
HP 目黒区 オリンピック聖火リレー

出発式・到着会場観覧募集入場無料 事前募集
７／１（木）締切

［日　　時］７／22（木・祝）８：30～９：15
　　　　　　（入場開始７：30～）
［会　　場］総合庁舎
［内　　容］●ウェルカムプログラム　●出発式
　　　　　　●目黒区第一走者（聖火ランナー）の見送り
［募集人数］60人（一度の応募で２人まで可）

出発式観覧
［日　　時］７／22（木・祝）８：45～10：10
　　　　　　（入場開始８：15～）
［会　　場］めぐろ区民キャンパス公園（八雲１-１-12）
［内　　容］●目黒区オリンピック聖火リレーの様子を上映
　　　　　　●目黒区最終走者（聖火ランナー）の出迎え
［募集人数］120人（一度の応募で２人まで可）

到着会場観覧

① 小学生以下のかたは必ず保護者同伴（保護者１人にこども１人の連名）
で申し込みください
② ７／22（木・祝）時点で未成年のかたは保護者の同意が必要です
③どちらの会場も屋外での観覧になります

④ 会場内での新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください
　● マスク着用、検温、手指消毒、咳エチケット、ソーシャルディスタン
スの確保など

　●大声での歓声や声援はお控えください

注
意
事
項

新型コロナウイルス感染症対策を徹底して開催しますので、ご協力お願いします

申区のホームページ（右コード）内の専用申し込みフォームから７／１（木）までにお申し込みください。
　 オリンピック・パラリンピック推進課窓口に備え付けの専用申込用紙（区ホームページから印刷可）での郵送（７／１
（木）17：00必着）も可能です。応募多数の場合は、区内在住・在勤・在学・在園者を優先して抽選。当選は、入場証
の発送〔７／12（月）予定〕をもって抽選結果の発表とします。詳しくは区ホームページをご覧ください。
問オリンピック・パラリンピック推進課　☎5722－9361　ふ5722－9754

 オリンピック・パラリンピック推進課　☎5722－9361　 5722－9754問

　「東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチ」
を総合庁舎で展示します。間近で聖火リレートーチをご覧になれる
貴重な機会となりますので、来庁の際はお立ち寄りください。

日　時 ６／22（火）８：30～17：15

※写真撮影は可能ですが、トーチに触れることはできません。

会　場 総合庁舎西口ロビー

　マスクの着用や入口での手指消毒、会場内で
のソーシャル・ディスタンスの確保にご協力願
います。
　また、発熱等体調に不安のあるかたは来場を
お控えください。

新型コロナウイルス感染症
対策のためのお願い

今後の新型コロナウイルス感染状況により、休止等になる場合があります

展 示 東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチ
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東京2020オリンピック
交 通 規 制聖火リレールート聖火リレールート

［駒 沢 通 り］8：10～10：20　目黒区総合庁舎⇒柿の木坂交差点
［柿の木坂通り］8：45～10：40　柿の木坂交差点⇒めぐろ区民キャンパス

７／22目黒区聖火リレーコース（目黒区総合庁舎⇒めぐろ区民キャンパス）

新型コロナウイルス感染状況などにより変更になる場合があります
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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

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

八雲体育館臨時休館のお知らせ
　電気設備法定自主点検の実施に伴い、11／15（月）は臨時休館いた
します。 問八雲体育館　☎5701－2984　ふ5701－2985

　膝・腰周りの筋肉を鍛
え、転倒しない身体づく
りを目指します。
　椅子に座ったままでで
きる運動や簡単な立位
（ラララフィットのみ）
での運動を行います。

区民センター体育館　☎3711－1139　ふ3711－2594問

❷ラララフィット
８／４～９／22の（水）全８回　12：00～13：00日　時

区民センター体育館会　場 区内在住・在勤の60歳以上対　象
各15人定　員 4,000円費　用
運動ができる服装、屋内シューズ、タオル、飲み物持ち物

申 直接またはハガキ・ＦＡＸ（申し込み記入例①～⑤、在勤者は名称・
所在地を記入）で、①７／12（月）②７／14（水）（必着）までに
区民センター体育館へ

❶椅子エクササイズ
８／２～10／４の（月）全８回（８／９・９／20を除く）　
12：15～13：15日　時

共　　通

ＨＰ

ＨＰ  ラジオ体操講習会
日時　７／11（日）10：00～11：
30　会場　碑文谷体育館
定員　50人
講師　ＮＨＫラジオ・テレビ　体操
指導者　多胡　肇氏
持ち物　屋内シューズとタオル
申電話、ハガキ・ＦＡＸ（申し込み記
入例①～④を記入）で６／29（火）
（必着）までに、スポーツ振興課スポ

