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社会福祉大会（文化会館小ホール・展示室）

かながわスポーツフェスティバル in はだの

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
◆秦野市スポーツ少年団紹介
◆スポーツ教室の開催予定
◆はだのスポーツ掲示板第90号　発行日：令和元年9月15日　発行元：公益財団法人秦野市スポーツ協会  広報委員会　発行部数：51,000部

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

基調講演は、社会福祉大会式典に引き続き、11時15分から
文化会館で開催（入場無料）
詳細は秦野市スポーツ協会ホームページをご覧ください。

（https://www.hadano-sports.com/）

【日　時】　令和元年10月14日（月・祝）　9時～ 12時
【会　場】　カルチャーパーク総合体育館　サブアリーナ、第1武道場
【受　付】　当日、会場にて受付ます。定員は80名（予定）
　　　　　※希望者多数の場合、測定できない場合もあります。
【内　容】　文部科学省「新体力テスト」実施要項に準じて測定します。
【持ち物】　運動ができる服装、室内用シューズ、水分補給用飲料、タオル、着替え
【問合せ先】　秦野市スポーツ協会事務局（☎︎0463-84-3376）

【測定項目】
6 歳から79歳共通種目　身長、 体重、 握力、 上体起こし、 長座体前屈
6 歳から64歳　　　　　反復横とび、 立ち幅跳び、 20ｍシャトルラン
65歳から79歳　　　　　開眼片足立ち、 10ｍ障害物歩行、 6分間歩行
【備　　考】
今回は、6歳から19歳共通種目（50ｍ走、ソフトボール投げ、ハン
ドボール投げ）の測定は行いません。

～ スポーツで  楽しく元気に  健康に～
期間中は誰もがスポーツを楽しみ、スポーツを親しむきっかけづくりを目的に様々なスポーツイベントが開催されます。
この機会に家族や仲間と一緒にスポーツイベントに参加しましょう。

体育の日は 体力測定会 ～体力の現状や日頃の運動成果を測定してみよう～
子どもから高齢者まで、どなたでも測定できます。

式 典

福祉展

模擬店

その他

【日　時】 令和元年10月19日（土）　9時30分～ 13時00分
【会　場】 カルチャーパーク総合体育館　
【対　象】 障がいのある方もない方も年齢問わずどなたでも
【参加費】 無料
【受　付】 当日受付（入退場自由）　
【種　目】 ※室内用シューズをご持参下さい。
 ・車いすバスケットボール ・ブラインドサッカー
 ・ボッチャ　　　　　　 ・サウンドテーブルテニス
 ・フライングディスク　 ・ユニカール
 ・フロアホッケー　など

【展　示】・パラリンピック報道写真展示
（Sports Press Japan 中井敦彦氏）

 ・パラスポーツ用具資料展示
（日本財団パラリンピックサポートセンター）

 ・「ともしびショップゆめ散歩」販売ブース　など

【日　時】 令和元年10月19日（土）　9時30分～16時30分
【会　場】 カルチャーパーク総合体育館　陸上競技場、庭球場 他
【対　象】 一般市民（体験教室は種目によって、参加対象指定あり）　【参加費】無料
【種　目】 ①各スポーツ体験教室（事前申込みが必要）
 ・柔道　　・弓道　　・親子ふれあい体操　　・走り方　　・サッカー
 ・ソフトテニス　　　・キッズダンス　　　　・ヨガ
 ②エンジョイスポーツコーナー（当日受付、どなたでも参加可）
 ・スポーツクライミング　・チャレンジテニス！　・スポーツ鬼ごっこ
 ・未病を改善する体操　　・パークゴルフ　　など

【問合せ先】神奈川県立体育センター（☎︎0466-81-2803）
 ※日曜日、月曜日、祝日は除く
 イベント詳細・事前申込等はウェブサイトへ

基調講演   文化会館小ホール

　パラリンピック陸上競技選手

鈴木　徹 氏
　［テーマ］　日本一あきらめの悪い

高跳び選手の人生

はだのパラスポーツフェスティバル2019
〜東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、パラスポーツの世界を体験しよう！〜

◦かながわスポーツフェスティバル in はだの（「県民スポーツ月間」中央イベント）
◦ともしび秦野 第52回 秦野市社会福祉大会（福祉功労者表彰等）

車いすバスケットボール

ブラインドサッカー

サウンドテーブルテニス

同時開催

秦野市福祉功労者への表彰状及び感謝状贈呈
文化会館小ホール　10時～11時

同時
開催

同時
開催

【プロフィール】
　1990年山梨県出身。高校卒業直前に車で交通事故
を起こし、右足膝下11センチを残し切断。リハビリ
がきっかけとなり、走り高跳びを始め、日本人初の走り高跳び選手として
シドニーパラリンピック大会に出場し入賞。その後、アテネ、北京、ロン
ドン、リオパラリンピックに出場し、5大会連続入賞。2006年のジャパン
パラリンピックでは2mをクリアし、義足選手としては世界で2人目となる
2mジャンパーとなった。2016年には2.02mのアジア新記録を樹立。2017
年の世界パラ選手権では、銅メダルを獲得。

