・24・31、 11/7・14・21
　　　木曜日　全12回　10：50 ～ 11：50
対象　一般（泳ぎ方は問わず、25Ｍを泳げる方）
定員　30名　　参加費　8,900円
備考　受付期間　8/2 ～ 8　抽選日　8/9

日時　9/6・13・20・27、 10/4・11・18・25
　　　金曜日　全8回　11：15 ～ 12：45
対象　一般（高校生以上） 
定員　50名 　　参加費　4,000円
備考　受付期間　7/17 ～ 23　抽選日　7/24 

日時　9/6・13・20・27、 10/4・11・18・25、 11/1・8・15・22
　　　金曜日　全12回　10：50 ～ 11：50
対象　一般　　定員　30名　　参加費　8,900円
内容　個人レベルに応じ、4泳法の習得を目指します
備考　受付期間　8/2 ～ 8　抽選日　8/9

日時　9/5・12・19・26、 10/3・10
　　　木曜日　全6回　11：10 ～ 12：10
対象　3歳児と保護者ペア
定員　15組　　参加費　3,500円
備考　受付期間　8/2 ～ 8　抽選日　8/9

日時　8/27、 9/3・10・17・24、 10/1・8・15・29、 11/5
　　　火曜日　全10回　Aコース 9：30～11：00

Bコース 11：15～12：45
対象　一般　　定員　各24名　　参加費　7,000円
備考　受付期間　7/17 ～ 23　抽選日　7/24

日時　8/30、 9/6・13・20・27、 10/4・11・18・25、 11/1
　　　金曜日　全10回　Cコース 9：30～11：00

Dコース 11：15～12：45
対象　一般　　定員　各24名　　参加費　7,000円
備考　受付期間　7/17 ～ 23　抽選日　7/24

日時　9/6・13・20・27、 10/4・11・18・25
　　　金曜日　全8回　19：30 ～ 20：30
対象　一般　　定員　55名　　参加費　5,600円
内容　水中でのストレッチ・エアロビクス運動
備考　受付期間　8/2 ～ 8　抽選日　8/9

日時　9/3・10・24、 10/1・8・15・22・29
　　　火曜日　全8回　13：50 ～ 14：50
対象　軽度の肢体不自由者
定員　12名 　参加費　4,800円
内容　ウォーキングと水泳運動を行う教室です
備考　受付期間　8/2 ～ 8　抽選日　8/9

日時　9/11・18・25、 10/2・9・16・23・30
　　　水曜日　全8回　13：15 ～ 14：35
対象　一般　
定員　50名　　参加費　4,000円
備考　受付期間　8/2 ～ 8　抽選日　8/9

日時　9/4・11・18・25、 10/2・9・16・23
　　　水曜日　全8回　10：50 ～ 11：50
対象　一般　　定員　55名　　参加費　5,600円
内容　水中で行うエアロビクス運動
備考　受付期間　8/2 ～ 8　抽選日　8/9 

日時　9/3・10・24、 10/1・8・15・22・29、 11/5・12・19・26
　　　火曜日　全12回　16：50 ～ 17：50
対象　水に顔がつけられ、浮くことのできる小学生
定員　36名　　参加費　7,200円
備考　受付期間　8/2 ～ 8　抽選日　8/9

日時　9/4・11・25、 10/2・9・16
　　　水曜日　全6回　15：30 ～ 16：30
対象　4・5歳児と保護者ペア
定員　20組　　参加費　3,500円
備考　受付期間　8/2 ～ 8　抽選日　8/9

日時　月曜コース  9/2・9　 火曜コース  9/3・10
　　　各コース 全2回　17：00 ～ 19：00
対象　小学1年～6年生　
定員　各コース 50名　　参加費　1,500円
備考　受付期間　8/2 ～ 8　抽選日　8/9

日時　卓球コース
　　　　8/5㈪・6㈫・7㈬・8㈭
　　　　全4回　9：15～ 10：45
　　　陸上競技コース
　　　　8/5㈪・6㈫・7㈬・8㈭
　　　　全4回　17：00 ～ 18：30
　　　ミニバスコース
　　　　8/20㈫・21㈬・22㈭・23㈮
　　　　全4回　9：15～ 10：45
対象　小学1年～6年生 
定員　各30名（陸上は50名）　参加費　各3,000円
備考　受付期間　7/2 ～ 8　抽選日　7/9

