市内にある競技団体と地域団体が活動やイベントを
紹介する
『スポーツ便り』
です。

各団体の詳細は、公益財団法人横浜市体育協会のホームページ
「加盟団体紹介」
をご覧ください。

世界に類を見ない剣道を
始めてみませんか

横浜市テニス協会

２０２２年に創設百周年
を迎えます

２０１９はラグビーイヤー
ラグビーを体験してみませんか
横浜市剣道連盟

世界でもほかにありません。左右の手をバランスよく

剣道のように、両手で刀
（竹刀）
を操作する武術は、

横浜市ラグビーフットボール協会
ラグビーワールドカップ２０１９ の決勝戦は、
ここ

ると考えられます。何十年か前の新聞記事で、頭の良

操作することで、左右の脳に刺激を与えることができ

横浜市内のラグビースクールは、
４団体が活動してお

くなる一番のスポーツは剣道と言われていましたが、
こ

も、
ラグビーに触れてほしいと思っています。

「横浜」
で行われます。これを機に、多くの市民の皆さん

り、各スクールでは体験会などを開催しています。ぜひ

んなところにも要因があるのではないでしょうか。

クでは高知大会
（２０１３年）
三位、秋田大会
（２０１７

祉祭
（ねんりんピック）
に参加しています。ねんりんピッ

また、年二回の大会、三段以下の審査会主管や全国福

おり、毎年約８００名の初段剣士が誕生しています。

本連盟は、
一級から八段まで約５，
０００名の会員が

参加してみませんか？きっと、魅力ある
「ラグビー」
を体
験することができるでしょう。
また、「タグラグビー体験会」
や
「女子ラグビー大会」
な
ども開催しています。
こちらにもぜひ、
ご参加ください。
●横浜ラグビースクール

と上 位 入
賞を果たしており、
２０２１年の神奈川大会に向け稽

年）
ベスト８、栃木大会・富山大会でベスト

URL http://green-rugby.boo.jp/

URL http://www.denenrs.com/

URL http://yrs.boy.jp/

〈横浜市内のラグビースクール〉
●田園ラグビースクール
● グリーンラグビースクール
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14

毎年９月23日開催の『テニスの日』

当協会は１９２２年に設立し、
３年後の２０２２年
には１００周年を迎えます。
市営公園テニスコートで行う市民大会は、
ジュニア・
一
般・年齢別のベテランから、
親子・ミックスまで多くの種
目があり、横浜市在住・在勤・在クラブ・在学であれば、
シングルスやダブルスに誰でも出場できます。さらに、
一般団体対抗、
クラブ対抗、
実業団対抗の団体戦も行わ
れています。
また、市民大会優勝者などから選抜して、都市間交
流大会、都市対抗大会への派遣や、毎年１月に行う横
浜選抜室内選手権大会
（会場：横浜国際プール）
を開
催しています。
一般テニス愛好家から初心者まで参加できる、
市民テ
ニス教 室（４～ 月 ）、市 民シニアテニス教 室（４～６
月）
、
テニスの日などの事業も幅広く開催しています。
皆さまのご参加をお待ちしています。

10

１６
古に励んでいます。

各ラグビースクール

URL https://www.ycrugby.com/

U
R
L

● 横浜ＹＣラグビースクール

横浜市テニス協会

１０

●〒231‐0028 横浜市中区翁町１‐５‐５
関内スクエアビル306号
／ http://yokohama-ta.la.coocan.jp/
メール／
fwpa8936@mb.infoweb.ne.jp
TEL／045‐663‐0557
（月・水・金
時～ 時）

問合せ

横浜市剣道連盟
問合せ

横浜市ラグビーフットボール協会

１８

市民大会開会式

● 事務局
〒２４１‐０００５ 横浜市旭区白根７‐３‐８
ＴＥＬ・ＦＡＸ／０４５‐９５３‐７３３０

市民大会

TM

● 事務局
〒２４０‐００３６
横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘１丁目 ‐６
ＴＥＬ／０４５‐４４２‐３９９０