10月は 県民スポーツ月間

参加費
無料！

福祉団体で作成・生産された商品展示及び販売コーナー
文 化 会 館 展 示 室　10時～13時30分

子どもから高齢者までみんなで楽しめる模擬店が多数出展
文化会館ともしび広場　10時～13時30分

丹沢マルシェ、キッチンカーも多数出展



スポーツクライミング秦
HADANO

野丹沢カップ開催報告

湘南ベルマーレ
応援観戦バスツアー開催報告

Fリーグ公式戦 
湘南ベルマーレ VS

フウガドールすみだ 開催報告

第10回秦野武道祭開催報告第34回体操フェスティバル開催報告

　「湘南ベルマーレvsフウガドールすみだ」のフットサル公式戦が8月3
日（土）にカルチャーパーク総合体育館で開催されました。
　試合は、集まったサポーター達の声援を受けながら、選手達は手に汗握
る攻防を繰り広げ、4対2でフウガドールすみだが勝利しました。
　試合後には、湘南ベルマーレの選手達によるフットサル体験教室が開催
され、集まった小学生59名の児童達は選手の熱い指導を受け、フットサ
ルの技術を習得していました。

　「体操フェスティバル」が6月29日（土）にカルチャーパーク総合体育
館で開催されました。今年は、市内で活動している体操、ダンスサークル
が18チーム参加し、各チームとも色鮮やかなお揃いの衣装に身を包み、
日頃の活動の成果を発表しました。
　フィナーレには恒例の「たばこ音頭（サンバ調）」を太鼓のリズムに合
わせて踊り、お互いの健闘を讃えあいました。

　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（主催：秦野市）」が7月7日（日）、県立山岳
スポーツセンターで開催されました。
　朝から小雨が降るコンディションの中での開催となりましたが、県内外
から54名の選手が参加し、高さ15mの屋外クライミングウォールを用いて、
選手達は決められたコースを自分の身一つで挑んでいきました。
　本大会の競技種目はリード（クライマーが自分でロープをかけながら登
るスタイル）とトップロープ（ルートの終了点にあらかじめロープが掛け
られており、クライマーがぶら下がるような形になりながら登るスタイル）
があり、リードはカテゴリーごとに予選、決勝ラウンドを行い、トップロー
プは決勝なしで左右の壁を一回ずつ登り、勝敗を争いました。

　順位は、各選手の獲得高度（どこまで登ることができたか）で決まり、
同じ高度の選手がいた場合は前ラウンドでの順位が高い選手が優先され、
それでも同順位の場合は獲得高度までのタイムが短い選手が上位となり順
位が決まりました。
　競技終了後には、表彰式が行われ、上位3名には、種目ごとに賞状とメ
ダルが贈られました。
　秦野市では、今後も「表丹沢をフィールドとしたスポーツの聖地・秦野」
を目指し、子ども達が将来、オリンピックをはじめとする国際大会で、活
躍できるよう、スポーツクライミングの普及促進に努めていきます。
　また、秦野市スポーツ協会でも冬季に小学生（3 ～ 6年生）を対象とし
たスポーツクライミング教室を予定しています。詳細は次号（11月15日
発行号）に掲載いたしますので、ご覧ください。

　8月17日（土）、湘南ベルマーレのホームタウンデーにあわせて「応援
観戦バスツアー」を開催しました。今年は市役所発47名、東海大学前駅
発48名が参加し、2台の大型バスに乗ってホームスタジアムのShonan 
BMWスタジアム平塚へ向かいました。
　試合前には、ピッチへウォーミングアップに向かう選手たちとのハイ
タッチイベント（バスツアー参加特典）に参加しました。
　湘南ベルマーレは、残念ながら試合に敗れましたが、生で観戦すること
で選手やサポーター達の熱気に触れ、見るスポーツの楽しさを知るバスツ
アーになりました。

　「秦野武道祭」が6月30日（日）にカルチャーパーク総合体育館で開催さ
れました。当日は、子どもから大人まで約800名が参加し、剣道・居合道、
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団体エリアで応援

空手の演武

最後はみんなで記念撮影

湘南ベルマーレvsフウガドールすみだ

　あおば体操による演技発表

ベルマーレ選手とのハイタッチ

柔道体験

フットサル体験教室

3重の輪になってフィナーレ
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結　果
リード L1（中学生）

