
13

　平成27年5月27日（水）、中区体育協会総会で「中区空手道連盟」の加盟が承認され、
加盟団体として活動をはじめました。年1回幼稚園児から中学生を対象とした中区空手道
選手権大会を開催しています。
 また、総会の席にて平成26年度横浜スポーツ普及功労賞受賞の中谷圭子さん（バレー
ボール協会）、平成27年度中区体育推進功労者受賞者の小島安子さん（インディアカ連
盟）、池上省吾さん（バレーボール協会）、金子由成さん（グラウンド・ゴルフ協会）、宮下
好輝さん（野球協会）、優秀選手・団体賞の部は大鳥小学校特別綱引クラブが表彰されま
した。
 当協会では現在地域貢献事業として笑顔スポーツフェスタ等を開催するほか、横浜マラ
ソンや世界トライアスロン大会へのボランティア活動にも積極的に参加しています。
 加盟団体から地域貢献事業に携わるスタッフを募り実行委員会を立ち上げました。これ
からも区民の皆様の笑顔と健康づくりのお手伝いを継続的に行ってまいります。

問合せ 中区体育協会 T E L U R L045-640-0051 http://www.y-nakaku-sports.com/

中区体育協会に新しい仲間ができました！！【中区体育協会】

横浜マラソン給食ボランティア活動

中区長と共に表彰式受賞者の記念撮影

地域だより

●チーム対抗卓球大会
●西区ハマのウォーキング大会
●ゲートボール打ち納め大会
●会長杯争奪区民ボーリング大会
●ゲートボール秋季大会

［日時］平成27年11月22日（日）
［日時］平成27年12月 6 日（日）
［日時］平成27年12月19日（土）
［日時］平成28年1月31日（日）
［日時］平成28年1月31日（日）

［会場］平沼記念体育館
［会場］戸部公園出発
［会場］戸部公園
［会場］ハマボウル
［会場］戸部公園

　西区体育協会は、14種目と小中学校体育の16団体で構成されています。
　特に永年活動を続けているバスケットボールの大会は、今年34回を迎える歴史ある大
会となっています。大会は男女のリーグ戦、トーナメントを併用して開催しています。今年
も下記のとおり実施しますので、多くのみなさまのご参加お待ちしております。

みなさんの参加をお待ちしています【西区体育協会】

問合せ 西区体育協会 T E L 045-317-2630
平成27年3月開催
西区ミニバスケットボール新人戦

その他の大会・事業

   【大会予定】
 ●第34回ミニバスケットボール大会　
［日時］平成27年12月13日（日）・23日（水・祝）［会場］西スポーツセンターアリーナ
［参加資格］西区在住・在学・在チームの編成 ［詳細］広報よこはま西区版11月号に掲載

問合せ TE L横浜市ボート協会副会長 芳野 080-7023-5554 ボートフェスタ

室内ボート競漕会

●室内ボート競漕会
●鶴見ボートフェスタ

［日時］平成28年1月24日（日）
［日時］平成28年 3月21日（月・祝）

［会場］鶴見スポーツセンター
［会場］鶴見川漕艇場

 横浜市内で競技ボートの大会が開催できるのは、鶴見区だけです。ボート協会は設立29
年目に入っておりますが、鶴見川近辺の住民により一層ボートをエンジョイしてもらうため
に、２年前から「鶴見区体育協会」に加盟しています。
　ボートの普及・振興のための年間事業を強化し、新春に下記イベントを予定しています。
鶴見区民をはじめ、市民の方 （々障害児も含む）の個人参加者を募っています。
　また、ボート協会は毎年、公益的事業として「鶴見川クリーンアップ作戦」を実施してお
り、9月6日に実施した際は両岸合せて約3kmを115名で清掃しました。

競漕ボートが楽しめる鶴見川漕艇場！ 【鶴見区体育協会～NPO法人 横浜市ボート協会～】

★会費はどちらも一般５００円（高校生以下無料）

s-yoko
予定
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「バビーフットボールやサッカーを通じた子どもの健全育成や、
　多世代の地域住民のみなさまへスポーツの楽しさを提供したい」

