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スポーツ振興課
▶体育施設 計画指導係 ☎5722－9317
▶小学校屋内プール スポーツ事業係 ☎5722 9695
▶学校開放事業 管理係 ☎5722－9690
ふ5722 9754（全係共通）

問

　屋内体育施設の利用休止と学校開放事業の中止について、
引き続き緊急事態宣言解除の日まで継続します。
　なお、屋外体育施設については、５／12（水）から再開
しています。

緊急事態宣言の延長に伴う体育施設等の対応について

　区では、区内の名所を楽しみながら安全
安心にウオーキングができるコースを掲載
した「めぐろウォーキングマップ」を作成
しています。
　今年は、いよいよ東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会が開催されま
す。それに先駆けて、このマップには、
1964年に開催されたアジア初のオリンピ
ックを振り返りながらウオーキングが楽し
めるコースを掲載しています。特に駒沢オ
リンピック公園では、東京1964オリンピ
ック開催時にバレーボール会場となった屋
内球技場や陸上競技場、また東京オリンピ
ックメモリアルギャラリーをたどり、過去
のオリンピックに思いを馳せながら、歩い
てみてはいかがでしょう。
　このコースを含め、「めぐろウォーキン
グマップ」では目黒を巡る７つのウオーキ
ングコースを掲載しています。

▶総合庁舎
●１階 区政情報コーナー
●３階 健康推進課
●５階 スポーツ振興課
▶図書館　▶体育館
▶地区サービス事務所
▶住区センター

配布場所

　新しい生活様式やウィズ・コロナの生活
の中で、ウオーキングは運動不足やストレ
スの解消など、気分をリフレッシュさせる
効果があります。このマップを活用し、気
軽にウオーキングに取り組みましょう。
※ ウオーキングをする際は３密を避けるなど、新
型コロナウイルス感染防止に努めましょう

▶スポーツ振興課スポーツ事業係 　　 ☎5722 9695　ふ5722 9754　▶健康推進課健康づくり係 　　 ☎5722 9586　ふ5722 9329問

柿の木坂・柿の木坂・東が丘エリアが丘エリア
東京1964オリンピックを歩く京1964オリンピックを歩く

「めぐろウォーキングマップ」で

を歩く
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施　設　名 一般公開中止・臨時休場期間
五本木小学校屋内プール
（中央地区プール） ６／11（金）～６／22（火）

緑ヶ丘小学校屋内プール
（西部地区プール） ６／17（木）～６／22（火） 

碑小学校屋内プール
（南部地区プール） ６／19（土）～６／25（金）

駒場プール
（北部地区プール） ６／28（月）～７／  ２      （金）

区民センター屋内プール
（東部地区プール） ７／  ５   （月）～７／  ９     （金）

プールの一般公開中止・臨時休場のお知らせプールの一般公開中止・臨時休場のお知らせ
　学校利用、定期清掃・換水作業などのため、下表の各期間は利用でき
ません。
　詳しくは各プールの予定表を確認ください。

■問スポーツ振興課スポーツ事業係　☎5722－9695　ふ5722－9754

★イベントなどは新型コロナウイルス感染症対策のため、中止・変更になる場合があります。

イイ 情情 報報トトンンべべ ・・ せせらら知知おお

記事に特に記載がない場合

① イベント名など
② 郵便番号・住所
③ 氏名（ふりがな）
④ 電話・FAX番号
⑤ 年齢
⑥ 性別

●重複申し込み不可
●費用は無料
●対象者は原則、区内在住・
　在勤・在学者
●1人 1枚 1イベント・講座

〒153-8573
目黒区役所（住所記入不要）
スポーツ振興課◎◎◎◎係
は区のホームページから

申し込み可

申込先に
記載がない場合の宛て先

目黒区のスポーツ施設
地区 体育施設名 所在地 電　話 FAX
北部 駒場体育館・駒場プール 〒153-0041 駒場2-19-39 3485－7761 3485－3926
東部 区民センター体育館・プール 〒153-0063 目黒2-4-36 3711－1139 3711－2594

中央
碑文谷体育館 〒152-0003 碑文谷6-12-43 3760－1941 3760－1943
五本木小学校屋内プール 〒153-0053 五本木2-24-3 3714－8511（ＦＡＸと共用）

南部
中央体育館 〒152-0002 目黒本町5-22-8 3714－9591 3714－9540
碑小学校屋内プール 〒152-0003 碑文谷1-18-14 3793－2606（ＦＡＸと共用）