優勝　角田　暁（厚木市） 準優勝　眞武呼人（川崎市） 三位　岡部千紘（秦野市）

リード L2（小学5・6年生）

優勝　高橋花紗（横浜市） 準優勝　廣澤煌大（中井町） 三位　堀内優里（藤枝市）

リード L3（小学3・4年生）

優勝　長崎莉央（川崎市） 準優勝　長谷川麗（相模原市） 三位　仲田和樹（藤沢市）

トップロープ T（小学1～4年生）

優勝　濱田琉碧（藤沢市） 準優勝　鈴木莉愛（相模原市） 三位　眞武理人（川崎市）

柔道、少林寺拳法、弓道、空手、スポーツチャン
バラの演武や体験、なぎなた、合気道の展示など
武道に親しむ機会が提供されました。参加した子



生涯スポーツコラム（スポーツ科学の基礎を学ぼう）
〜楽しく運動してより健康的に〜

東海大学 体育学部生涯スポーツ学科　
教授　野坂 俊弥

～楽しく、元気に！若さを保つターゲット・バードゴルフ～～少年野球　トリプルアロー～
　秦野トリプルアローは2013年に結成し、野球を通じて心身ともに
成長をしていくことをモットーに日々、厳しさと楽しさをもってグラ
ンドで泥だらけになりながら取り組んでいます。
　今年はチーム出身の選手が甲子園に出場、活躍し、チーム一同が感

人への感謝。その全ての
経験が将来の糧となるこ
とを願っています。
　そんな秦野トリプルア
ローの一員となってくれ
る仲間をこれからも募集
しております。

動。大きな目標や励みになりました。
　野球というスポーツを通じて、選手、保護者、
指導者がひとつの目標に向かい、勝った時の喜び、
負けた時の悔しさ、そこでの達成感やチームプ
レーの素晴らしさを感じられることはチーム関係
者全員の何よりの喜びです。
　今の頑張り、成長が自信へとつながり、努力し
続けられた自分、仲間の大切さ、応援してくれる

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！

群」、予め決められたプログラムのランニングを実施した場合（図中の
○「決められた運動実施群」）、および運動を実施しなかった場合（図中
の□「運動しない群」）の3つの場合の血管（動脈）の硬さの変化を示
したものです。それを見ると運動した場合（●と○）は運動しない場合

（□）よりも動脈の硬さは低いことから、運動によって柔らかい動脈が
維持されていることが示されています。さらに、自分から自由に運動し
た場合（●）の方が他者から決められた（きっと自由な運動ほどには楽
しくない）運動を実施した場合（○）に比べてより効果的に動脈が柔ら
かくなる可能性が示されているのです。

We know what fun is!
　覚えて下さっているでしょうか？昨年（平成30年）9月の「Sports 
Life HADANO」紙（本紙）のこの欄で、わたしがご提案差し上げたこ
の言葉で、「（スポーツの）楽しさとは何かを知っている」という意味を
含んでいます。スポーツを通じて仲間とふれあう楽しさや、何かをやり
遂げる楽しさ、そして何よりもスポーツすることそのものの楽しさなど、
生涯スポーツに触れることによって理解できるこの楽しさ（fun）を感
じ、理解できることが推奨されます。なぜなら、冒頭でご紹介した種々
の運動効果を得るための手段としてスポーツを実施することも重要であ
る一方、スポーツを実践すること自体を目的にし、その結果健康・幸福
になることもまた非常に重要だからです（「運動するから健康である」
宮下充正著、東京大学出版会）。すなわち、実施する運動が手段であっ
ても目的であっても、それを楽しむことこそが生涯にわたるスポーツを
継続的に実践するカギになる、と私たちは考えているのです。

【練習日】　毎週土・日、祝日　9：00～ 17：00
【場　所】　西小学校、堀川小学校、上小学校
【連絡先】　担当　福島　☎︎090-9071-1752
　　　　　Email：hadano.triple.arrow@gmail.com
　　　　　HP：https://hadano-triple-arrow.jimdo.com

　ターゲット・バードゴルフってご存知ですか？傘を逆さまにした様な網状の
籠にバドミントンに似た羽を入れるスポーツです。限られた場所でもゴルフが
楽しめるようにという思いから生まれたシニアでも始めやすく、ゴルフの醍醐
味も味わえるのが魅力です。現在は秦野市TBG協会会員数が約250名で、同
好会、木曜会、はちさん会、どんぐりの会、水曜会の五つのサークルで毎日楽
しんでいます。
　主な練習会場は、なでしこ運動広場、中野健康センター、テクノパーク広場、
県立秦野戸川公園広場、おおね公園スポーツ広場で行っています。また、大会
はカルチャーパーク陸上競技場で行っています。
　発足以来10年を経て、最近では平成30年に全国大会シニア部門で優勝を飾
りました。また、神奈川県大会に於いても各部門に積極的に参加し上位入賞を
果たすなど、活躍しており、近隣県内外の協会とも親睦交流戦を行っています。
　各サークルでは、随時新規会員を募集しています。また協会では秦野市スポー

