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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

100号の発刊に寄せて
公益財団法人秦野市スポーツ協会

会長　遠藤　五夫
　 「スポーツライフはだの」は、平成9年1月25日の創刊から
4 四半世紀を迎え、この度、100号を迎えることができました。

これもひとえに発行に携われた歴代の広報委員をはじめ、紙
面に情報を提供していただいた加盟団体の皆様のご尽力、さ
らには、この情報紙をご愛読いただいている多くの市民の皆

様のおかげと、厚くお礼申し上げます。
　創刊時の平成8年度は、（財）秦野市スポーツ振興財団が設立され、平成28年
度には、秦野市体育協会と組織が一元化され、（公財）秦野市スポーツ協会とし
て、現在に至っております。今回100号を記念して、この25年間の歩みを振り返っ
た座談会を開催し、その内容を掲載させていただきました。
　これからも、「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」として、より一層の充実に努めていきたいと思いますので、今後とも
皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。

これからも秦野市スポーツ協会は、市民の皆様にスポーツ情報をお届けします。

情報紙「スポーツライフはだの」掲載の歩み
発行号 発行年月日 特筆記事
1号 1997.1.25 財団法人秦野市スポーツ振興財団紹介

5号 1998.1.16 第53回国民体育大会（かながわ・ゆめ国体）開催
（秦野市では卓球競技、山岳競技を開催）

14号 2000.3.31 おおね公園オープン（2000.4.1）
（テニスコート・ゲートボール場）

25号 2003.1.1 おおね公園温水プールオープン（2002.12.19）

36号 2005.10.1 秦野市制施行50周年記念
大相撲秦野場所（2005.10.15）

38号 2006.7.1 スポーツ施設の指定管理者制度の導入
（財団法人秦野市スポーツ振興財団）（2006.4.1）

49号 2009.3.31 第1回はだのっ子駅伝交流会開催（2009.2.15）

65号 2013.3.31 財団法人秦野市スポーツ振興財団から
公益財団法人秦野市スポーツ振興財団へ移行

68号 2014.1.1 2013年9月からふれあいスポーツデー各月開催

70号 2014.7.15 秦野市制施行60周年記念
大相撲秦野場所（2005.10.15）



司会：　秦野市総合体育館（メタックス体育館はだの）は、平成8年に竣工しました。
この総合体育館の整備を契機に、秦野市は市内の体育施設を財団法人として
一元管理することとして、25年が経過しました。園田様は、総合体育館の開
設に準備段階から事務をとられ大変なご苦労があったと思いますが、施設の
管理・運営について、法人化した背景について伺います。
　また、第53回国民体育大会（かながわゆめ国体）が平成10年10月24日か
ら開催され、秦野市は、卓球と山岳の競技会場として使われました。当時の
雰囲気や施設を運営するうえでの苦労話についても伺いたいと思います。

園田：　記憶もあいまいな部分もありますが、法人化の背景については、平成6年か
ら体育館開設準備担当が設置され、翌月から主務官庁との協議が始まりまし
た。協議の内容としては、平成8年度の総合体育館の完成を契機に、また平成
10年度の国体をにらみ市民の健康増進及びスポーツの振興のため、財団法人
を設立するというものでした。
　当時、県内の各市でも効率的なスポーツ施設の運営のため、財団法人を設
立し、スポーツ施設の管理運営をしている状況であったと思います。苦労と
いえば、主務官庁との協議でありまして、財団設立のための寄附行為、設立
趣意書などの予備審査書類から設立許可申請、財団設立登記まで、事務手続
きに3年ほどかかりました。その間、市の政策判断や議会との調整、備品の購
入や体育施設の名称など、並行して事務を進めて行きました。
　次の国体に関しましては、少年男子と少年女子の卓球会場として10月24日
から10月27日の3日間総合体育館をメイン会場として競技が開催されました
が、競技会の前に国体用の卓球台を大量に購入し、国体使用時に卓球台に傷
がつかないよう、厳重に保管するのに苦労した覚えがあります。

司会：　平成20年度から平成27年度までの8年間秦野市スポーツ振興財団の理事長
として、また、平成28年度に公益財団法人秦野市スポーツ協会の専務理事と
して務めていただいた落様にお聞きしたいと思います。
　平成18年度から平成20年度の3か年指定管理者として、また、平成21年度
からは秦野市の直営となり施設管理から離れたわけでありますが、平成28年
度には、（公財）秦野市スポーツ振興財団と体育協会を一元化し、（公財）秦
野市スポーツ協会の初代専務理事として辣腕を振るっていただきました。
　ここまでくるのに大変なご苦労があったと思いますが、公益財団法人への
変遷や苦労されたエピソードなど伺いたいと思います。

落　：　時間的な経過では、（財）秦野市スポーツ振興財団を設立後、平成14年3月
に「公益法人制度の抜本的改革に関する取組みについて」閣議決定され、最
終的には平成18年5月に公益法人制度改革関連三法案が成立しました。
　平成20年12月に法律が施行されたことから、組織の判断としては円滑な法
人運営を図るため、寄附行為を定款に改め、併せて関係法規や基本財産のあ
り方を整理したうえで、平成25年4月に公益財団法人としてスタートを切り
ました。
　在職中は、平成28年4月に秦野市体育協会と組織を一元化し、（公財）秦野
市スポーツ協会という名称に変更、各種の規程やスポーツ協会事業の見直し
を行いました。中でも職員と協力し、「はだのっ子駅伝」や「パラスポーツフェ
スティバル」など、実現できたことは大変良かったと感じています。
　また、特に、一元化によって6地域団体及び28競技・レクリエーション団
体は加盟団体規程の中で、団体としての「公正・公平性・透明性」を確保す
るなど、※3ガバナンスの強化に努めました。

