
　平成28年3月5日（土）に青葉区体育協会主催のスポーツ人の集いが開催されました。
　長年区内でスポーツ・レクリエーション活動の振興発展に貢献された方々23名に、各種表
彰状が授与されました。285名の出席者と日本体育大学応援団チアリーダー部が、受賞者の
お祝いに華を添えました。
　同日に開催したスポーツフェスタでは、バスケットボール協会によるミニバスケットボール
大会が実施され、参加した200名の小学生が汗を流しました。

スポーツ人の集いを開催しました
青葉区体育協会

　磯子区体育協会は、19の加盟団体と共に、区民大会や教室事業を開催しています。「社会
人になってスポーツをする機会が減ってしまった…」「学校のクラブだけじゃなくもっとスポ
ーツがしたい! 」そんなあなた! ぜひお問い合わせください‼
　この度さらなるスポーツ振興を目指し、事務所を区役所からスポーツセンターへ移しまし
た。また、新たに公益的事業を開催し、皆さまがさらにスポーツに触れあえる機会を作ってい
きたいと思います。
　加盟団体である野球協会は、「地域の野球好きの皆さん」により組織され、野球大会の開催
や中・高生の部活動等で審判をお手伝いするなど、地域の方々との交流を深め、親睦と体力
向上を目指す活動を積極的に行っています。
　磯子区内にある浜中学校が神奈川県中学校軟式野球大会で優勝し、磯子区民栄誉賞を授
与されました。このような選手が育つよう地域一丸となって協力して活動をしていきます。

区民大会や教室事業を開催しています　
磯子区体育協会

受賞者を励ます会

授賞式　

青葉スポーツフェスタ　

青葉区スポーツ人の集い

磯子区民栄誉賞受賞：浜中学校

新杉田球場での区民大会

　平成28年3月6日（日）「第20回旭区スポーツ人のつどい」が開催されました。
　旭区体育協会は14種目のスポーツ団体で構成され、スポーツの普及・振興に寄与した者な
らびにスポーツ大会等で活躍した選手に対し、スポーツ賞を贈呈します。
　さらに、区のスポーツ振興と体育協会活動の活性化に資する事を目的として行われました。
　第1部は表彰とアトラクション、第2部は受賞者を励ます会を行い、奨励賞7名、特別賞6名
4団体が表彰されました。
　本年も各競技部種目による大会や講習の開催が予定されております。

① 旭区スポーツ祭
② 応急手当講習会（心肺蘇生法・ＡＥＤ操作）
③ 旭区駅伝大会2017（ズーラシア駅伝）
④ 第21回旭区スポーツ人のつどい表彰式

平成27年度旭区スポーツ人のつどい表彰式
旭区体育協会

問合せ TEL FAX旭区体育協会（旭スポーツセンター内）      045-370-6415        045-370-6416

問合せ TEL・FAX磯子区体育協会（磯子スポーツセンター内）                045‐353‐3180
isogo-kutaikyou@eos.ocn.ne.jp(不在としていることが多いため、メールでお問い合わせください。）

① 青葉区民まつり（体力測定・さわやかスポーツ）
② 青葉区民マラソン　
③ 第22回青葉スポーツ人の集い・青葉スポーツフェスタ

平成28年11月 3 日（木・祝）
平成28年11月27日（日）
平成29年2月 4 日（土）　

平成28年6月25日（土）～11月26日（土）　　　　　　　　　　
平成28年9月25日（日）13：00～ 旭スポーツセンター
平成29年1月28日（土）よこはま動物園ズーラシア
平成29年3月 5 日（日）旭公会堂

問合せ

Email

TEL青葉区体育協会（青葉スポーツセンター内）      045-971-6647　
aoba.taikyou@gmail.com　

平成28年度の主な事業計画

平成28年度事業開催予定
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誰でも、いつでも、いつまでも。 
スポーツであなたの町と人をヘルシーに！ 

姿勢デザイン教室

　平成28年５月に新しく設立した旭区２つ目のクラブ
「NPO法人スポーツコミュニティ・シュート」（愛称：スポッ
シュ）。
　「スポーツを通して大切な仲間と汗をかき、素敵な時間
を過ごす。世代を超えて地域に根づいたコミュニティ作りを
!」をコンセプトに会員の皆様とスポーツの架け橋になるべ
く、サッカー/フットサル/グラウンド・ゴルフ/かけっこ教室/
バレーボール/体力づくり教室など多種多様な種目を取り
入れた総合型地域スポーツクラブです。
　心身ともに健康、明るい地域づくり、地域ネットワークの
構築といった形で社会貢献できる地域に根づいた活動を
していきます。
　クラブの理事長は「ミスターマリノス」の愛称で親しまれ、
横浜市民にも愛された木村和司氏。
　「わしは現役引退後、サッカーの楽しさを伝えたくて、横
浜市を中心に全国を回り、途中、Jリーグの監督もやらして
もろうたりして。その中で強く思ったのが、未来を担う子ど
もたちやそれを支える大人たちにサッカーの素晴らしさを
もっともっと伝えにゃいかんなと。そのためにもわしは常々、
ホームグラウンドを持ちたいと思うとった。その夢を数年