運動の効果と弊害
　適度な運動を習慣的に実施すると健康になるという根拠が、数多くの
研究成果として様々な場面で紹介されています。つまり、個人に合った
程よい運動を一定の期間実施すると高血圧や糖尿病あるいは肥満の予防
や軽減に効果的であったり、精神的なストレスが発散されたり、さらに
はお友達が増えたり社会性が身についたりすることも期待できるとされ
ています。今後はさらに中枢神経系などを中心にした運動効果に関する
種々の研究が発展することが期待されています（「脳を鍛えるには運動
しかない」ジョン Ｊ レイティ著、NHK出版）。いうまでもなく、それ
らの良い効果は個人に合った適度な運動を実施した場合に期待できるも
のであって、過度な運動を実施した場合にはケガをする危険性が高まる
など、良くない弊害も運動によってもたらされることがあることに注意
する必要があります。

自由で楽しい運動は効果も割り増し

ツ協会主催の「初心者講習会」、県立秦野戸川公
園との共催事業でターゲット・バードゴルフの
体験教室を開催していますので、皆様の参加を
お待ちしています。
　詳細、お問合せ、お申し込み等は当協会のホー
ムページから確認できますので、お気軽にご覧
ください。
秦野市ＴＢＧ協会ＨＰ

https://hadanotbg.webly.com/
秦野市ＴＢＧ協会事務局

山川（連絡先　☎︎090-8804-2272）

応募締切 9月30日（月）
申込方法 大会ホームページより

http://www.hadano-minase.jp/

　それでは、同じ運動
でもそれを楽しく実施
するか否かによって期
待できる効果が異なる
かもしれないことをご
存じですか？右の図
は、自由にランニング
を実施した場合（図中
の●「自由な運動実施

期　日 12月1日（日）
部　門 スタート 参加料
ハーフ 8：45 5,000円
5km 9：20 3,500円

（中学生 2,500円）

【問い合わせ】秦野市スポーツ推進課 ☎0463-84-2795

コース動画
作成中 !



第33回市長杯争奪家庭婦人バレーボール大会

第3回市長杯・第22回剣道選手権大会第3回市長杯ソフトボール大会

令和元年度市長杯争奪男女混合9人制バレーボール大会令和元年度市長杯テニス競技地区対抗大会

第3回市長杯弓道大会第3回市長杯・第52回会長杯争奪卓球大会

第3回市長杯水泳競技大会
主催　秦野市家庭婦人バレーボール協会

主催　秦野市剣道連盟主催　秦野市ソフトボール協会

主催　秦野市バレーボール協会主催　秦野市テニス協会

主催　秦野弓道協会主催　秦野市卓球協会

主催　秦野市水泳協会

　第33回市長杯争奪家庭婦人バレーボール大会は、6月16日（日）カル
チャーパーク総合体育館で開催されました。
　当日は、260名が参加し、各地区にて編成されたチームで地区対抗戦に
よる熱戦が繰り広げられました。

　第3回市長杯・第22回秦野市剣道選手権大会は、7月15日（月・祝）カ
ルチャーパーク総合体育館で開催されました。
　団体戦は地区対抗戦として、個人戦は選手権大会として行われました。
大会結果
優勝：東地区、第2位：南地区、第3位：大根鶴巻地区

　第3回市長杯ソフトボール大会は、なでしこ運動広場にて7月14日（日）、
21日（日）の2日間の日程で開催されました。
　当日は、各チーム、監督1名、コーチ2名以内、選手25名以内で構成さ
れた7チームが参加し、トーナメント戦（3位決定戦はなし）による試合
が行われました。今年はティラドチームが優勝し、大会2連覇を果たしま

　令和元年度市長杯争奪男女混合9人制バレーボール大会は、7月28日（日）
カルチャーパーク総合体育館で開催されました。本大会は、男女混合9人
制（男性3人、女性6人）大会とし、当日は85名が参加され地区対抗戦が
繰り広げられました。

　令和元年度市長杯テニス競技地区対抗大会は、7月21日（日）カルチャー
パーク庭球場で開催されました。地区対抗ダブルス団体戦は6地区を2ブ
ロックに分け、予選リーグ戦を実施後、予選順位による順位決定戦が行わ
れました。
　団体戦終了後は、一般参加者も交えたダブルス親睦試合が行われました。

　第3回市長杯弓道大会は、7月20日（土）カルチャーパーク総合体育館
弓道場で開催されました。各地区による団体戦（3人一組）複数チーム参
加可として14組で競い合い、個人は8名の方が参加されました。

　第3回市長杯・第52回会長杯争奪卓球大会は、8月11日（日）カルチャー
パーク総合体育館で開催されました。当日は、一般チームが44チーム、
小中学生39名が参加し、男女団体戦、男女小中学生の部に分かれ各部、
予選リーグの後、決勝トーナメントが行われました。
大会結果（優勝）

　第3回市長杯水泳競技大会は、7月7日（日）カルチャーパークプール
で開催されました。当日は梅雨空で気温も上がらず、寒い中での大会とな
りましたが、112名の選手達がタイムを競い合い、悪条件にも関わらず5
種目で大会新記録を樹立しました。
　本大会は地区対抗戦で西上地区が優勝し、大会3連覇を成し遂げました。
優勝チームの西上地区には市長杯が授与されました。