司会：　遠藤様は、平成25年度から平成27年度まで秦野市体育協会の会長として3
か年、また平成28年度から令和3年度まで（公財）秦野市スポーツ協会会長
として、就任していただいております。
　さらには、（公財）秦野市スポーツ振興財団と秦野市体育協会の一元化にご
尽力頂きました。この一元化につきましては、「秦野のスポーツ施策のあり方
協議会」で議論されたと聞いております。
　神奈川県内でも、体育協会が公益財団法人と一元化した事例は、政令市や
厚木市等と並んで先駆的な事例でありました。また、「体育協会」から「スポー
ツ協会」と名称を変更したことも先駆的な事例でありました。そこで、一元
化の背景など、伺いたいと思います。

遠藤：　当時は、秦野市から両団体の一元化の話があり、「秦野のスポーツ施策のあ
り方協議会」を立ち上げました。秦野市体育協会の運営、予算、組織につい
て議論し、メリット、デメリットを比較し、体育協会は（公財）秦野市スポー
ツ振興財団と一元化することになりました。当初は、6地区の体育協会支部や
スポーツ競技団体からは反発もありましたが、法人化による事業の継続性や
社会的信用を高めることで一元化が実現しました。一元化後の法人を公益財
団か一般社団か議論はありましたが、団体としての公益性、透明性や信頼性
を考慮し、公益財団を選択しました。
　また、一元化後の団体の名称についても、体育協会とするのかスポーツ協
会にするのか、喧々諤々の議論はありましたが、国が平成27年にスポーツ庁
を設置したことや神奈川県もスポーツ局であったことから、この流れの中で
最終的に「スポーツ協会」という名称に決定しました。

司会：　秦野市は、第2期スポーツ推進計画を策定し、令和3年度から令和7年度ま
での5か年間の秦野市におけるスポーツの推進方策を定められました。
　そこで、北口課長から秦野市における今後のスポーツ施策の取組について
伺いたいと思います。

北口：　今、スポーツの役割は大きく変わり、地方自治体の施策としても重要度が
増しています。人口減少、高齢化などの社会情勢の変化の中で、スポーツと
いうツールを使い健康寿命の延伸やコミュニティづくり、また、まちづくり
に結びつけることが期待されています。
　第1期のスポーツ推進計画期間内には、ラグビーワールドカップ、東京オリ
ンピック・パラリンピックが開催され、スポーツへの関心が高まりを見せて
います。本市では、神奈川県と一体となって、全国有数のクライミング拠点
として、「はだの丹沢クライミングパーク」を整備し、スポーツクライミング
の普及による市民の健康増進はもとより、市外から多くの来訪者を秦野市に
呼び寄せることができました。　
　また湘南ベルマーレのホームタウンでは唯一、（公財）秦野市スポーツ協会
とともに、まちづくりに関する包括連携協定を締結し、市民の健康増進や地
域活性化等の取組みで連携を図ることとしています。
　第2期のスポーツ推進計画では、これらの取組みを発展させるとともに、新
たな連携も模索しながら、スポーツでいつでも気軽に健康づくり、スポーツ
で絆を感じる地域づくり、持続可能なスポーツ環境づくりを基本目標として
掲げ、施策を推進していきます。
　しかし、一方で、新型コロナウイルス感染症の影響で、活動自粛による免
疫力の低下などが心配されており、アンケート結果でもニーズが高く本市の
地域資源を生かせるウォーキングの普及啓発を重点に運動実施率の向上にも
取組んでいます。

司会：　皆様にお聞きしたいと思います。社会の変化とともにスポーツの役割が変
化しております。現在では生涯にわたってスポーツの果たす役割が重視され
ています。そこで、これからの※生涯スポーツのあり方について、キーワード
を伺いたいと思います。

遠藤：　生涯スポーツは、人間性豊かな健康で明るい生活を営む上で欠かすことの
できないもので、（公財）秦野市スポーツ協会が担うべき社会的責任でもあり
ます。

園田：　人生100年時代でありますので、高齢者から子どもまでできるスポーツ環境
の整備をお願いしたい。

北口：　※4ビジネスパーソンの運動実施率が全国的に低い傾向がありますので、時
間や場所を選ばない※5運動メソッドを普及し、身体を動かす習慣をスポーツ
につなげることが重要です。

落　：　障がい者スポーツの普及は重要であります。障がいの有無に関わらずスポー
ツ環境を提供することが、2020東京オリンピック・パラリンピックの※6レガシー
を継承することになると思います。

司会：　皆様の貴重なお話を伺いました。
　さて、スポーツ庁では、令和4年3月までに「第3期スポーツ基本計画」を
策定することとしており、現在、スポーツ審議会において審議されておりま
すが、中間報告を見ますと中長期的なスポーツ施策の基本方針として第3期計
画における「新たな視点」として①スポーツを「つくる/はぐくむ」、②「あ
つまり」スポーツを「ともに」行い、「つながり」を感じる、③スポーツに「誰
もがアクセス」できるという三つの視点を掲げております。私たちスポーツ
に携わる者は、スポーツの価値を市民が享受するに当たっては、一人でも多
くの人がスポーツに参画できるようなソフト面での環境を整えていく必要が
あると痛感しています。令和4年4月1日から指定管理者として、ミズノグルー
プがカルチャーパーク及びおおね公園の管理運営に携わります。切磋琢磨し
ながら市民の皆様にとってよりよいスポーツ環境を提供できるように努力し
てまいります。

スポーツライフはだの　100号発刊記念　座談会
「公益財団法人秦野市スポーツ協会の歩みと生涯スポーツのあり方」

　スポーツライフはだの100号の発刊を記念し、秦野市の※1生涯スポーツを支えていただいている皆様に、これまで※2 （財）秦野市スポーツ振興財
団から※2 （公財）秦野市スポーツ協会に至るまでの25年間の歩みと今後の生涯スポーツのあり方等について、元（財）秦野市スポーツ振興財団の園
田主査、現（公財）秦野市スポーツ協会の遠藤会長、前（公財）スポーツ振興財団の落理事長、スポーツ推進課の北口課長に話を聞きました。