問合せ

１０

１２

１４ １１

１２

２４

１７

「区民まつり」
で体力測定を実施

青葉区民の
スポーツを支えます

１１

「区民マラソン」
をサポートしました

青葉区体育協会

２４

明るく元気に、
楽しくをモットーに！

団 体 が 所 属し、それぞれ区 民 大 会な

１１

戸塚区体育協会

当 協 会は

どの特色ある事業を開催しています。

３０

公益的スポーツ事業においては、例年ウォークを

開催していましたが、 年度は天候に左右されない

屋内競技として、「綱引」
を開催しました。綱引連盟

ら、小学生から一般の方まで幅広い参加があり、充実

の協 力 を 得て、競 技ルールなどの指 導 を 受 けな が

また 、年々盛んになる
「 武 道フェスティバル」
は７

した事業となりました。

周年」
を迎えます。加 盟 団

回目を迎え、見学体験など活気にあふれたものにな

戸 塚 区は今 年
「区制

りました。

体では、各事業を記念事業と位置付け、戸塚区全体

が一体感をもって区民スポーツの普及、振興、地域の

８０

２７

今年も 月 日
（日）「第６回青葉区民マラソン大
会」
が開催され、当協会は大会運営をサポートしま
す 。昨 年は、オリンピック出 場 経 験のある 元マラソ
ン選 手の谷口 浩 美 氏をアンバサダーに迎え、約１，
０００人のランナーが、 ㎞の公道を警察白バイ隊
の先導で力走しました。
これからも区民スポーツを支え、多くの方々にス
ポーツを楽しんでいただきたいと考えています。ま
た、協会ホームページを準備中で、加盟 団体の最
新ニュースや各イベント情報など、区民に開かれた
青葉区体育協会を目指します。
【２０１９年度の主な事業】
青葉区民まつり： 月３日
（日・祝）
第６回青葉区民マラソン： 月 日
（日）
青葉ふれあいまつり： 月 日
（土）
青葉スポーツフェスタ：２月１日
（土）
青葉スポーツ人の集い：２月１日
（土）

３０

青葉区体育協会

●ＴＥＬ／０４５‐９７１‐６６４７
ＦＡＸ／０４５‐９７１‐６６４８
（火曜・木曜 ９時 分〜 時）
メール／ aoba.taikyou@gmail.com

問合せ

交流につながるよう活動していきます。

１１

公益的スポーツ事業
「ウォーク」

●開催日／ 月３日
（日・祝）
● 内容／秋空の下、気軽に歩いて交流します。
●問合せ ／戸塚区体育協会事務所
TEL／０４５‐８６９‐２０７５

行事予定

「SPORTSよこはま」 定期郵送をご希望の方は、〒住所･氏名･電話番号をご記入のうえ、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

定期購読者
募集

し、
「 SPORTSよこはま郵送希望」
と明記のうえ、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、横浜市体育協会スポーツ情報課までご連絡ください。
TEL

045-640-0012

FAX

045-640-0024

年末年始を除く平日9：00-17：00

読者アンケートにご協力ください
「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
、電
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）
話番号をご記入のうえ、令和元年6月30日必着で下記のあて先へお送りください。アンケートにご
「横浜銀行アイスアリーナ無料招
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、
待券」
を差しあげます。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
情報の取り扱いについては右記をご参照ください。
質問事項

（1）
P13横浜銀行アイスアリーナのクイズの答え
（2）
今月号の表紙はいかがでしたか。
「良かった」
「悪かった」
「その他」
のいずれかでお答えくだ
さい。その理由もお聞かせください。
（3）
今月号で興味を引いたのはどの記事ですか。その理由もお聞かせください。
（4）
今月号で興味を持てなかったのはどの記事ですか。その理由もお聞かせください。
（5）
今後取り上げてほしいテーマ
（種目・イベント・人物など）
はありますか。
（6）
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。
（7）
どこに置いてあると便利だと思いますか。
Webサイトは
（8）
その他、
ご意見・ご要望がありましたら、
ご記入ください。
こちら

あ 〒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
「SPORTSよこはま」
アンケート係
て 横浜市体育協会スポーツ情報課
先 E-mail sports_yokohama@yspc.or.jp FAX 045-640-0024
15

「SPORTSよこはま」
個人情報の取り扱いについて
（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 定期購読の場合 「SPORTSよこはま」
の発送
ウ 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）個人情報の取り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い合わせについて
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）個人情報をご提供いただ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
お申し込みできない場合があります。
(7）当協会の個人情報取り扱いに関する苦情、
相談等の問い合わせ先
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