　今回は緑区・都筑区エリアを中心に活動する「NPO法人クラ
ブテアトロ」から、人気の高い教室事業についてご紹介します。
　現クラブの副代表である那須氏がアルゼンチンを訪問し
た際に、目の当たりにしたアルゼンチン発祥の「バビーフット
ボール」。感銘を受けた同氏が日本に戻り、代表の岩本氏と
共にクラブテアトロを設立し、人気が高い小学生のサッカー
スクールとして、バビーフットボールスクールを始めました。
　サッカー大国アルゼンチン発祥の「バビーフットボール」
は、サッカーのダイナミックさとフットサルの緻密さを兼ね備
えたミニサッカーで、アルゼンチン出身で活躍しているサッ
カー選手のほとんどが、少年期に体験しています。FCバルセ
ロナで活躍しているメッシ選手もその一人です。そのバビー
フットボールスクールでは、参加している子ども一人ひとりに
注目しながら、まずはサッカーが楽しい！と感じてもらえるよ
う心がけています。
　主な活動場所として、都筑区にある屋外人工芝フットサル
コート「フットサルランド横浜都筑TEATRO STADIUM（テア
トロ スタジアム）」を利用しています。2015年4月に新しく人
工芝の張り替えが行われ、綺麗な人工芝の上で安全にサッ

紹介クラブ　NPO法人CLUB　TEATRO（クラブテアトロ）

今年の4月に張り替えた人工芝 同クラブ所属の中学生チーム サッカー教室の様子 指導する那須副代表 ヨガ教室

暮 ら し の 安 心 を  あ な た に ・ ・

～ お客様の快適な暮らしを、ともに考え、創造します。～

社会福祉法人

横浜市福祉サービス協会

代表☎045-450-3110   FAX 045-450-3115

✰

ご一緒に働きませんか？ ボランティアも大歓迎！

福祉用具センター

✰研修センター

福祉サービスのパイオニアとして32年、
横浜を見つめてきた私たちだからこそで
きることがあります。ぜひ、ご相談下さい！

１.豊富な品揃えで、当日や翌日の納品・引取りが可能

２.専門の相談員がお一人おひとりにあった最適の福祉用具を選択

３.フィッティングからアフターフォローまで、丁寧な対応　

では要支援・要介護の方のお宅に伺い、お客様の住みやす

い環境と暮らしを補助する、四点杖・歩行器・立ち上がりバー等の福祉用具の貸与・

販売を行っています。また７月より、手すりの設置や段差の解消、引き戸への変更等の

住宅改修を開始し、さらにお客様のご希望に応えるサービスを提供して参ります。

では福祉サービスの向上を図るため、当協会の職員はもとより、他社の介護職員等に

対する研修を実施しています。介護職員初任者研修[通学・通信課程](資格取得講座)や喀痰吸引等

研修(第２号研修)、一般公開講座を年に数回行っています。　 （☎045-228-8899）

当協会のサービスをお勧めするわけ
（☎045-287-4321)

歩行器

立ち上がりバー

四点杖

カーをすることができます。
　その他のサッカー関連の活動では、当クラブの中学生チー
ム（ジュニアユース）が、神奈川県のTOPリーグで活躍、さら
には社会人サッカーチームや女子のフットサルチーム、大人
向けのフットサルクリニック、成人向けのサッカータイム（お
やじサッカー）、保育園や小学校等の外部への巡回サッカー
教室等の普及活動も行っています。
　総合型地域スポーツクラブとしての活動では、地域の方を
対象とした「ヨガ教室」やドッヂビー、グランドゴルフ等のス
ポーツを行う「朝練スポーツ教室」も実施しており、子どもか
ら高齢者まで気軽に参加できる地域の拠点づくりを目指して
います。
　同クラブ代表の岩本氏は、「テアトロとはスペイン語で「劇
場」という意味を持ちます。クラブ名称のテアトロをテーマ
に、地域に根差し、サッカーを中心とする様々なスポーツ活動
に、行う人・観る人・支える人・地域の方々が老若男女問わず
一同に集い、感動や活気を共有でき、ウキウキとした気分で
集まってくることのできる「場所＝劇場」を創りたいという強
い想いを持って取り組んでいます」と語っています。

http://www.hama-wel.or.jp
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「SPORTSよこはま」個人情報の取扱いについて

 

（1） 事業者の名称　公益財団法人横浜市体育協会
（2） 個人情報の利用目的
　　ご記入いただいた個人情報は、次の場合にのみ利用いたします。
　　ア　読者プレゼントの場合　プレゼントの発送
　　イ　読者アンケートの場合　記念品の発送
　　ウ　定期購読の場合　「SPORTSよこはま」の発送
　　エ　連載企画の場合　参加者の選考、選考および編集過程での事務連絡、記事
　　　作成の参考資料、参加者を紹介するための誌面への掲載
（3） 個人情報の第三者提供について
　　ご記入いただいた個人情報は、プレゼントや謝礼の発送に際し、運送業者に
　提供します。