※1　生涯スポーツ： 人が生涯にわたってスポーツ活動を楽しみながら健康増進を図るとと
もに、スポーツを通じて人生を豊かなものにする）

※2　（財）：財団法人、（公財）：公益財団法人　
※3　ガバナンス：協会経営の管理・監督を行う仕組
※4　ビジネスパーソン： ビジネスマン・ビジネスウーマンに代えて用いられる言語・性差

のない言語
※5　メソッド：方法、方式
※6　レガシー：精神的、物理的遺産

元体育館開設準備担当
主査

園田　亨 氏 秦野市文化スポーツ部
スポーツ推進課長　
北口　慶太 氏

元公益財団法人
秦野市スポーツ振興財団　理事長　

落　信久 氏

公益財団法人
秦野市スポーツ協会　専務理事

浜野　則彦 氏

（司会）公益財団法人
秦野市スポーツ協会　会長

遠藤　五夫 氏



競技種目 野球 テニス サッカー バレーボール バスケットボール 計

団体数 11 4 4 3 5 27

スポーツを通した社会貢献事業 ～秦野ガス株式会社の取組み～

　秦野ガスでは、地域貢献事業の一つとして「地域少年スポーツ活動助成事業」を実施しています。
　これは地域密着型企業として、より積極的に地域に貢献していくことを目的とした社会貢献活動です。
　この取り組みの中で、次世代を担う子供たちの少年スポーツ活動を支えることを目的に、毎年度助成を行っています。
　令和3年度は下記の27団体に助成をいたしました。� ・助成額　20,000円／年・団体

※令和4年度の募集概要は3月上旬、秦野ガスのホームページに掲載いたします。

　秦野ガス株式会社では、助成事業以外にも、市内小中学校への出張授業や夏休みこども体験教室、ショールーム「cuore」（イタリア語で心の意味）
での料理・カルチャー教室の開催など、地域に密着した事業を展開しています。
　詳しくは、秦野ガス株式会社ホームページ（www.hatano-gas.co.jp）をご参照ください。
【お問い合わせ】秦野ガス株式会社　総務部総務課　〒257-0033　秦野市室町2番11号　電話�0463-81-2004（直通）

はだのパラスポーツフェスティバル2021報告
　はだのパラスポーツフェスティバル2021が感染症防止対策を講じた上で、12月19日（日）に「メタックス体育館はだの（総合体育館）」と「本
町公民館」で開催しました。
　メタックス体育館はだのでは、2020東京パラリンピックでも盛り上がりを見せた、車いすバスケットボール、ボッチャ、ゴールボールなどのパ
ラスポーツ体験を行いました。当日は421名の健常者から障がい者の方まで多くの市民の皆様にご参加いただき、大いに盛り上がりました。
　本町公民館では、障がい者に対する理解を深める機会を設け、上智大学の学生プロジェクト「Go Beyond」の協力を得て、日本パラリンピック委
員会の河合純一委員長の講演会のほか、1964年東京パラリンピック記録映画「愛と栄光の祭典」の上映、秦野高校吹奏楽部によるオリパラテーマ
ソングの演奏など、「東京2020パラリンピックを未来へつなげよう」をテーマにイベントを開催し、約400名が参加されました。

メタックス体育館はだの 本 町 公 民 館

ゴールボール

陸上競技用車いす乗車体験

河合純一氏　講演会

モルック体験

ボッチャ

車いすバスケットボール

秦野高校吹奏楽部による演奏

YouTubeにて
当日の講演会動画を公開中‼

「東京2020パラリンピックを
　　　どう生かしていくべきか」
日本パラリンピック委員会
河合純一委員長
講演会＆トークショー

（2021.12.19 本町公民館） QRコード

2021年度 パラクライミング日本選手権大会
神奈川県立山岳スポーツセンター（戸川公園内）で開催‼

　国内のトップクラスのパラクライマーが集まり、日本一を決める大会です。
当日は有観客で開催されるので、ご興味のある方は会場までお越しください。
日　　程　令和4年3月5日（土）・6日（日）
　　　　　開会式：11時～　競技開始：11時30分～（2日目は、10時00分～）
主　　催　一般社団法人日本パラクライミング協会
会　　場　神奈川県立山岳スポーツセンター（秦野市戸川1392）
問合せ先　2021パラクライミングジャパンシリーズ
　　　　　第2戦事務局　担当：片山
　　　　　E-mail：japanparaclimbingassociation@gmail.com
※来場者には検温とマスクの着用をお願いします。

障がい者（先天的または後天的に障がいがあり、日常生活や就労等におい
て不自由を強いられている方）が行うスポーツクライミングです。パラク
ライミングの競技には「視覚障害」と「身体機能障害」のカテゴリーに大
別され、さらにその中で障害の程度に応じたクラスに分けられます。

パラクライミングとは

・筋力障害 ・受動的な関節可動域の障害　・手足の欠損　・脚の長さの違い
・低身長　・筋緊張亢進　・運動失調　・アテトーゼ　・視覚障害

パラクライミングの対象となる障害

視覚に障がいがある方で、
クラス分けは光覚や視力・
視野によってB1・B2・B3
に分けられます。

視覚障害
身体に障がいがある方で、クラス分けは身体
の機能によって上肢機能障害（AU1・AU2）、
下肢機能障害（AL1・AL2）、関節可動域お
よび筋力とその他の機能障害（RP1・RP2・
RP3）に分けられます。

身体機能障害

※数字の小さいクラスが障害の程度が重いクラスになります。



受賞おめでとうございます！受賞おめでとうございます！
［市内でスポーツ活動を行う皆様が受賞］（敬称略）

【功労者表彰】
・鈴野　幸朗　（秦野市本町地区体育協会）
・有馬　律子　（秦野市南地区体育協会）
・川田　重夫　（秦野市東地区体育協会）
・浅見　達男　（秦野市北地区体育協会）
・辰島　博和　（秦野市大根鶴巻地区体育協会）
・飯田ひとみ　（秦野市西上地区体育協会）
・板橋倫太郎　（秦野市陸上競技協会）
・岩田　清生　（秦野市野球協会）
・橋本　裕充　（秦野市ソフトテニス協会）
・林　　邦男　（秦野市剣道連盟）
・小嶌　　元　（秦野市柔道協会）
・黒石　　忍　（秦野市バドミントン協会）
・後藤多加夫　（秦野市少林寺拳法協会）
・今福　春夫　（秦野市テニス協会）
・近藤惠理子　（秦野市インディアカ協会）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、表彰式は中止となりましたが、令和4年1月8日（土）付けで表彰状が交付されました。