秦野市長杯・地区対抗戦の結果報告 （秦野市総合体育大会後継事業）

大会結果
優　勝：南地区
準優勝：西地区
第３位：本町地区
第３位：大根鶴巻地区
第５位：北地区
第６位：東地区

個人戦（選手権大会）優勝者
【小学生2年以下の部】近藤咲花、【小
学生3・4年の部】櫻井泰三、【小学生 
5・6年の部】河野涼太、【中学生女子
の部】大山らら、【中学生男子の部】
棚本天斗、【高校生女子の部】堀井桃 
夏、【高校生男子の部】古谷弥己、【最
優秀選手賞】古谷弥己

した。

大会結果
優　勝：ティラド
準優勝：オーティーズ
第３位：曽屋原イーグルス
第３位：フェスタ

大会結果
優　勝：北地区　
準優勝：東地区　
第３位：大根鶴巻地区
第３位：西上地区
第５位：本町地区
第５位：南地区

大会結果
優　勝：本町地区
準優勝：西上地区
第３位：南地区
第４位：大根鶴巻地区
第５位：東地区
第６位：北地区

大会結果
【団体の部】　優　勝：西上地区A

（佐々木喜代治、岡田純、杉山博）
　　　　　　準優勝：本町地区A

（林二三四、石田京子、石田賀久）
　　　　　　第３位：南地区C

（斉木康訓、清重達夫、小野秀逸）
【個人の部】　優　勝：佐々木喜代治
　　　　　　準優勝：上田裕子
　　　　　　第３位：石田賀久

【男子団体一部】レーサー X（A）
【男子団体二部】おおねクラブ（A）
【女子団体一部】鳳莱仙（A）
【女子団体二部】みずきC
【小中学生一部男子シングルス】福田竜也（嵐）
【小中学生二部男子シングルス】甲田正人（嵐）
【小中学生一部女子シングルス】稲葉絢咲（嵐）
【小中学生二部女子シングルス】渡辺香音（嵐）

大会結果
優　勝：西上地区
準優勝：南地区
第３位：大根鶴巻地区
第４位：東地区
第５位：本町地区
第６位：北地区



　スポーツライフ第87号のスポーツ少年団団員募集に引き続き、今号では秦野市で活動して
いる少年団にスポットを当ててみました。皆さんの地域の中で活動しているスポーツ少年団！
　活動への参加者募集！興味のある方は、各団体連絡先までお問い合わせください。

◦一人でも多くの青少年にスポーツの喜びを提供する
◦スポーツを通して青少年のこころとからだを育てる
◦スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献する

◦チーム紹介
少林寺拳法は、日本発祥の武道で、修行
の目的は、自分や大切な人を護る技術
を身につけることです。人作りの「行」
として、心と身体の成長を目指します。
◦代表者　山村 晴人
◦連絡先　☎080-1156-3687

◦チーム紹介
渋沢小学校区を中心に活動していま
す。スポーツを通じて色々なことを学
んで欲しいと願って活動しています。
◦代表者　松本 直樹
◦連絡先　☎0463-45-0422

◦チーム紹介
東小学校区を拠点に活動しています。
ボールをつなぐ、考えてプレーするこ
とを目標に練習しています。
◦代表者　上原 富士夫
◦連絡先　east_jvc＠yahoo.co.jp

◦チーム紹介
東小学校区を中心に、「元気よく挨拶
ができる子」、「仲間を大切にできる
子」を目指し、活動しています。
◦代表者　大森 才次郎
◦連絡先　☎0463-81-5815

◦チーム紹介
鶴巻小学校区を中心に活動していま
す。秋の県大会2連覇を目指し活動し
ています。
◦代表者　飯塚 安那
◦連絡先　☎090-5574-8193

◦チーム紹介
渋沢小学校区を中心に活動していま
す。スポーツを通じて色々なことを学
んで欲しいと願って活動しています。
◦代表者　田中 義明
◦連絡先　☎0463-88-1207

◦チーム紹介
子どもも大人も共に成長することを
モットーに様々なレクリエーションを
企画しながら育成・指導しています。
◦代表者　渡邉 和義
◦連絡先　☎0463-78-7762

◦チーム紹介
渋沢小学校区を中心に活動している
野球チームです。「感動野球」をモッ
トーに団員の人間力の向上、社会性の
醸成に努めています。
◦代表者　飯塚 雄三
◦連絡先　☎0463-88-0011

◦チーム紹介
渋沢小学校区を中心に活動していま
す。スポーツを通じて色々なことを学
んで欲しいと願って活動しています。
◦代表者　萩原 大義
◦連絡先　☎0463-88-6612

◦チーム紹介
多くの卒団生から、プロ野球選手2名を
輩出しています。野球の楽しさのみなら
ず、「挨拶や礼儀」、「仲間への思いやり」、

「感謝の気持ち」を大切に練習しています。
◦代表者　宮永 昌幸
◦連絡先　☎090-8817-3547

◦チーム紹介
「健全な精神は体から」をモットーに
指導・育成をしています。
◦代表者　小林 敏夫
◦連絡先　勝俣 ☎080-6643-9250

◦チーム紹介
本町小学校区を中心にしたバレーボー
ルチームです。競技を通じ大切な事を
学んで欲しいと願い活動しています。
◦代表者　田中 聡
◦連絡先　☎090-4018-7591