前に旭区白根で叶えることができての。その名もスポーツ
ジャングル10（テン）。皆さんと地域全体が元気になれるよ
う、スポーツを通して貢献したいと思うとる。旭区といえばス
ポッシュと言ってもらえるよう、みんなのコミュニティになれ
ばうれしく思うね。ぜひ、スポーツジャングル10に足を運ん
でスポッシュに参加して欲しいのお」と話してくれました。

NPO法人スポーツコミュニティ・シュート／愛称（略称）：スポッシュ

グラウンド・ゴルフ

バランスシューズでの動作学習 ポールを用いた体幹（コア）機能改善

ちびっ子サッカー

個人参加バレーボール 理事長の木村和司氏

紹介クラブ

　姿勢測定会後のフォローサービスとして開設した姿勢改善教室です。筋機能を改善する当協会オリ
ジナルセレクトによるトレーニングメニューと膝関節の歪みを改善するバランスシューズ、体幹（コア）
機能を改善するポールを使用して皆様にとって健康的な姿勢をつくっていきます。
　指導は当協会内研修を受講し、認定された専門指導員が行います。

第4期開催スポーツセンター：旭、保土ケ谷、瀬谷、中、戸塚、緑、南の7施設で開催予定。
※事前申込みのため、開催スポーツセンターへ直接お問い合わせください。

第3期の教室日程

好評開催中

旭スポーツセンター
☎045-371-6105

保土ケ谷スポーツセンター
☎045-336-4633

中スポーツセンター
☎045-625-0300

緑スポーツセンター
☎045-932-0733

10/7～12/9
毎週金曜日

10/12～12/21
毎週水曜日

10/5～12/14
毎週水曜日

10/7～12/16
毎週金曜日

11:15‐12:15

日　程

時　間 12:15‐13:15 12:00‐12:50 13:00‐13:50

予  告

URL
TEL

http://www.shoot-jungle.org/
045-744-8550
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「SPORTSよこはま」個人情報の取扱いについて

〒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

横浜銀行アイスアリーナのクイズの答え
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)

(5)

質問事項

E-mail sports_yokohama@yspc.or.jp FAX 045-640-0024

あ
て
先

「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。ハガキかe-mail、
FAXに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9月19日必着で下のあて先へお送りく
ださい。アンケートにご協力いただき、クイズ正解の方の中から抽選
で5組10名様に、「横浜銀行アイスアリーナ無料招待券」を差し上げ
ます。なお、当選者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右記をご参照ください。

（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
　  用の停止・消去および第三者への提供の停止に応じる窓口は、（7）の問い合わせ先と
　  同じです。
（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

読者アンケートにご協力ください

　横浜銀行アイスアリーナは、通年営業のスケート場として、夏も通常どおり営業し
ています。 
　暑い夏でもリンクの中は10°C以下で涼しくお楽しみいただけます。 
　夏休みは、ぜひ涼しいスケートリンクにご来場ください。

　横浜銀行アイスアリーナでは、スケート初心者の方を対象に、ワンポイントアドバ
イスを行っています。一般利用券をご購入いただき、下の開催期間にリンクをご利
用いただいている方はどなたでもご参加いただけますので、ぜひ、ご活用ください。

● 開催日
● 開催時間
● 対象・定員
● 参加料
● 当日の参加方法について

土曜日・日曜日・祝日
①11:00～11:30、②14:15～14:45(各回30分間)
お子様から大人の方まで自由参加
無料(ただし、一般利用券をご購入いただく必要がございます)
開催時間までに、サブリンクに集合してください。

一般利用時間
利 用 料 金
※貸靴は、15cm～32cmまでとなります。詳細は横浜銀行アイスアリーナホームページをご確認ください。

10:00～18:30
(大人)1,800円、(子ども・中学生以下)1,300円※貸靴代・消費税含みます

プレゼント応募方法は下の「読者アンケートにご協力ください」をご覧ください。
正解は、「横浜銀行アイスアリーナホームページ」にて9月下旬に掲載させていただきます。

フィギュアスケートには、さまざまなジャンプの技があります。次のうち、前向きに踏み切る技はどれでしょう?

「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。

FAXTEL     045-640-0055　　　  045-640-0024 　年末年始を除く9:00～17:00

暑い夏、涼しいスケートリンクに遊びに行こう!!

初心者向け「ワンポイントアドバイス」のご案内

クイズに答えて「横浜銀行アイスアリーナ無料招待券」プレゼント

Q

一般利用
のご案内

1 ダブルアクセル 2 シングルサルコー 3 トリプルループ 4 ダブルルッツ

045-411-8008（9：00～21：00） https://yokohama-icearena.jp/URLTEL