西部
八雲体育館 〒152-0023 八雲1-1-1

　　　　　 めぐろ区民キャンパス内 5701ー2984 5701ー2985

緑ヶ丘小学校屋内プール 〒152-0034 緑が丘2-13-1 3718－3130 3723－8744
宮前公園庭球場 〒152-0023 八雲3-19-12 3723－3342 　　

その他 砧野球場・砧サッカー場 〒157-0067 世田谷区喜多見1-12-2 3415－2361 3415－7081
※八雲体育館は新型コロナウイルスワクチン接種会場となるため３／22（月）～10／８（金）まで利用できません

第60回 目黒区体育祭 秋季軟式野球大会

日程　８／１（日）からの毎週日曜
日　会場　砧野球場（世田谷区喜多
見１－12－２）　対象　区内在住・
在勤・在学者で編成されたチーム、
区軟式野球連盟の加盟チーム。ただ
し、学生連盟に登録しているチーム
を除く　種別　一般の部（20歳以
上）、成年の部（40歳以上）
費用　（参加費）新規登録チーム： 
１チーム18,000円　春季大会登録
済チーム：１チーム10,000円
（事故見舞金会費）登録人数分（１

人600円）
申目黒区軟式野球連盟ホームペー
ジから申請書をダウンロードし、
６／４（金）（必着）までに、Ｅ
メールで目黒区軟式野球連盟（め
megurokunanshik iyakyuu@
yahoo.co.jp）へ。
※詳細は目黒区軟式野球連盟ホーム
ペ ー ジ（http://msbb.az2.jp/）を
ご覧ください
問ＮＰＯ法人目黒体育協会
☎5722－8088　ふ5734－1032

金沢マラソン2021 目黒区優先枠参加者募集

　目黒区の友好都市である金沢市の
マラソン大会組織委員会から、目黒
区に優先出場権が贈呈されました。
　参加資格などの大会詳細について
は金沢マラソン大会ホームページを
ご覧ください。
日時　10／31（日）　対象　区内
在住・在勤・在学者　定員　３人

（抽選）　費用　16,880円
申・問ハガキ・ＦＡＸ（申し込み記
入例①～⑥）で、６／15（火）（必
着）までに、オリンピック・パラリ
ンピック推進課へ　
☎5722－9361　ふ5722－9754
当選者は各自インターネットで申し
込みください。

第59回 目黒区体育祭 春季大会

種目・日時・会場など 下表のとお
り　対象　区内在住・在勤・在学
者、ＮＰＯ法人目黒体育協会の加盟
団体に登録・加盟しているかた
費用　個人競技は100円から。団
体競技は１チーム1,000～10,000
円。小・中学生は原則半額。種目に
より、実費や保険料が必要な場合あ
り
申各体育館で配布の申込書（区ホー
ムページから印刷可）と参加資格を
確認できるもの（運転免許証・健康

保険証・学生証など、またはそれら
の写し）を、各体育館（受付時間
は９：00～21：00、申込締切日は
17：00まで）、主管団体指定先、
ＮＰＯ法人目黒体育協会へ
※詳細は区ホームページ・各大会要
項をご覧ください
問ＮＰＯ法人目黒体育協会
☎5722－8088　ふ5734－1032
９：00～16：45（土・日・祝日は
除く）

種　目 対象※ 開催日時 会　場 申込期間

卓球 小・中・高 ６／20（日）９：00～ 駒場体育館 ５／19（水）～
６／２（水）

アクアスロン 開催を中止します

※ 注：小＝小学生、中＝中学生、高＝高校生

オリンピック・パラリンピックの競技種目を体験して大会を応援しよう

オリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピック
種目体験教室種目体験教室

ＨＰ

　パラリンピック種目のボッチャや槍投げ、ハンマー投げなどの陸
上競技を体験します。※使用ツールは体験用のものです。写真参照

申直接またはハガキ・FAX（申し込み記入例①～⑤、在学者は名
称・所在地を記入）で、６／22（火）（必着）までに区民センター
体育館へ
問区民センター体育館　☎3711－1139　ふ3711－2594