◦チーム紹介
渋沢小学校区を中心に活動していま
す。スポーツを通じて色々なことを学
んで欲しいと願って活動しています。
◦代表者　横川 光雄
◦連絡先　☎0463-88-2228

◦チーム紹介
秦野国際乗馬クラブ内にて、小学生か
ら高校生を中心に活動しています。子
ども達がケガのないよう、馬に親しめ
るよう取り組んでいます。
◦代表者　高橋 節春
◦連絡先　☎0463-88-1504

◦チーム紹介
現在、団員は12名。北小学校で練習し
ています。アットホームな雰囲気で楽
しく練習しています。
◦代表者　今野 力
◦連絡先　☎090-3044-0624

丹沢スポーツ少年団
（少林寺拳法）

渋沢スポーツ少年団
（サッカー）

東スポーツ少年団
（バレーボール）

カイザースポーツ少年団
（野　球）

湘南ドリームスポーツ少年団
（バレーボール）

渋沢スポーツ少年団
（野　球）

スカイホークススポーツ少年団
（野　球）

リトルジャイアンツスポーツ少年団
（野　球）

渋沢スポーツ少年団
（バスケットボール）

コメッツスポーツ少年団
（野　球）

ペッカーズスポーツ少年団
（野　球）

本町スポーツ少年団
（バレーボール）

渋沢スポーツ少年団
（バレーボール）

乗馬スポーツ少年団
（乗　馬）

北JVCスポーツ少年団
（バレーボール）

スポーツは一生のトモダチ
秦野市スポーツ少年団　各単位団の紹介

団員
募集中

スポーツ少年団マーク

スポーツ少年団の理念

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。

Q 　どんなところで活動しているの

（登録順）

スポーツ少年団 Ｑ＆Ａ

A 　主に小学校区を単位として学
校のグラウンドや体育館で活動
しています。

 　近隣の団体と合同で活動する
場合は場所を変更することもあり
ますが、試合などない限り同じ場
所で行います。

 　もし、土曜日または日曜日にそ
れらの場所でスポーツをしている
団体を見かけたら、それがスポー
ツ少年団かもしれません。



教　室　名 曜日 時　間 日　　　程

はじめて
エアロビクス

火 9：30～10：50 9/24、10/1・8・29、11/5・12・19
水 19：30～20：50 10/2・16・30、11/13・27
土 11：30～12：50 10/12・26

エアロビクス
初級

月 9：30～10：50 10/7・28、11/4・11・25
木 19：30～20：50 9/19・26、10/3・10・17・24・31、11/7・14・21・28
金 9：30～10：50 9/20・27

エアロビクス
初中級

月 9：30～10：50 9/23・30

金 9：30～10：50 10/4・11・18・25、11/1・8・15・22・29
19：30～20：50 9/27、10/11・25、11/8・22

ホリデーフィットネス 月 13：30～14：50 9/16、11/4※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 9/24、10/1・8・15・29、11/5・12・19・26
土 11：30～12：50 11/9・16・23・30

リフレッシュ・ヨガ 月 19：30～20：50 9/16・23・30、10/7・14・28、11/4・11・25

タイ式ヨガ 水 9：15～10：35 9/25、10/2・9・16・23・30、11/6・13・20・27
土 9：30～10：50 10/5・12・26、11/9・16・23・30

ピラティス 水 13：30～14：50 9/25、10/9・16・23、11/13・20・27
健康体操教室 木 13：30～14：50 9/19・26、10/3・10・17・24・31、11/7・14・21・28

当日受付型スポーツ教室のご案内（1回 400円） 受付方法

事前受付型スポーツ教室のご案内

　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。

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。

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。

スポーツ協会が主催する教室予定　School Information

日　時　10/26、 11/2・9・16・23、 12/7・15㈰・21
　　　　土曜日  全8回  13：00～14：45  ※12/15は

　11：00～12：45

対　象　平成25年4/1以前生まれ～小学2年生　　　
定　員　30名　　参加費　5,000円
備　考　受付期間  9/19～25　抽選日  9/26

日　時　10/26、 11/9・16・23・30、 12/7・14・21
　　　　土曜日　全8回　15：15 ～ 16：45
対　象　小学1年～6年生 
定　員　30名　　参加費　4,000円
備　考　受付期間  9/19～25　抽選日  9/26

日　時　10/25、 11/1・8・15・22・29、 12/6・13
　　　　金曜日　全8回　17：30 ～ 18：30
対　象　小学1年～ 4年生　　
定　員　20名　　参加費　5,000円
備　考　受付期間  9/19～25　抽選日  9/26

日　時　11/13・20・27、 12/4・11・18
　　　　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  10/16～22　抽選日  10/23