【優秀選手表彰】
・奥田　裕計　（第8回日本マスターズ水泳スプリント選手権大会
　　　　　　　　100ｍ平泳ぎ　男子65 ～ 69歳　第2位）
・名島　ルイ　（第10回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会
　　　　　　　　200ｍ個人メドレー　女子75 ～ 79歳　第1位）

表彰式は新型コロナウイルス感染症感染防止策を講じた上で、令和4年2月27日（日）に
開催いたしました。今年は功労者15名、優秀選手2名の皆様に贈られました。

功労者表彰とは 永年にわたり体育、スポーツの振興及び普及奨励に努め、その功績
が顕著である者で、秦野市スポーツ協会の加盟団体が推薦した者又
は事務局が推薦した者に対する表彰

優秀選手表彰とは 国際的な大会、国体、日本選手権大会において優秀な成績を収めた者、
県大会において優勝を得た者、関東大会において3位以内の成績を収
めた者、上記以外の権威ある大会において秦野市並びに秦野市スポー
ツ協会の名声を著しく高めた者に対する表彰

受 賞 者　加藤　智惠子
主な役職　
　秦野市北地区体育協会　副会長
　秦野市レクリエーション協会　副会長
　秦野市家庭婦人バレーボール協会　名誉会長

受 賞 者　向原　茂樹
主な役職　
　秦野弓道協会　会長、神奈川県弓道連盟　理事
　（公財）秦野市スポーツ協会　理事
　西湘地区弓道連盟　地区長

主な功績
　秦野市北地区体育協会の役員、地区選出の体育指導委員として、地域スポー
ツの振興に尽力するとともに、秦野市レクリエーション協会においても要職を
歴任し、秦野市最大の祭典である「秦野たばこ祭」のパレードへの助言・指導
を行うなど貢献している。また、秦野市家庭婦人バレーボール協会の設立にも
携わり、同協会の会長、また自ら地区チームの監督も務め、家庭婦人バレーボー
ルの普及・振興に尽力した。

主な功績
　秦野弓道協会の理事を経て、現在は会長として、オンラインによる理事会等
の導入や弓道人口の裾野拡大のために初心者教室の開催やイベントへの参画な
どを積極的に行っている。また、会員に基礎技術の習得を促すなどの他に昇段・
昇格審査に向けた指導助言を行い、全国大会に入賞する会員を多数輩出した。
（公財）秦野市スポーツ協会理事、西湘地区弓道連盟地区長や神奈川県弓道連
盟理事等の要職を歴任し、弓道の普及啓発に対する功績も大きい。

◆主　催 （公財）秦野市スポーツ協会・第37回体操フェスティバル実行委員会
◆日　時� 令和4年6月25日（土）　13時～ 16時30分（予定）
◆会　場� クアーズテック秦野カルチャーホール（文化会館）大ホール
◆対　象� 秦野市内で活動している団体、サークル　30団体（先着順）
◆参加費� 1団体　3,000円
◆受　付� 令和4年4月4日（月）～ 5月10日（火）必着

秦野市スポーツ協会ホームページまたはメタックス体育館はだの（総合体育館）にある「参加申込書」に記入の上、秦野市スポーツ協会事
務局へお申込みください。

　ゴルフを始めてまだ5年程の田村琉煌（るか）
さんと妹の萌来美（まなみ）さんですが、田村兄
妹は神奈川県ゴルフ協会からその腕前を評価、指
名されて、昨年8月10日、11日の二日間で三重県
にあるC
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レッジゴルフコースで開催された、「U15全国ジュ
ニアゴルフチーム対抗戦」に出場されました。
　今大会は将来のジュニアゴルファーをひとりで
も多く輩出するべく4月に発足した「一般社団法
人ジュニアゴルフクラブチーム連盟（JGCF）」が
主催となり、北は北海道、南は沖縄まで全国から23チーム、92名の小中学生が
参加。大会2日目は4人チームが二人1組の2つのチームとなってスクランブル
（2打目以降良い方のボールを選択する競技方式）で18ホールプレーして、2チー
ムの合計で順位を決める方式で行われた。この大会は第1回目となるが、田村
兄妹の活躍により栄えある初代優勝チームとなりました。
　また、「第43回関東中学校ゴルフ選手権秋季大会兼春季全国大会予選大会」
の男子の部が10月28日、女子の部が11月2日に真名カントリークラブ（千葉県）
で開催され、兄妹ともに見事に、全国中学選手権春季大会（令和4年3月21日
～ 25日、兵庫県）への出場を決めました。

　今年で90歳を迎える秦野市在住の石塚利恵子さん。
　伊勢原出身で学生時代は卓球部に所属し、高校卒業後は卓球から
離れていたものの、結婚を機に秦野に移り住み、子育てが落ち着い
たことで再び卓球の世界へ。49歳の時に指導資格を取り、これま
で多くの人たちに球出しや市内大会の運営に携わり活躍された。
　「卓球は自分で覚えるもの。頭で覚えるのではなく、自分の体で
覚える」をモットーに現在も「つくし」、「いずみ」、「ヨチヨチ」、「かもしか」の4つの団
体で初心者～経験者までの指導を行っており、チームには欠かせない存在となっている。
　石塚さんはこれまで大きな病気もせず、毎日夕方に30分の散歩を日課としている。食
事面でも一日三度の食事をしっかりとり、間食はしないとのこと。
　石塚さんは最後に「卓球は続けていけば何歳になってもできる」と話す。