体験用ツール体験用ツール

７／13～８／３の（火）全４回
①16：00～16：50　②17：10～18：00日　時

区民センター体育館会　場

区内在住・在学の①小学１・２年生  ②小学３～６年生対　象

各15人定　員 2,000円費　用

区民センター体育館指導員講　師

運動ができる服装、屋内シューズ、タオル、飲み物持ち物
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◆申し込みは、直接各体育館へハガキ・FAXまたは区ホームページにて行ってください
◆教室に関する問い合わせは、直接各体育館へご連絡ください
◆ハガキ・FAXで申し込む場合は、２面のスポーツ施設一覧と申し込み記入例をご覧ください
◆介助が必要なかたは介助者同伴です　◆先着を除き定員を上回った場合は抽選です
◆費用は保険料などを含みます　◆未就学児は保護者同伴です　◆申込期限は必着です

の体育館 スポーツ教室

最新の情報は区ホームページをご覧いただくか各イベントなどの問い合わせ先に確認ください。

〒153-0041 駒場2-19-39　☎3485－7761　ふ3485－3926駒場体育館ＨＰ
教室名など 日　程 時　間 対　象 定　員 費　用 申込期限

レディーステニス夏大会 6／21（月） 9：00～17：00 区内在住・在勤の女性ペア（学生は不可） 16組
（1組2人）

1組
1,000円 6／10（木）

知的障害者スポーツ教室
バスケットボール 6／26（土） 9：30～11：30 1人で参加できる知的障害のある小学生以上 5人 250円 6／19（土）

リラックスヨガ 6／30～8／4の（水）全6回 19：30～20：30 16歳以上 7人 3,000円 6／  7（月）

初中級テニス
ワンポイントレッスン 7／3（土） 13：00～15：00 ①18歳以上②小学3～6年生

①40人　　　　　　　　　　　　　　　　
②12人 500円 5／27（木）

シェイプアップエアロ 7／5～9／13の（月）全10回（8／9を除く） 10：00～11：00 16歳以上 25人 5,000円 5／31（月）

はじめて太極拳 7／5～9／13の（月）全10回（8／9を除く） 11：30～12：30 16歳以上 25人 5,000円 6／  7（月）

ビューティーリフレッシュ
エクササイズ 7／5～9／13の（月）全10回（8／9を除く） 13：00～14：00 16歳以上 25人 5,000円 6／14（月）

スローエアロビック 7／5～9／13の（月）全10回（8／9を除く） 14：30～15：30 16歳以上 20人 5,000円 6／14（月）

キッズダンス 7／5～9／13の（月）全10回（8／9を除く） ①16：00～17：00     　 
②17：15～18：15

①小学1・2年生
②小学3～6年生 各20人 5,000円 6／  9（水）

パワーヨガ 7／5～9／13の（月）全10回（8／9を除く） 19：30～20：30 16歳以上 20人 5,000円 6／  8（火）

キッズテニス教室 7／9～8／13の（金）全5回（7／23を除く） ①16：00～17：00
②17：15～18：15

①小学1・2年生
②小学2・3年生 各18人 2,500円 5／31（月）

月いち講座
～コアコンディショニング 7／10（土） 9：30～10：30 16歳以上 7人 無料 6／  3（木）

キッズフットサルフェスティバル 7／11（日） ①12：50～13：50
②14：00～15：00　　　

①4歳以上の未就学児
②小学1・2年生 各30人 無料 6／10（木）

〒153-0063 目黒2-4-36　☎3711－1139　ふ3711－2594区民センター体育館ＨＰ
教室名など 日　程 時　間 対　象 定　員 費　用 申込期限

フットサル交流会 6／3～25の（木）・（金）　 20：30～21：30 16歳以上 各18人
（先着） 1回500円 当日受付

（19：50～）

走り方・キッズヘキサスロン教室 7／7～8／18の（水）全6回（7／14を除く） ①16：00～16：50
②17：10～18：00

①小学1・2年生
②小学3～6年生 各15人 3,000円 5／28（金）

〒152-0003 碑文谷6-12-43　☎3760－1941　ふ3760－1943碑文谷体育館ＨＰ
教室名など 日　程 時　間 対　象 定　員 費　用 申込期限