日　時　11/5・12・19・26、 12/3
　　　　火曜日　全5回　17：30 ～ 18：45
対　象　5歳児～小学6年生　
定　員　30名　　参加費　3,000円
備　考　受付期間  10/2～8　抽選日  10/9

日　時　11/14・21・28、 12/5・12・19
　　　　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  10/16～22　抽選日  10/23

日　時　10/31、 11/7・14・21・28、 12/5・12・19
　　　　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　水中で行なうエアロビクス運動
備　考　受付期間  10/2～8　抽選日  10/9

日　時　10/27、 11/10・17・24、 12/1・8・15・22
　　　　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  10/2～8　抽選日  10/9

日　時　11/5・12・19・26
　　　　火曜日　全4回　9：30～ 11：30
対　象　一般（高校生以上）　　
定　員　20名　　参加費　2,000円
備　考　受付期間  10/2～ 先着順

日　時　11/1・8・15・22・29、 12/6・13・20
　　　　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  10/2～8　抽選日  10/9

日　時　10/30、 11/6・13・20・27、 12/4・11・18
　　　　水曜日　全8回　13：50 ～ 14：50
対　象　一般　定　員　55名　参加費　5,600円
内　容　グローブをはめて行なうエアロビクス運動
備　考　受付期間  10/2～8　抽選日  10/9

こども体操教室 キッズダンス教室こどもテニス教室 教
室
名

教
室
名

教
室
名 会場　総合体育館 会場　総合体育館会場　総合体育館

アクアグローブ教室教
室
名会場　おおね公園

アクアビクス教室

ファミリースイミング教室

教
室
名

教
室
名

会場　おおね公園

会場　おおね公園
アクアフィットネス教室教

室
名会場　おおね公園

パークゴルフ教室教
室
名会場　カルチャーパーク

親子ビクス教室（3 歳コース）教
室
名会場　総合体育館

親子ビクス教室（4・5 歳コース） こどもフラ＆タヒチアン教室教
室
名

教
室
名会場　総合体育館 会場　総合体育館

お申し込み方法

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

※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。

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

（www.hadano-sports.com）
に掲載していきます。

（情報は随時更新しています）

　秦野市スポーツ協会では、スポーツの指導をされている方や、スポーツ活動のサポートをしている保護者、
スポーツの実践者の方を対象に指導者としてのスキルアップ等をテーマとした講習会を開催します。
　参加をご希望される方は秦野市スポーツ協会事務局（☎︎0463-84-3376）までお申込みください。

【講師】　小林 宣義 氏　（小田原短期大学 千葉
サポートセンター 助教）

【日時】 11月9日（土）　10時00分～12時00分
【会場】 カルチャーパーク
 総合体育館サブアリーナ
【備考】 筆記用具、室内シューズ、動きやすい

服装でご参加ください。
【受付】 10月7日（月）～　先着50名

【講師】 大久保 進哉 氏　（フィットネスプロダクト
代表、健康運動指導士・実践指導者養成講師）

【日時】 12月8日（日）　10時00分～12時00分
【会場】 カルチャーパーク
 総合体育館サブアリーナ
【備考】 筆記用具、室内シューズ、動きやすい

服装でご参加ください。
【受付】 11月5日（火）～　先着50名

【講師】 田中 咲百合 氏　（株式会社ルメラキ
ア代表、健康運動指導士）

【日時】 10月5日（土）　13時00分～15時00分
【会場】 カルチャーパーク
 総合体育館サブアリーナ
【備考】 筆記用具、室内シューズをご持参くだ

さい。
【受付】 9月2日（月）～　先着50名

「コオーディネーショントレーニング」
～思い通りに身体を操り、

運動能力を向上させる～

「スポーツ指導者・支援者
スキルアップセミナー」

参加者募集
「転倒予防の要因と

分かりやすく効果的なエクササイズ」
～怪我を防ぐ体づくりとは～

「正しいトレーニングと体調の整え方」
～なりたい自分へのあと一歩　Part2
パフォーマンス向上と公共施設活用術～



スポーツ掲示板投稿記事を募集しています！

　「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、11月15日号（原稿の〆切10 
月初旬頃（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

＊＊＊軟式野球＊＊＊
名 秦野市野球協会　時 春・秋（年2シーズン制　
各日曜日）　場 中栄信金スタジアム秦野球場 他　
対 市内在住または勤務の高校生以上のチーム　
費 1シーズン18,000円　問 山口（☎090-9858-
5748）

＊＊＊親子空手教室＊＊＊
名 幸栄館空手、大根クラブ　時 毎週土曜日　19
時～20時30分　場 大根中学校格技室　対 小学
生～中学生（親子）　費 月 1,500円　問 神（☎
88-1847）

【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。
　お子様の体験もできます。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）

開催日：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メインアリーナ、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

※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。
【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　　 ◦スポーツウエルネス吹矢　 ◦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）