アクアグローブ教室

ファミリースイミング教室

おおねテニス教室

こどもスポーツクライミング教室

サタデースイミング教室中級スイミング教室

機能的トレーニング教室

初級スイミング教室

親子ビクス（3 歳コース）教室

カルチャーテニス教室

アクアフィットネス教室

障がい者水中運動教室
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会場　総合体育館

会場　カルチャーパーク

会場　おおね公園

会場　おおね公園

会場　サンライフ鶴巻

アクアビクス教室

キッズスイミング教室

親子ビクス（4・5 歳コース）教室
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こども走り方教室
夏休みこどもスポーツ教室
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名 教
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会場　カルチャーパーク
会場　カルチャーパーク

事前受付型スポーツ教室のご案内 第3月曜除く　8：30～17：15　　電話　0463-84-3376　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間内にお申込みください。

お申し込み方法
※都合により教室の日程、内容を変更することがありますので、予めご了承ください。

◦こどもテニス教室　　　　　　◦こども体操教室　　　　◦パークゴルフ教室
◦キッズダンス教室　　　　　　◦ナイターバドミントン教室
◦ターゲットバードゴルフ教室　◦ピラティス教室（サンライフ鶴巻）
　現在、上記教室を開催に向けて進めております。詳細は、開催準備が整い次第、
秦野市スポーツ協会ホームページに掲載していきます。（情報は随時更新しています）

www.hadano-sports.com

10月からはじまる教室



　スポーツ掲示板では、秦野市民の皆様がスポーツに触れ合うきっかけ作りに
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て
いますので、内容の詳細については各問合先担当者様へご連絡ください。

スポーツ &レジャーで彩る秦野・ひと・まち・みらいをつなぐ

はだのスポーツ掲示板

日　時：6月16日（日）、8月25日（日）
　　　　各10時～ 11時30分
場　所：おおね公園多目的広場
内　容：ラグビーボールを使って、パスやランニ

ングを体験。
対　象：秦野市及び近隣の園児から中学生
費　用：無料
申込期間：6月15日（土）まで
 秦野ラグビースクールHP
 http://rugby-hadano.com/
その他：雨天中止の場合はご連絡頂いた連絡先、

及びＨＰに掲載してご連絡致します。
問合先：秦野ラグビースクール
 山本（☎090-6801-8572、
 　　　メール：rsm44269@nifty.com）

はじめてのラグビー体験会

日　時：7月21日（日）　
 団体戦：9時～　親睦試合：14時～
場　所：カルチャーパーク庭球場（№5～ 10）
内　容：各地区対抗ダブルス団体戦、ダブルス個

人戦の親睦試合
対　象：団体戦は各地区体育協会推薦チーム、親

睦試合は誰でも、1人でも参加可
費　用：無料
申込期間：7月12日（金）まで
 各地区テニス代表者、又はテニス協会事

務局へ申込み
問合先：秦野市テニス協会事務局
 メール：hadano_ta@yahoo.co.jp

令和元年度秦野市長杯テニス競技地区対抗戦

日　時：6月28日（金）　19時30分～ 21時30分
場　所：総合体育館　B1F　第2武道場
内　容：3人のインストラクターによるコラボレッスン。
講　師：ズンバ：吉川麻美
　　　　ヨガ：菊田敬祐
　　　　ベリーダンス：飯田信代
対　象：どなたでも
費　用：1,000円（小学生まで無料）
申込期間：当日直接会場へお集まり下さい。
その他：ヨガマット又はバスタオル、シューズ持参
問合先：NBYサークル（☎090-8177-1119）
 メール：iidanobuyo@gmail.com