　秦野市在住の中村経昭さん。運動不足解消のために始めた卓球は
30年の月日が経ち、現在は「スマッシュ卓球クラブ」と「さくら卓
球クラブ」に所属。鶴巻公民館と大根公民館で月10回程度の練習
を行い、仲間達と共に汗を流している。体を動かすことが好きな中
村さんは10年ぐらい前まではテニスやバドミントンをやっていた。
　90歳になっても健康で卓球を続ける秘訣は、日常で移動するとき
は歩きか自転車を用いることと、畑仕事をすることである。畑仕事
で採れたカボチャ、冬瓜、サツマイモなど野菜を仲間に配り、喜ん
でもらえることも生きがいとなっている。

　今後の目標として、「身体が動くうちは卓球も畑も続ける」と中村さんは語った。

　「第37回体操フェスティバル」の開催にあたり、秦野市内で活動している団体・サークルを募集します。大人・子ども・ジャンルは問いません。 
日頃の活動の成果を大きなステージで発表しませんか？初めての参加チームも大歓迎です！

第37回体操フェスティバル　参加チーム募集 今年も文化会館大ホールで開催‼

キラリ輝く　　はだのっ子！
～ 兄妹でゴルフ全国大会に出場 ～

秦野市ゴルフ協会

えがお輝く　　はだのスポーツシニア！
今号では、秦野市内で90歳を迎えても元気に卓球を続ける、

スポーツシニアの方々をご紹介します。

田村琉煌さん（左）と田村萌来
美さん（右）

石塚 利恵子さん（89歳）

中村 経昭さん（90歳）

仲間たちと卓球台を
囲む中村さん
（写真中央）

秦野市スポーツ協会表彰規程に則り秦野市の体育、スポーツの振興及び推進に関し、顕著な貢献
をした者に対し、秦野市スポーツ協会が行う表彰秦野市スポーツ協会スポーツ功労者等表彰

地域及び職域における体育及びスポーツの健全な普及及び発展に貢献し、神奈川県の体育及びス
ポーツの振興に功績のあった個人及び団体に対し、神奈川県が行う表彰神奈川県体育功労者表彰



新型コロナウイルス感染症感染防止のため、事業が中止になる場合があります。
詳しくは、秦野市スポーツ協会ホームページにてお知らせいたします。

【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、久しぶりにラケットを握る方などに向けた無料クリ
ニックです。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人です。
　第1回　9時10分～ 10時30分　第2回　10時40分～ 12時
　※ラケットの無料レンタル有。
　※幼児・小学生については、保護者とペアでご参加ください。
【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人（先着受付順）

※総合体育館が利用できない場合は、陸上競技場がメイン会場となります。
※�開催月によって体験できる種目は異なります。ご参加される前に秦野市スポーツ協会ホームページ、または事務局
にお問い合わせいただき、ご確認ください。

開催日：3月5日（土）・4月2日（土）・5月7日（土）・6月4日（土）
　　　　7月2日（土）・8月6日（土）・9月3日（土）・10月10日（月）
　　　　11月3日（木）・12月3日（土）・令和5年2月4日（土）
　　　　3月4日（土）
時　間：9時～ 12時（テニス受付は8時30分～）
会　場：メタックス体育館はだの（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
　　　　※ご参加の際は、マスクの着用をお願いします。

※令和４年３月１日現在

　「ふれあいスポーツデー」とは、スポーツ振興くじ助成金の交付を受け、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。

【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　　◦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　　　　　　◦ゴールボール
◦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　◦ボッチャ
◦輪投げ　　　　　◦低床型玉入れ　　　◦フロアホッケー　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、エアロビクス等の無料体験イベントを同時開催します。
　体験種目は、秦野市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）
◦陸上競技体験、スポーツ鬼ごっこ、フライングディスク

　　　　　　　　　　　（カルチャーパーク陸上競技場）

※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。
※混雑時は入場を制限する場合があります。

ふれあいスポーツデー

テニスクリニック

無料フィットネス体験

Event  Information秦野市スポーツ協会主催

無料スポーツ体験コーナー

開催月 令和４年 令和５年
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月

メイン会場（総合体育館） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
テニスクリニック（5～10コート） 〇 〇 〇 × × 〇 × 〇 × 〇 〇 〇
パークゴルフ体験会（芝生広場） × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × ×
無料フィットネス（総合体育館） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇
弓道体験（弓道場） 〇 × × × × × 〇 × × 〇 × 〇

　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。

＊＊＊軟式野球＊＊＊
名 秦野市野球協会　時 春・秋　年2シーズン制　
日曜日　8時～ 17時　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）

＊＊踏み台昇降運動（ステップエクササイズ）＊＊
名 ステップサークルプリエ　時 木曜日　11時
15分～ 12時45分　場 メタックス体育館はだの
（総合体育館）第1武道場　対 どなたでも　費 体
験無料　他（持ち物）運動用靴、水、タオル　
問 小宮（☎87-2289）、蔵本（☎82-0930）

【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！日　時：3月19日、4月16日、5月21日

� 土曜日　18時～ 20時
場　所：保健福祉センター
内　容：野球の基本ルールの習得と審判の心得
対　象：高校野球などの審判員を目指す方
費　用：無料
申込期間：随時　下記の問い合わせ先まで
問合先：秦野市野球協会　事務局
� 山口（☎090-9858-5748）

野球の審判員研修会

日　時：4月1日～ 4月25日
� 月曜日　13時～ 15時
� 金曜日　9時～11時
場　所：県立秦野戸川公園（多目的グラウンドB）
内　容：ターゲットバードゴルフ体験教室
� （1時間程度）
対　象：ターゲットバードゴルフを体験したい方
費　用：無料
申込期間：随時　1日4名まで先着順
その他：雨天中止
� 運動のできる服装、靴、マスク着用
� 用具は当方で準備します
問合先：秦野市ターゲットバードゴルフ協会
� どんぐりの会
� 谷垣（☎75-3017）19時～ 21時