（4） 個人情報の取扱いの委託について
　　情報誌のデザイン及び印刷のため、個人情報を取り扱う業務の委託を行います。
（5） 個人情報の開示等及び問合せについて
　　当協会が保有する個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用

。すでじ同と先せわ合い問の）7（、は口窓るじ応に止停の供提のへ者三第びよお去消・止停の
（6） 個人情報をご提供頂かない場合の取り扱い
　　必要事項をご記入いただけない場合、当事業にお申込できない場合があります。
（7） 当協会の個人情報取扱いに関する苦情、相談等の問合せ先
　　個人情報保護管理責任者 公益財団法人横浜市体育協会 事務局長
　　お問い合わせ窓口　総務部総務課
　　電話  045-640-0011　FAX  045-640-0021

「SPORTSよこはま」
定期購読者募集

定期郵送をご希望の方は、〒住所･氏名･電話番号をご記入の上、希望号数分の切手（年間6号刊行。1号当たり1冊140円）を同封し、
「SPORTSよこはま郵送希望」と明記の上、読者プレゼント欄記載のあて先までお申し込みください。複数部数を郵送希望される場合、
バックナンバーをご希望される場合は、横浜市スポーツ情報センターまでご連絡ください。
TEL 045-640-0055　　　  045-640-0024 　年末年始を除く9:00～17:00

読者アンケートにご協力ください

〒231-0015 横浜市中区尾上町6-81 ニッセイ横浜尾上町ビル1階 
横浜市スポーツ情報センター「SPORTSよこはま」アンケート係

今月号へのご意見（よかった記事・そうでなかった記事など）とその理由を
お聞かせください。
今後取りあげてほしいテーマ（種目・イベント・人物など）は？
どこで入手しましたか？ 駅名・施設名など具体的にご記入ください。また
どこにおいてあると便利だと思いますか？
その他、ご意見・ご要望をお寄せください。

(1)

(2)
(3)

(4)

質問事項

E-mail sports_yokohama@yspc.or.jp FAX

FAXTEL

045-640-0024

あ
て
先

横浜市少年自然の家（南伊豆臨海学園・赤城林間学園）
　　　家族・グループ向け宿泊プランのご案内

●利用期間

●対象
●費用

●申込

①12月 4 日（金）～ 6 日（日）②12月11日（金）～13日（日）
③ 1 月15日（金）～17日（日）④ 1 月22日（金）～24日（日）
⑤ 1 月29日（金）～31日（日）⑥ 2 月11日（木・祝）～14日（日）
⑦ 3 月 4 日（金）～ 6 日（日）⑧ 3 月25日（金）～27日（日）
★12月29日（火）～ 1 月 3 日（日）
家族・グループ 24室（8人部屋）
1泊料金（夕食、特別料理、朝食を含む）
①～⑧中学生以上3,700円、小学生3,500円、
3歳～未就学児3,300円、2歳以下無料
★中学生以上4,700円、小学生4,500円、
3歳～未就学児4,300円、2歳以下無料
利用日の10日前までに　　0558-67-0255で受付 

●利用期間

●対象

●費用

●申込

◎11月14日（土）～ 3 月13日（日）の毎週末
★12月27日（日）～ 1 月 4 日（月）の1泊2日または2泊3日
家族・グループ　10室（20人部屋）、
特別室2室（5人部屋：トイレ、冷蔵庫、テレビ付）
※特別室使用料　1室1泊1,000円
1泊料金
◎横浜市民800円、横浜市民以外1,110円
※食事料金は含みません（別途注文可）
★(1泊2日)中学生以上4,500円、小学生4,400円、
    3歳～未就学児4,300円、2歳以下700円
★(2泊3日)中学生以上8,700円、小学生8,500円、
    3歳～未就学児8,300円、2歳以下1,000円
利用日の前月1日から1週間前まで　　0278-24-7011で受付
※ただし★のみ12月 6 日（日）まで受付、費用は事前振込となります

南伊豆臨海学園

赤城林間学園

子浦浜

外観

雪遊び

外観
TEL

TEL

「SPORTSよこはま」では、よりよい誌面づくりの参考とするため、読
者アンケートへのご協力をお願いしています。はがきかe-mail、
FAXに右の質問事項に対する回答、〒住所、氏名、年代（例：30代）、
電話番号をご記入のうえ、平成28年1月19日必着で「新リンク滑走
券希望」とご明記のうえ、右のあて先へお送りください。ご協力いた
だいた方のうち抽選で50組100名様に、新リンク滑走券をプレゼ
ント。当落の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
個人情報の取扱いについては下記をご参照ください。

平成27年度