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

第59回 目黒区体育祭 春季ゴルフ大会
日時　７／15（木）　８：00～
会場　富里ゴルフ俱楽部（千葉県山
武郡芝山町小原子773）
対象　区内在住・在勤・在学者また
は目黒区ゴルフ連盟加盟者。ただ
し、傷害保険未加入者は参加できま
せん　費用　１人3,000円（連盟加
盟者は１人2,000円）、別途プレー
費用（昼食付）15,500円（当日会
場で支払い）　

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
証明できる物（健康保険証・在学
証明書など）　を７／５（月）（必
着）までにＦＡＸまたはメール（め
yoshiji@kuriyama-yoshiji.com）
で目黒区ゴルフ連盟へ
※詳細は大会要項をご覧ください
問目黒区ゴルフ連盟
☎3717－3225　ふ3717－2843

種　目 対　象 開催日時 会　場 申込期間

ソフト
テニス 中 ８／20（金） ９：00～ 駒沢オリンピック

公園庭球場
６／30（水）～
７／30（金）

サッカー 社 ９／ ５（日） ８：50～ 砧サッカー場ほか ７／ ９（金）

水泳 小・中・
高・社　 ９／ ５（日） ９：00～ 区民センター

屋外プール
６／22（火）～
７／30（金）

テニス
高校男子D ８／24（火）

９：00～ 駒場体育館庭球場 ６／25（金）～
７／24（土）高校女子D ８／25（水）

注： 小＝小学生、中＝中学生、高＝高校生、社＝社会人・大学生（スポーツの学生連盟加入者を除く）、
D＝ダブルス　　

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（ホーム
ページから印刷可）と参加資格が確
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（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（土・日・

祝日を除く９：00～16：45）へ
※詳細は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）

第60回 目黒区体育祭 秋季大会

イスに座って一番必要な
足の筋力をつけよう!!

イスに座って足・腰に
負担なく全身運動!!

★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。

東京2020大会テコンドー
日本代表７選手のインタビ
ュー動画を配信中

　11／28（日）に区内の主要幹線道路を使用した第５回目黒シティラン～健康マラソン大会～を開催します。
　目黒シティラン実行委員会では新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、ランナーやボランティア、地域のか
たが安全・安心に参加できるように検討を進めています。詳細については今後、本紙や区ホームページでお知ら
せしていきます。

問目黒シティラン実行委員会事務局（オリンピック・パラリンピック推進課内）
　☎5722－9361　ふ5722－9754

11/28（日
）第5回第5回目黒シティラン開催決定！

～健康マラソン大会～～健康マラソン大会～

目黒区公式
YouTubeチャンネル

で配信中で配信中

介護予防教室介護予防教室
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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
〒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
知的障害者スポーツ教室
バスケットボール 7／10（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 7／  3（土）

月いち運動講座～作って遊ぼう 8／5（木） 11：00～12：00 小学生以上 7人 無料 7／  5（月）

幼児体操教室 8／27～9／24の（金）全5回　　 ①15：30～16：20
②16：30～17：20

①Ｈ.28／8／28～29／2／27生まれの
未就学児
②5・6歳

①18人
②20人 2,500円 7／  8（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（木・金） 7／1～9の（木）・（金）　 20：30～21：30 16歳以上 各20人
（先着） 1回500円 当日受付

（19：50～）

小学生ドッジボール教室 7／29～8／19の（木）全4回 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 2,000円 7／  8（木）

こどもヒップホップ教室（木曜日） 8／5～9／30の（木）全8回（9／23を除く） ①17：10～17：55
②18：10～18：55

①小学1・2年生
②小学3年生～中学生 各12人 4,000円 6／29（火）

キッズダンス基礎教室（金曜日） 8／6～9／24の（金）全8回 16：00～16：45 4歳～小学1年生 12人 4,000円 6／29（火）

こどもヒップホップ教室（金曜日） 8／6～9／24の（金）全8回 ①16：55～17：40
②17：50～18：35

①小学1・2年生
②小学3～6年生 各12人 4,000円 6／29（火）

夏休みフットサル交流会① 8／6（金） 19：00～21：00 16歳以上 20人 500円 7／16（金）
夏休みフットサル交流会② 8／20（金） 19：00～21：00 16歳以上 20人 500円 7／30（金）
バレエ教室（初級・中級） 8／7～9／11の（土）全6回 17：45～18：30 16歳以上 15人 3,000円 7／16（金）

こどもスポーツ塾教室 8／10～9／28の（火）全8回 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 4,000円 6／29（火）