キッズJポップダンス教室 7／6～8／31の（火）全8回（8／10を除く） ①16：00～16：50
②17：00～18：00

①5・6歳
②小学1・2年生 各15人 4,000円 6／18（金）

幼児リトミック教室 7／7～8／18の（水）全5回（7／21、
8／11を除く）

①10：00～10：40
②10：50～11：30
③11：40～12：20

①おすわり～ハイハイまでの乳児と保護者
②1歳と保護者
③2歳と保護者
（①～③保護者1人につきこども1人）

各10組 1組
2,500円 6／18（金）

スタンダードヨガ 7／13～9／7の（火）全8回（8／10を除く）
①  9：00～10：00
②10：20～11：20
③11：40～12：40

18歳以上 各15人 4,000円 6／18（金）

初心者ジュニア野球体験教室 7／20～8／24の（火）全5回（8／10を除く） 16：30～17：30 小学生 30人 2,500円 6／30（水）

ジュニアインドアテニス教室 7／20～8／31の（火）全6回（8／10を除く） 17：00～18：30 小学3・4年生 30人 3,000円 6／30（水）

初心者ジュニアソフトテニス教室 7／27（火）～31（土）全5回 17：15～18：45 小・中学生 30人 2,500円 6／30（水）

　中央体育館は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会テコンドー公
式練習会場になるため下記の期間、全館一般公開、貸切利用などはできません。

テコンドー公式練習会場に伴う利用休止期間
６／25（金）～９／14（火）（予定）

　なお、利用手続きなどの受付は行います。
　利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願
いいたします。 問中央体育館　☎3714－9591　ふ3714－9540

中央体育館中央体育館のの利用休止利用休止についてについて



６／27日駒場体育館

家族や友達と一緒に楽しく学ぼう！家家族族や友達達と 緒に楽楽しく学学ぼう！家族や友達と 緒に楽しく学ぼう！

ＨＰ

６／27日　プール（２コース使用）
種目 内容 時間 対象 定員 費用 申込期限

親子水泳教室 水慣れ・だるま浮き・着地・
ボビング・けのび等 11：00～12：00

おむつの取れた３歳以上の
未就学児と保護者（保護者
１人につきこども１人）

10組 大人400円
高齢者・障害のあるかた・こ
ども（中学生以下）200円

６／３（木）

着衣水泳体験会 服を着たままの浮き方、泳ぎ方、救助法を体験します 14：00～16：00 小学生以上 16人 ６／10（木）

持ち物 ▶親子水泳教室　水着、水泳キャップ、ゴーグル、タオル、ロッカー代100円（返却式）
▶着衣水泳体験会　洗濯済みの色落ちしない長そで・長ズボン、水着、水泳キャップ、ゴーグル、タオル、ロッカー代100円（返却式）

申直接またはハガキ・ＦＡＸ（２面の申し込み記入例①～⑤を記入）で、駒場体育館へ。複数申し込み可
問駒場体育館　☎3485－7761　ふ3485－3926

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、「新しい生活様式」
を実践し、感染症対策と向き合う中で、運動不足やストレスから、心
身に悪影響をきたす健康二次被害が懸念されています。

　意識的に運動・スポーツに取り組むことは、健康の保持・増進だけ
でなく、ストレス解消、自己免疫力を高めて感染症を予防することに
も役立ちます。体を動かす機会を増やしましょう。

適度な運動・スポーツを行い、

によるや ス ト レ ス運 動 不 足
健康二次被害を予防しよう

問スポーツ振興課管理係　☎5722－9690　ふ5722－9754

※新型コロナウイルス感染症対策のため、中止になる場合があります

出典：スポーツ庁ホームページより抜粋

感染症対策による活動制限・運動不足の長期化による影響

●ウイルス感染への不安
●ストレス蓄積
●体重増加 生活習慣病の発症・悪化
●体力の低下
●腰痛・肩こり・疲労
●体調不良

➡  自己免疫力の向上（感染に対する抵抗力）
➡  ストレス解消（メンタルヘルスの改善）
➡  体重コントロール（生活習慣病の予防・改善）
➡  体力の維持・向上（筋力の維持・向上）
➡  血流の促進（腰痛・肩こりの改善　冷え性・便秘の解消　良好な睡眠）

運動の効果

感染対策をしっかりと行いながら、体を動かしましょう

● ヨガや筋トレ等の動画を見ながら
行う
●こまめに換気する

ストレッチングや軽い体操

一人または少人数ですいた時間、場
所を選ぶ

ウオーキングやジョギング等

コロナ禍の運動の注意点

■ 適度な運動　 運動を再開するときは、いつもより軽
めにはじめ、運動強度や量は徐々に増
やす

■感染症予防　三つの密を避ける　手洗いの徹底など
■熱中症対策　水分補給　適度な休憩　屋内での運動

令和３年（2021年）５月15日 No.624

環境にやさしい植物油インキを使用しています 古紙パルプは配合率70％再生紙を使用しています
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