ズンバ＆ベリーダンス＆ヨガ

日　時：7月7日（日）
 8時開場　9時競技開始
場　所：カルチャーパーク屋外プール
内　容：日頃より水泳を愛好する多くの市民に競

技会の機会を設け、水泳を通して健全な
心身の育成を図るとともに、各地区対抗
の競技会を通して相互の親睦を図る。

種　目：個人種目50m、100m（自由形、バタフラ
イ、平泳ぎ、背泳ぎ）、200m個人メドレー

対　象：高校生以上、市内在住者で自己の健康に
責任が持て定期的に水泳の練習を行って
いる者

費　用：300円
申込期間：6月17日（月）まで
 各地区担当者までご連絡下さい。
申込先：西上地区　　熊谷（☎090-8055-7968）
 北 地 区　　岩佐（☎75-5171）
 南 地 区　　栗原（☎090-4202-1390）
 本町地区　　奥田（☎83-2986）
 東 地 区　　黒石（☎090-5313-2726）
 大根鶴巻地区　弓削田（☎090-6473-7954）
問合先：秦野市水泳協会
 栗原（☎090-4202-1390、
 　　　メール：m-kuri@bk2.so-net.ne.jp）

第3回市長杯水泳競技大会

日　時：7月14日（日）　 9時～ 11時45分
場　所：おおね公園屋内プール
内　容：水難事故の犠牲者の大部分が衣服を着た

状態で事故にあっていることから、衣服
を着て水に入り、慌てずに身の安全を確
保するための技術を習得します。

対　象：小学生とその保護者
定　員：先着15組30名
持ち物：水着、水泳帽、タオル、あればゴーグル、

衣服（着衣泳時に着る長袖、長ズボン）、
運動靴（上履きは不可）、空きペットボ
トル（1.5 ～ 2リットル※各自1本）、水
分補給用飲料、ビニール袋（濡れた衣服、
靴を入れる）

申込期間：7月7日（日）まで
 件名に「親子教室2019申込」と書いて、

下記の内容を送信してください。
 子ども　①氏名（ふりがな）
 　　　　②学校名　　③学年
 　　　　④身長　　　⑤性別
 保護者　①氏名（ふりがな）
 　　　　②年齢　　　③住所
 　　　　④電話番号　⑤メールアドレス
 ※定員になり次第〆切とさせて頂きます。
問合先：秦野市水泳協会
 高木（☎080-5029-0703）
 メール：ows-trailrun@ezweb.ne.jp

“浮いてまて教室”親子チャレンジ！

日　時：①カルチャーパーク庭球場
 　6月15日・22日・29日
 　13時～ 17時
 　7月27日、8月10日、9月14日・28日
 　15時～ 17時
 ②なでしこ運動広場庭球場
 　7月6日・13日・20日、
 　8月3日・17日・31日、9月7日・21日
 　15時～ 17時
場　所：①カルチャーパーク庭球場
 ②なでしこ運動広場庭球場
内　容：初心者を主な対象として、ソフトテニス

を練習の中から楽しんでいただきます。
対　象：小学生以上、老若男女は問いません。
 （昔経験された方も大歓迎）
費　用：無料
申込期間　事前申込不要、当日受付
その他：雨天の場合、各会場管理事務所に問い合

わせて下さい。
問合先：秦野市ソフトテニス協会事務局
 メール：hsta0463@yahoo.co.jp

初心者ソフトテニス教室

日　時：6月30日（日）　10時～ 11時30分
場　所：南公民館　2Ｆ大会議室
内　容：レインボー体操を体験して脳刺激・筋刺

激をしてみませんか。
対　象：秦野市在住の中高齢者　定員50名
費　用：無料
申　込：南公民館（☎81-3001）
問合先：秦野市南地区体育協会　
 及川（☎090-7004-5771）

中高齢者のための健康体操教室

日　時：6月19日・26日、7月3日・10日（水）
 20時～ 21時20分
場　所：総合体育館　B1F　第2武道場（畳面）
内　容：護身の基本技術を練習します。
対　象：初心者・経験者問わず。
費　用：無料
申込期間：事前申込不要、当日受付
その他：動きやすい服装でお越しください。
問合先：秦野市少林寺拳法協会　事務局
 メール：h-9581-31df@krf.biglobe.ne.jp

少林寺拳法教室（全4回）

日　時：7月27日、8月10日・24日、
 9月14日（土）（予備日9月28日）
 16時05分～ 17時35分
場　所：カルチャーパーク庭球場（№1・2）
内　容：P&Sによるテニス普及プログラム
対　象：8～ 9歳クラス、10～ 12歳クラス
費　用：3,000円
申込期間：6月28日（金）～先着順
 秦野市テニス協会・事務局にメールで申

