
●地域貢献事業
　中区体育協会の地域貢献事業は、地元有力企業にNCJパートナーズとして応援いただいてい
ます。このたび手作りのインタビューボードを作製し、イベントの表彰式などに活用しています。
　また、平成28年10月23日に笑顔スポーツフェスタ2016「チャレンジスポーツ5」を開催し
「RIOオリンピックの感動を! バドミントン スマッシュ対決 金メダルをかけて大熱戦!!」で盛
り上がりました。
●中区体育協会表彰式
　平成28年5月25日開催の中区体育協会総会において「平成27年度横浜スポーツ普及功
労賞」「平成28年度中区体育推進功労賞・優秀選手賞」を表彰しました。

NCJ (中区地域貢献事業)始動!
中区体育協会

　昭和21年9月に創立し今年度70周年を迎えた西区野球連盟は、5名の本部役員と15名の
審判員（部）により運営しています。区民を対象に、毎年一部リーグ戦8チーム28試合、二部
トーナメント戦として、春・秋各40から50チーム参加の区民野球大会を行っています。
　また小学生を対象とした学童部では、7チームによるジュニアの部（1年生～4年生）と一般
の部（5年生～6年生）が、毎年春・秋において各チームの監督やコーチの指導のもと、リーグ
戦を行っています。
　7月には横浜市少年野球大会予選（小学生の部、中学生の部）を行い、大会を通じて区民
と青少年の健全な心身の発達と育成、技術の向上に貢献しています。

西区野球連盟　「元気に活動しています! 」
西区体育協会

会長杯争奪　西区民ボーリング大会
西区民卓球大会
西区シニアバスケットボール大会
西区民春季ママさんバレーボール大会
第56回西区剣道大会      

1月 9 日(月・祝)
1月22日(日) 
1月29日(日)  
2月19日(日)
3月26日(日)  
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　鶴見区体育協会は、24の加盟団体から構成されております。
　毎年6月に行われる「鶴見区民スポーツ奨励賞表彰式」は、全国規模のアマチュアスポーツ
大会などで活躍した選手および永年にわたりスポーツの普及振興に寄与している指導者を
顕彰し、区民のスポーツ振興・健康増進活動に資することを目的に開催しています。
　毎年10月には、鶴見区の三大区民フェスティバルのひとつである「つるみ臨海フェスティ
バル」に、スポーツチャンバラやゲートボールなどのスポーツ体験で参加しています。
　鶴見区体育協会では、今後も区民の方々のスポーツ普及および振興のために各種大会や
スポーツイベントなどを開催していきます。

鶴見区をスポーツで活性化
鶴見区体育協会

つるみ臨海フェスティバル

平成28年度　西区民秋季軟式野球大会

鶴見区スポーツ奨励賞表彰式

中区長と表彰式受賞者の記念撮影

笑顔フェスタ2016表彰式はインタ
ビューボードの前にて

問合せ TEL FAX鶴見区体育協会（鶴見スポーツセンター内）        045-580-3027　　  045-580-3037

事業予定
第54回鶴見区インディアカ大会　　2月26日(日)　　鶴見スポーツセンター

中区体育協会         045-640-0051       http://www.y-nakaku-sports.com/

平成29年度事業予定
① 子どもフェスタ2017
② 笑顔スポーツフェスタ2017

 5月5日（金・祝）
10月予定

中スポーツセンター
中スポーツセンター

西区体育協会（西スポーツセンター内）        045-317-2630

事業予定（加盟団体大会予定）

問合せ TEL

問合せ TEL URL
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第4期姿勢測定会のお知らせ

【開催日程】実施日が変更になる場合がありますので、必ずお問い合わせのうえご予約ください。

公益財団法人横浜市老人クラブ連合会
045-433-1256　　     http://yokorouren.com

　今回は例年大人気のスポーツ体験コーナーに加え、新たにステージコー
ナーを設け、老人クラブ会員による発表会を予定しています。
　ご夫婦で、ご家族で、もちろんおひとりでの参加も大歓迎です。飲食コー
ナーもありますので、みなさまお気軽にご参加ください。　

問合せ

T E L U R L

　知らず知らずのうちに歪んでいく姿勢の改善は、ご自身
の姿勢を知ることが第一歩です。スポーツセンターでは定
期的に姿勢測定会を開催しており、いままで約4,000人の
方が測定し、トレーニングに役立てています!
　測定は横姿勢1枚・正面（立位、屈位）姿勢2枚の計3枚の
写真を撮るだけ!! その場で画像解析を行い、およそ3分で
姿勢測定の結果を見ることができます。もちろん、姿勢に
歪みがある場合は、改善のための推奨トレーニングをご案内させていただきます。目指せ! 満点姿勢!!

第3回シニアスポーツの祭典のお知らせ

今年はステージコーナーで開催のハマトレ

足首・膝・腰に目印をつけてカメラで撮影 測定後は結果を元にアドバイス

緑SC
☎045-932-0733 2月 3 日（金）

2月 7 日（火）

2月 7 日（火）

2月10日（金） 2月25日（土）

3月 2 日（木）

3月 6 日（月）

3月13日（月）

2月23日（木）

2月22日（水）

2月22日（水）10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

12:30～14:30

10:30～12:30

10:00～12:00

11:00～13:00

10:30～12:30

10:00～12:00

10:00～12:00

11:00～13:00

15:00～17:00

10:00～12:00

13:00～15:00

13:00～15:00

2月18日（土）

2月20日（月）

2月21日（火）

2月21日（火）

会場
電話 測定日 時間 会場

電話 測定日 時間

港南SC
☎045-841-1188

中SC
☎045-625-0300

都筑SC
☎045-941-2997

西SC
☎045-312-5990

神奈川SC
☎045-314-2662

旭SC
☎045-371-6105

磯子SC
☎045-771-8118

南SC
☎045-743-6341

栄SC
☎045-894-9503

鶴見SC
☎045-584-5671

金沢SC
☎045-785-3000

保土ケ谷SC
☎045-336-4633

戸塚SC
☎045-862-2181

泉SC
☎045-813-7461

1回1,000円
（税込み）

※SCはスポーツセンター

●開催日時　平成29年3月14日（火）10:00～15:00（予定）
●場所　　　パシフィコ横浜展示ホールA

入場無料・当日受付



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

P11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
29年3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、クイズに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

「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

スポーツサークル・指導者 登録希望者 募集中!
　お仲間を募集のスポーツサークル、指導の場をお探しの指導者のみなさま「ハマスポ」に登録してみませんか。
　登録は「ハマスポ」注目ワード「スポーツサークル情報・街の指導者（人材）情報登録のご案内
（　　 https://www.hamaspo.com/promo-renewal）」をクリックし登録用紙にて申し込み!!　　

横浜市スポーツ情報センター（平日9:00～17:00）　　　　045-640-0055TEL問合せ

URL