ターゲットバードゴルフ無料体験教室

日　時：2022年5月7日、14日、21日、6月11日
� 土曜日　全4回（予備日6月18日、25日）
� ◦前半の部
� 　13時15分～ 14時45分（受付13時）
� ◦後半の部
� 　15時～ 16時30分（受付14時45分）
場　所：カルチャーパーク庭球場
� 2面（1、2番又は9、10番）
内　容：一般初級者（含�初心者）、及び一般中級者

クラスのテニス教室
対　象：一般初級者（含�初心者）から中級者まで、

各9名
費　用：3,000円
申込受付：4月8日（金）～先着順
� 秦野市テニス協会のホームページの申込

みフォームから申込み
その他：�雨天中止（雨天時の中止は12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　普及委員長　
� 高西（☎090-3683-2666）

　「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、6月15日号（原稿の〆切
4月上旬頃（予定））です。掲載を希望される方は、
事務局までお問い合わせください。
　請求先：info@hadano-sports.com�
　電　話：0463-84-3376

2022年度　春季テニス教室

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

＊＊＊太極拳＊＊＊
名 太極拳朋友　時 水曜日　13時30分～ 15時
（月2～ 3回）　場 西公民館　対 どなたでも　費
月1,500円　問 山崎（☎75-6292）

スポーツ掲示板投稿記事を募集しています！

テニス初級者クリニック・交歓会

開催スケジュール



新型コロナウイルス感染症感染防止のため、事業が中止になる場合があります。
詳しくは、秦野市スポーツ協会ホームページにてお知らせいたします。

当日受付型スポーツ教室のご案内
（当日定員まで先着順受付）

内　容

内　容

持ち物

持ち物

レッスンスケジュール

　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
プログラム内容が特徴です。身体を動かしたいとお考えの方は、ぜひ総合体育館へ足をお
運びください。

会　　　　場　メタックス体育館はだの（総合体育館）　第 1武道場、第 2武道場
レッスン時間　全教室60分
定　　　　員　先着 60人
参　 加 　費　1回　500円
制　　　　限　混雑する教室につきましては、回数制限をお願いする場合があります。

会　　　　場　カルチャーパークけやき広場（総合体育館前）
レッスン時間　9：30～ 11：00（90分）
対　　　　象　医師から運動制限を受けていない方
　　　　　　　自力で歩行ができる方
定　　　　員　先着 15人
参　�加�　費　1回　500円

※定員・制限は、変更になる場合があります

教室の混雑状況については、総合体育館、秦野市スポーツ協会ホームページにて過去1週間の状況を掲載しています。

※参加の際は、
　マスクの着用をお願いします

※参加の際は、
　マスクの着用をお願いします

◦運動の出来る服装　　◦水分補給用飲料　　◦タオル
◦室内用シューズ（ヨガ、ピラティスを除く）
◦ヨガマット（ヨガ、ピラティス、健康体操教室のみ）
　当面の間、ヨガマットのレンタルを行いませんので、
お客様でご用意ください。

◦運動の出来る服装　　◦水分補給用飲料
◦タオル　　　　　　　◦帽子
◦手袋　　　　　　　　◦リュックサックなど
◦ポールウォーキング専用ポール
　（※ポールの無料レンタルあり）

School  Information秦野市スポーツ協会主催

会場　第1：第1武道場　第2：第2武道場　広場：カルチャーパークけやき広場

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
の入門クラスです。

は
じ
め
て

エアロビクスに少し
慣れてきた方の初級
クラスです。
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

応用ステップやジョ
ギング動作が入り、
エアロビクス初級に
慣れてきた方のクラ
スです。

初
中
級

エアロビクス強度

1

2

屋内種目（エアロビクス、ヨガ、ピラティス、健康体操教室等）

屋外種目（ポールウォーキング体験）

教　室　名 曜日 時　間 定員 会場 日　程

はじめてエアロ
火 9：30～10：30 60 第1 3/1・8・15　4/5・12・19・26　5/3・10・24　6/7・14
水 19：40～20：40 60 第1 3/2・16　4/13・27　5/18　
土 11：30～12：30 60 第1 3/12・19・26　4/9・16・23・30　5/14・21　6/11　

エアロビクス初級
月 9：30～10：30 60 第1 3/7・14・21　4/4・11・25　5/2・9・23　6/6・13
木 19：40～20：40 60 第1 3/3・10・17・24　4/7・14・21・28　5/12・19・26　6/2・9

エアロビクス初中級 金
9：30～10：30 60 第1 3/4・11・18・25　4/8・15・22・29　5/6・13・20　6/10
19：40～20：40 60 第1 3/11・25　4/8・22　5/13・27　6/10

ホリデーフィットネス 祝日
11：30～12：30 60 第1 5/5
13：30～14：30 60 第1 4/29

リフレッシュ・ヨガ 月 19：40～20：40 60 第1 3/7・14・21　4/4・11・25　5/2・9・23・30　6/6・13

タイ式ヨガ
水 9：30～10：30 60 第2 3/2・9・16・23　4/6・13・20・27　5/4・11・18　6/1・8・15
土 9：30～10：30 60 第1 3/12・19・26　4/9・16・23・30　5/14・21　6/11　

ピラティス 水 13：30～14：30 60 第2 3/2・9・16・23　4/6・13・20・27　5/4・11・18　6/1・8・15

健康体操教室
火 13：30～14：30 60 第2 3/1・8・15　4/5・12・19・26　5/3・10・17・24・31　6/7・14
木 13：30～14：30 60 第1 3/3・10・17・24　4/7・14・21・28　5/5・12・19・26　6/2・9

ポールウォーキング 月 9：30～11：00 15 広場 3/14　4/4・11・25　5/2・9・23

当日の受付方法

教室開始1時間前より、総合体育館内
の事務所前で整理券兼体調チェック表
を教室定員数まで配布します。（事前
受付不可）

体調チェック表をご記入後、総合体育
館受付横の券売機で「スポーツ教室」
チケットを購入してください。
※チケットの購入だけでは教室に参加
できません。

1 2 3

開館後（入口左側通路）

開館前（正面玄関左側）

窓の番号に沿って間隔をあけて
お並びください

受付前の整列方法

会場入口で、スタッフに整理券兼体調
チェック表と券売機で購入したチケッ
トの2つを提出してください。
参加される際は、必ず受付で整理券兼
体調チェック表を受け取り、ご記入の
上、提出してください。