込み（hadano_ta@yahoo.co.jp)
その他：雨天中止。雨天時の中止は15時に決定 

し、秦野市テニス協会ＨＰに掲載。
問合先：秦野市テニス協会事務局
 メール：hadano_ta@yahoo.co.jp

夏季ジュニアテニス教室

日　時：7月7日（日）　9時～11時30分
場　所：鶴巻小学校校庭
内　容：グラウンドゴルフ教室
対　象：どなたでも参加できます（大根鶴巻地区）
費　用：無料
申込期間：事前申込不要、当日受付
問合先：秦野市大根鶴巻地区体育協会
 岡崎（☎78-3098）

大根鶴巻地区グラウンドゴルフ

日　時：8月24日（土）～25日（日）
場　所：山中湖つかさ（山梨県山中湖村平野1466）
内　容：初心者から上級者まで、1泊または日帰

りでソフトテニスを練習や練習試合の中
から楽しんでいただきます。

対　象：老若男女を問いません。
 （昔経験された方も大歓迎）
費　用：1泊2日の場合　一人13,000円
申込期間：8月4日（日）までに事務局へ
問合先：秦野市ソフトテニス協会事務局
 田中（080-3090-2155）
 メール：hsta0463@yahoo.co.jp

ソフトテニス夏季合同練習会

日　時：9月23日（月・祝）
 10時15分～ 11時45分
場　所：総合体育館　サブアリーナ
内　容：P&Sプログラム
対　象：4歳（幼稚/保育園）～8歳（小学校2年生）
費　用：1,000円
申込期間：8月15日（木）～先着順
 秦野市テニス協会・事務局にメールで申

込み（hadano_ta@yahoo.co.jp)
その他：秦野市テニス協会HPに掲載。
問合先：秦野市テニス協会
 高西（☎090-3683-2666）

2019親子で楽しむキッズテニス教室

親子で楽しむ剣道教室
日　時：1回目　 7月13日（土）
 　　　　17時30分～ 18時30分
 2回目　 7月27日（土）
 　　　　17時30分～ 18時30分
場　所：総合体育館　第1武道場
内　容：心と身体を鍛える剣道を、わかりやすく

楽しく学びます。
対　象：年長・小学生・中学生と保護者
費　用：500円
申込期間：6月30日（日）まで
 林（☎82-9259、
 　　メール：oniku1211@y4.dion.ne.jp）
その他：剣道に興味のある方、武道祭で興味を持っ

た方、待っています。
問合先：秦野市剣道連盟　林（☎82-9259）

＊＊＊スポーツウェルネス吹矢＊＊＊
名 さくらサークル　時 第2・3・4水曜日  10時～
12時　場 南が丘公民館、又は南公民館　対 一般　
費 月 1,500円　問 菅野（☎090-9385-8071）

＊＊＊ヨガ＊＊＊
名 ハタヨガ　時 木曜  19時30分～ 21時　場 堀
川公民館　対 一般　費 月 2,500円　他 無料体験
をやってますので、お気軽に参加して下さい。問 
阿部（☎84-4325）

＊＊＊骨盤体操＆ヨガ＊＊＊
名 メイト2　時 火曜  9時20分～ 10時50分　場 
総合体育館　対 一般　費 1回500円　他 月2回が
ヨガ、2回が骨盤体操です。問 阿部（☎84-4325）

＊＊＊ラグビーフットボール＊＊＊
名 秦野ラグビースクール　時 毎週日曜日  8時
～11時　場 おおね公園・戸川公園他　対 幼稚園
から中学生までの男女　費 年 7,000円　他 コー 
チ・父兄からなる社会人チームも募集中です。　
問 HP http://www.rugby-hadano.com/

＊＊＊ソフトテニス＊＊＊
名 秦野ジュニアソフトテニスクラブ　時 土曜・
日曜・祝祭日（月6回程度）9時～12時　場 南が
丘中学校テニスコート（南が丘）、なでしこ運動
広場テニスコート（上大槻）　対 小学2年生～小
学6年生　費  入1,000円、月1,000円　他 体験
入部は、随時受付中、日本スポーツ協会公認スポー
ツ指導者が基礎から指導いたします。　問 松元（☎
76-7670）Ｅmail：（hadano.jr@gmail.com）