　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。

日　時：毎週水曜日　18時30分～ 20時00分
場　所：総合体育館B1F　第2武道場（畳面）
内　容：簡単な護身術から始め、楽しく少林寺拳

法を体験してみよう。
対　象：初心者・経験者問わず。
 子供（小１～）のみ、大人のみ可。
 親子も歓迎します。
費　用：無料
申込期間：当日まで
 事前に電話またはメールにて下記問い合

わせ先にご連絡ください。
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
 山村（☎080-1156-3687）
 メール h-9581-31df@krf.biglobe.ne.jp

日　時：①机上研修会
 　10月19日（土）19時～ 21時
 ②実技講習会
 　11月24日（日）8時～16時
場　所：①保健福祉センター
 ②中栄信金スタジアム秦野球場
内　容：野球の基本ルールの習得と審判の心得
対　象：野球の審判を目指す方
費　用：無料
申込期間：随時
問合先：秦野市野球協会　事務局
 山口（☎090-9858-5748）

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
初心者　少林寺拳法教室

野球の審判員研修会

日　時：11月24日（日）　8時30分集合 9時開始
場　所：カルチャーパーク庭球場（北側6面）
内　容：ダブルス大会（当日、「くじ」を引いて

頂き、パートナーを決めます）
対　象：ソフトテニス協会員、入会予定者および

協会が認めた方
費　用：1名につき、600円
 （うち300円を寄付する）
申込期間：11月15日（金）まで
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

第2回 秦野市チャリティーソフトテニス大会

日　時：10月26日（土）
場　所：神奈川大井射撃場
内　容：クレー射撃　トラップ　100個撃ち
対　象：秦野市在住の猟銃所持許可者
費　用：4,000円
申込期間：当日現地受付　9時まで
問合先：秦野市クレー射撃協会　事務局
 岩田（☎090-7635-4170）

秦野市長杯争奪　クレー射撃競技

日　時：①カルチャーパーク庭球場
 　10月26日 13時～ 17時
 　11月16日・23日 13時～ 16時
 ②なでしこ運動広場庭球場
 　10月5日・19日 13時～ 17時
 　11月2日 13時～ 16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：初心者を主な対象者として、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お問い

合わせ下さい。
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

初心者ソフトテニス教室

日　時：①グラウンドゴルフ教室
 　10月6日（日）　9時～11時30分
 ②グラウンドゴルフ大会
 　10月27日（日）　9時～11時30分
場　所：①広畑小学校校庭
 ②鶴巻小学校校庭
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

＊＊＊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）

【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！

　「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。

テニスクリニック
10月・12月・2月・3月（予定）

パークゴルフ体験
10月・2月・3月（予定）

弓道体験
3月（予定）

無料フィットネス体験
12月・2月・3月（予定）

ふ れ あ い ス ポ ー ツ デ ー

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



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

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。

令和元年6月1日から令和元年8月31日入会の皆様（敬称略）

【個　　　人】　◦石塚拓雄　◦伊東和彦　◦今井茂文　◦原　正一
　　　　　　　◦古谷秀雄　◦宮村慶和

【団体・企業】　◦秦野市本町地区体育協会　◦秦野市南地区体育協会
　　　　　　　◦秦野市東地区体育協会　　◦秦野市北地区体育協会
　　　　　　　◦秦野市大根鶴巻地区体育協会　
　　　　　　　◦秦野市ソフトテニス協会　◦秦野市レクリエーション協会
　　　　　　　◦秦野弓道協会　　　　　　◦秦野市サッカー協会
　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
10月 6 日（日）第8回車いすテニス・ニューミックス大会

（カルチャーパーク庭球場）

10月14日（月・祝）ふれあいスポーツデー・体力測定会
（カルチャーパーク総合体育館・庭球場）

10月19日（土）はだのパラスポーツフェスティバル
（カルチャーパーク総合体育館）

11月 3 日（日）市民の日・ふれあいスポーツデー
（カルチャーパーク総合体育館）

11月30日（土）わくわくスポーツ交歓会（パークゴルフ）
（カルチャーパーク内芝生広場）

12月 1 日（日）第15回はだの丹沢水無川マラソン大会
（カルチャーパーク～西田原～戸川公園一帯）

12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）

12月26日（木）
少年少女スケート教室（受付は11月中旬頃（予定））
※荒天時27日（金）へ順延

（富士急ハイランド（総合体育館から往復バス））

　車いす者と健常者がペアを組み、協力しながらダブルステニスの試合を
行う「車いすテニス・ニューミックス大会」が今年も開催されます。

第8回　車いすテニス・ニューミックス大会
～秦野でパラスポーツ～

前回大会（昨年）の
試合風景

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）
◆ E-mail　info@hadano-sports.com

公益財団法人
秦野市スポーツ協会

　本大会では、グループ内で試合ごとに車いす者と
健常者の組み合わせを変え、それぞれの個人成績に
よって表彰を行います。
　観戦は無料となりますので、ぜひご来場ください。
【日時】　10月6日（日）
　　　　開会式：9時　閉会式：15時
【会場】　カルチャーパーク庭球場