※会場への入場は、教室開始30分前からです。

※都合により教室の日程、内容を変更する場合があります。ご参加される前に秦野市スポーツ協会ホームページ、または事務局にお問い合わせいただき、ご確認ください。

※定員に達した時点、または教室開始
　時間になり次第、受付を終了します。



お申込み方法

教室名 ピラティス教室
会 場 大根公民館
日時　5/23・30、6/6・13・27、7/4
　　　月曜日　全6回　10：00 ～ 11：10
対象　一般
定員　15人　参加費　3，000円
備考　受付期間（4/4 ～先着順）

教室名 リフレッシュヨガ教室
会 場 サンライフ鶴巻
日時　4/8・15・22、5/6・13・20・27、6/3
　　　金曜日　全8回　10：00 ～ 11：10
対象　一般
定員　50人　参加費�4，000円
備考　受付期間（3/2 ～先着順）

教室名 骨盤調整体操教室
会 場 サンライフ鶴巻
日時　6/2・9・16・23・30、7/7・14・21
　　　木曜日　全8回　9：50 ～ 11：00
対象　一般
定員　30人　参加費　4，000円
備考　受付期間（5/6 ～先着順）

教室名 カルチャーテニス教室
会 場 カルチャーパーク庭球場
日時　4/5・12・19・26、5/10・17・24、31、6/7・14
　　　火曜日　全10回　初級　9：30 ～ 11：00

中級　11：15 ～ 12：45
対象　一般　定員　各24人　参加費　10，000円
備考　受付期間（3/2 ～ 8）　抽選日　3/9

教室名 こども体操教室
会 場 メタックス体育館はだの（総合体育館）
日時　4/30、5/7・21・28、6/4・11・18・26（日）
　　　土曜日　全8回　13：00 ～ 14：45
対象　H26/4/1以前生まれ～小学2年生
定員　30人　参加費　5，000円
備考　受付期間（4/4 ～ 10）　抽選日　4/11

教室名 障がい児・者親子スポーツ教室
会 場 メタックス体育館はだの（総合体育館）
日時　4/15、5/20、6/17、7/15、8/19、9/16、
　　　10/14（第2）、11/25（第4）、12/16
　　　（2023年）1/20、2/17、3/17
　　　毎月第３金曜日　全12回　19：00 ～ 20：30
対象　小学4年生以上の知的障がい児・者とその保護者
定員　20組　参加費　1，000円
備考　受付期間（3/17 ～先着順）

教室名 ボクシングエアロ教室
会 場 メタックス体育館はだの（総合体育館）
日時　5/12・19・26、6/2・9・16・23・30
　　　木曜日　全8回　11：10 ～ 12：20
対象　一般
定員　40人　参加費　4，000円
備考　受付期間（4/4 ～ 10）　抽選日　4/11

教室名 こどもフットサル教室
会 場 メタックス体育館はだの（総合体育館）
日時　4/14・21・28、5/12・19・26、6/2・9
　　　木曜日　全8回　17：30 ～ 18：45
対象　小学1年～ 4年生
定員　30人　参加費　5，000円
備考　受付期間（3/17 ～ 23）　抽選日　3/24　

教室名 親子ビクス（3歳コース）教室
会 場 メタックス体育館はだの（総合体育館）
日時　5/19・26、6/2・9・16・23
　　　木曜日　全6回　11：10 ～ 12：10
対象　3歳児とその保護者ペア
定員　15組　参加費　3，500円
備考　受付期間（4/19 ～ 25）　抽選日　4/26

教室名 初心者弓道教室
会 場 メタックス体育館はだの（総合体育館）
日時　6/7・14・21・28
　　　火曜日　全4回　13：30 ～ 15：30
対象　一般
定員　20人　参加費　3，000円
備考　受付期間（5/6 ～ 12）　抽選日　5/13

教室名 こどもテニス教室
会 場 カルチャーパーク庭球場
日時　5/6・13・20・27、6/3・10・17・24
　　　金曜日　全8回　17：30 ～ 18：30
対象　小学1年～ 4年生
定員　20人　参加費　5，000円
備考　受付期間（4/4 ～ 10）　抽選日　4/11

教室名 親子ビクス（4・5歳コース）教室
会 場 メタックス体育館はだの（総合体育館）
日時　5/23・30、6/6・13・27、7/4
　　　月曜日　全6回　15：30 ～ 16：30
対象　4～ 5歳児とその保護者ペア
定員　20組　参加費　3，500円
備考　受付期間（4/19 ～ 25）　抽選日　4/26

教室名 初心者フラダンス教室
会 場 メタックス体育館はだの（総合体育館）
日時　6/1・8・15・22・29、7/6・13・20
　　　水曜日　全8回　19：45 ～ 21：00
対象　一般
定員　30人　参加費�4，000円
備考　受付期間（5/6 ～ 12）　抽選日　5/13

教室名 アクアビクス教室
会 場 おおね公園
日時　4/6・13・20・27、5/11・18・25
　　　水曜日　全7回　10：50 ～ 11：50
対象　一般　定員　50人　参加費　4，900円
内容　水中で行うエアロビクス運動
備考　受付期間（3/2 ～ 8）　抽選日　3/9

教室名 初級スイミング教室
会 場 おおね公園
日時　4/8・15・22、5/6・13・20・27
　　　金曜日　全7回　10：50 ～ 11：50
対象　一般　定員　30人　参加費　5，400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（3/2 ～ 8）　抽選日　3/9

教室名 キッズスイミング教室
会 場 おおね公園
日時　4/5・12・19・26、5/10・17・24
　　　火曜日　全7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　30人　参加費　4，900円
備考　受付期間（3/2 ～ 8）　抽選日　3/9