【表記記号】
名 サークル名　時 開催日時　場 開催場所
対 対象者　費 参加費等　他 その他　問 問合せ先

サークル仲間募集
　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いては、問合せ先の担
当者様へ直接ご連絡ください。

気のあう仲間を見つけて、
さわやかなスポーツライフを始めよう！

「はだのスポーツ掲示板」では、参加者募集、仲間募集の投稿記事を募集しています。
　次号の発行予定は、9月15日号（原稿の〆切7月中旬頃（設定予定））です。掲載を希望される方は、投稿記事募集要項を事務局までメールまたは電話
でご請求ください。掲載希望が多い場合、本協会加盟団体の情報を優先して掲載させていただきます。また、全ての方のご希望に添えない場合があります。

請求先：info@hadano-sports.com
電　話：0463-84-3376
担　当：大北・三橋



秦野市スポーツ協会賛助会員・寄附金の募集について

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

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

秦野市レクリエーション協会 秦野市ボウリング協会（活動休止中）

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

秦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

秦野市柔道協会 秦野市家庭婦人バレーボール協会

秦野市山岳協会 秦野市インディアカ協会

秦野市バレーボール協会 秦野市パークゴルフ協会

ロゴマークの意味：
秦野市の清流と湧水をスポーツの頭文字「Ｓ」で、未来へ向かって躍動す
る市民の姿を秦野の「Ｈ」で表現しました。月桂樹の三つ葉は、スポーツ
の力「栄光」「勝利」「栄誉」を力強く表現するとともに、未来へつなぐトー
チもイメージしています。
この三つ葉には、スポーツ協会がスポーツを「する」「みる」「ささえる」
多くの市民と手を携え、生涯スポーツ社会の実現に取り組むというメッ
セージも込められています。

https://www.hadano-sports.com/

◆ 所在地　秦野市平沢101-1　カルチャーパーク総合体育館内
◆ 電　話　0463-84-3376（受付8：30～17：15）

公益財団法人
秦野市スポーツ協会

公益財団法人秦野市スポーツ協会は、スポーツ振興くじ
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『スポーツライフはだの』発行事業を展開しています。

　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、スポーツの
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
寄附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
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　 一口　　５，０００円（一口以上）
企業・団体　 一口　１０，０００円（一口以上）

　詳しくは、秦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31年2月15日から令和元年5月31日現在の皆様（敬称略）

　【個　　　人】　◦遠藤　五夫　◦浜野　則彦　◦山口　英夫
　【団体・企業】　◦株式会社湘南ビルド
　以上の皆様からご協賛いただきました。ご協力ありがとうございます。　

賛助会費・
寄附金

賛助会員
ご紹介

スポーツカレンダーはだの

6 月29日（土）
午前：ふれあいスポーツデー
午後：体操フェスティバル
（カルチャーパーク総合体育館・庭球場・芝生広場）

6 月30日（日）第10回　秦野武道祭
（カルチャーパーク総合体育館）

7 月 7 日（日）2019スポーツクライミング秦野丹沢カップ
（県立山岳スポーツセンター）

8 月 3 日（土）湘南ベルマーレフットサルクラブ　Ｆリーグ公式戦
（カルチャーパーク総合体育館）

8 月17日（土）湘南ベルマーレ応援観戦バスツアー
（Shonan BMWスタジアム平塚）

9 月 7 日（土）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・芝生広場）

9 月 7 日（土）
8 日（日）

日本女子ソフトボール1部リーグ公式戦
（中栄信金スタジアム秦野）

9 月14日（土）スポーツクライミング親子体験教室
（県立山岳スポーツセンター）

パラ・パワーリフティングワールドカップで
銀メダル獲得！

　南矢名在住で、現在、日本パラ・パ	
ワーリフティング連盟のランクAの強化
指定選手として活動されている市川満典
さん（45）。4月にハンガリーで開催され
たエゲル2019ワールドパラ・パワーリ
フティングワールドカップ54kg級で、
銀メダルに輝きました。
　市川選手に今後の目標を聞いたところ、「7月にカザフスタンで開催さ
れる世界選手権への出場が決まっているので、自己ベストを挙げたい。東
京2020パラリンピックに出られるよう力をつけていく。将来的には、
200kgを挙げたい。」と抱負を語られていました。東京2020パラリンピッ
クに出場されることを心からお祈りしています。