教室名 アクアフィットネス教室
会 場 おおね公園
日時　4/8・15・22、5/6・13・20・27
　　　金曜日　全7回　19：30 ～ 20：30
対象　一般　定員　50人　参加費　4，900円
内容　水中で行うエアロビクス運動
備考　受付期間（3/2 ～ 8）　抽選日　3/9

教室名 サタデースイミング教室
会 場 おおね公園
日時　4/9・16・23・30、5/7・14・21
　　　土曜日　全7回　18：50 ～ 19：50
対象　一般　定員　30人　参加費　5，400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（3/2 ～ 8）　抽選日　3/9

教室名 おおねテニス教室
会 場 おおね公園
日時　4/8・15・22、5/6・13・20・27、6/3・10・17
　　　金曜日　全10回　初級　9：30 ～ 11：00

中級　11：15 ～ 12：45
対象　一般　定員　各24人　参加費　10，000円
備考　受付期間（3/2 ～ 8）　抽選日　3/9

教室名 アクアグローブ教室
会 場 おおね公園
日時　4/7・14・21・28、5/12・19・26
　　　木曜日　全7回　13：50 ～ 14：50
対象　一般　定員　50人　参加費　4，900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（3/2 ～ 8）　抽選日　3/9

教室名 中級スイミング教室
会 場 おおね公園
日時　4/7・14・21・28、5/12・19・26
　　　木曜日　全7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人　参加費　5，400円
備考　受付期間（3/2 ～ 8）　抽選日　3/9

教室名 ファミリースイミング教室
会 場 おおね公園
日時　4/10・17・24、5/1・8・15・22
　　　日曜日　全7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　25組　参加費　5，100円
備考　受付期間（3/2 ～ 8）　抽選日　3/9

事前受付型スポーツ教室のご案内 下記の教室以外にも、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）に順次掲載していきます。

各教室の受付期間内に秦野市スポーツ協会へ
お電話にてお申込みください。
または、メタックス体育館はだの（総合体育
館）に来館のうえ窓口にてお申込みください。

秦野市スポーツ協会ホーム
ページの「お申込みフォー
ム」から受付期間内にお申
込みが出来ます。

メタックス体育館はだの（総合
体育館）の休館日を除く
受　　　付　8：30～17：15
電　　　話　0463-84-3376

1電話・来館の場合 2PC・スマートフォンの場合

QRコード

新型コロナウイルス感染症感染防止のため、事業が中止になる場合があります。
詳しくは、秦野市スポーツ協会ホームページにてお知らせいたします。

　スポーツ教室に参加する場合は、次の点についてご留意いただきますようお願いします。
◆健康状態について、発熱や風邪症状のある方、また新型コロナウイルス感染症陽性とされた者と
の濃厚接触があるか、疑われる場合は参加を控えていただきます。
◆教室参加中に体調不良者が出た場合は、速やかに施設管理者に報告します。
◆教室利用前には、こまめな手洗い、うがいのお願いをするとともに、マスクの着用、周囲の人と
の距離の確保をお願いします。また、利用中は大きな声での会話等、コミュニケーションについ
ては、ご留意をお願いします。

▼ ▼ ▼

スポーツ教室参加者の皆様へ（お願い） ▼ ▼ ▼



3 月 5 日（土） ふれあいスポーツデー（メタックス体育館はだの（総合体育館）・庭球場）

4 月 2 日（土） ふれあいスポーツデー（メタックス体育館はだの（総合体育館）・庭球場）

5 月 7 日（土） ふれあいスポーツデー（メタックス体育館はだの（総合体育館）・庭球場）

6 月 4 日（土）
ふれあいスポーツデー
（メタックス体育館はだの（総合体育館））

※新型コロナウイルス感染症感染防止のため、会場・日程が変更になる場合があります。

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。

　秦野市スポーツ協会は、多様なスポーツ教室を市民の方々に提供す
るため、新たに「指導者・フィットネスインストラクター登録制度」
を制定しました。
　この登録制度は、秦野市スポーツ協会が主催する事業において、イ
ンストラクターを積極的に任用するために希望する方を登録する制度
です。

指導者・インストラクター募集
秦野市の健康づくりにあなたの力を活かしませんか！

登
録
ま
で
の
流
れ 

❶ 要項及び書類の
　 ダウンロード

秦野市スポーツ協会ホームページより募集要項を
確認の上、必要書類を印刷してください。

❷ 書類提出 申請書に必要事項を記入し、秦野市スポーツ協会
へ提出してください。

❸ 審査・登録完了 任用が必要な教室、講座等が発生した際には、登
録者の中から選考を行い、任用します。

秦野市スポーツ協会は、秦野市と協力してエクササイズ動画を作成しました。
動画は秦野市の公式YouTubeチャンネル「はだのモーピク」で配信中です。
　「はだのモーピク」では、スポーツ協会の作成した動画以外にもい
ろいろな動画が投稿されています。気になる方は是非チャンネルを登

エクササイズ動画　配信中

秦野市公式YouTubeアカウント

https://www.youtube.com/channel/UC8c3LHWRYvVkkqOyg-1QUyQ
はだのモーピク 検索

詳しくは

秦野市スポーツ協会賛助会員・寄附金の募集について

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

スポーツカレンダーはだの

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）

詳しくは、秦野市スポーツ協会（☎84-3376）へお問い合わせください。

　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。
　なお、企業・団体会員の方は、協会HPに掲載し、活動内容をご紹介い
たします。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3年12月1日から令和4年2月15日入会の皆様

（敬称略、個人：五十音順、団体：加盟順）

【個　人】　◦成田　郁奈　　◦原　正一
【団　体】　◦グローバルゴルフネット株式会社　
　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

録してみてください。
　また、秦野市スポーツ協会ホームペー
ジ（https://www.hadano-sports.com/）
からもアクセス出来ます。
　お家の中で動画を見ながら身体を動か
しましょう。