〒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

ヒップホップダンス教室 8／20～10／15の（金）全8回（9／3を除く） ①16：00～17：00
②17：15～18：30

①小学1～3年生
②小学4年生以上（大人可）

①20人
②10人 4,000円 7／27（火）

ZUMBA 8／20～10／22の（金）全8回
（9／3、17を除く） 20：00～20：50 18歳以上 15人 4,000円 7／27（火）

幼児英語リトミック教室 8／25～9／29の（水）全6回
①10：00～10：40
②10：50～11：30
③11：40～12：20

①②1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3,000円 7／27（火）

初心者フラダンス教室
基礎編

8／26～10／21の（木）全8回（9／23を除く）
9：30～10：45 18歳以上の未経験者・初心者

各15人 4,000円 7／27（火）
応用編 11：00～12：15 18歳以上の経験者・初級者

キッズ体操教室 9／1～10／20の（水）全8回
①②13：30～14：30
③④14：45～15：45
⑤⑥16：00～17：00

①4歳（鉄棒）②4歳（跳び箱）
③5・6歳（鉄棒）④5・6歳（跳び箱）
⑤小学1・2年生（鉄棒）
⑥小学1・2年生（跳び箱）

各20人 4,000円 7／27（火）

ジュニアフットサル体験教室 9／2～10／28の（木）全8回（9／23を除く） ①16：00～17：00
②17：15～18：30

①5・6歳
②小学1・2年生 各30人 4,000円 7／27（火）

キッズインドアスポンジテニス教室 9／7～10／26の（火）全8回 ①16：00～17：00
②17：10～18：10

①5・6歳
②小学1・2年生 各20人 4,000円 8／16（月）

キッズJポップダンス教室 9／7～10／26の（火）全8回 ①16：00～16：50
②17：00～18：00

①5・6歳
②小学1・2年生 各15人 4,000円 8／16（月）

初心者なぎなた教室 9／10～10／1の（金）全4回 16：30～17：30 小学3年生以上（大人可） 20人 2,000円 8／16（月）

こどもかけっこ教室 9／11～10／9の（土）全5回 9：30～10：30 ①小学1・2年生②小学3・4年生 各20人 2,500円 8／16（月）

親子スナッグゴルフ体験教室 9／11～10／9の（土）全5回 13：00～14：30
①小学2～6年生と保護者
（保護者1人につきこども1人）
②中学生以上（大人可）

①10組
②10人

①1組2,500円
②2,500円 8／16（月）

スタンダードヨガ 9／14～10／26の（火）全7回
①  9：00～10：00
②10：20～11：20
③11：40～12：40

18歳以上 各15人 3,500円 8／16（月）

碑文谷体育館ＨＰ

　ジュニアからシニアまで、未経験者も経験者
も各種コースを用意しました。希望のコースに
トライしてみませんか。

問碑文谷体育館　☎3760－1941　ふ3760－1943

申 直接またはハガキ・ＦＡＸ（２面の申し込み記入例①～⑤、在勤
在学者は名称・所在地を記入）で、申込期限までに碑文谷体育館へ

碑文谷体育館庭球場会　場 各5,000円費　用

教室名など 日　程 時　間 対　象 定　員 申込期限

初心者レディーステニス教室 水曜日 ９／１～11／10の（水）全10回（11／３を除く）  ９：00～10：15 ①18歳以上の未経験者・初心者の女性②18歳以上の経験者・初級者の女性

各15人 ８／16（月）

土曜日 ９／11～11／13の（土）全10回

これからはじめるテニス教室 水曜日 ９／１～11／10の（水）全10回（11／３を除く） 10：20～11：35 ①16歳以上の未経験者・初心者②16歳以上の経験者・初級者土曜日 ９／11～11／13の（土）全10回

初心者シニアテニス教室 ９／１～11／10の（水）全10回
（11／３を除く） 11：40～12：55

①60歳以上の未経験者・初心者
②60歳以上の経験者・初級者

ジュニアテニス教室 ９／11～11／13の（土）全10回 小学３～６年生 30人

の します

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。

　新型コロナウイルス感染症対策のため、スポーツ施設の開館時間を変更する場合があります。最新の情報は、区ホームページをご覧いただくか、
各スポーツ施設へお問い合わせください。
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利用料金（全プール共通２時間）
対　象 屋内プール 屋外プール・幼児プール ※ 幼児プールの付き添いは１人まで無料。付き添い１人

が引率できるこどもは、２人まで
※ 新型コロナウイルス感染症対策のため人数制限をして
います

※利用時間は２時間まで

中学生以下・65歳以上・障害のあるかた 200円  100円
高校生以上 400円 200円

区のプール施設（プールへの入場は終了時間の30分前まで）
施設名など 概要 利用時間 入場制限

駒場プール
駒場２-19-39　☎3485－7761 【屋内】25m ※９：00～22：00

６／28（月）～７／２（金）は利用不可 ● 18：30以降の小学生以下の利用は、保護者
の送迎が必要

区民センタープール
目黒２-４-36　☎3711－1139
※ 屋外プールは７／１（木）～９／10（金）のみ
利用可

【屋内】25m ※９：00～22：00
７／５（月）～９（金）は利用不可

【屋外】50m ※10：00～20：00

【屋外】幼児 ※10：00～17：00

● 対象は小学２年生以下。オムツの取れていな
い乳幼児は、スイミング用オムツを着用し、
その上に水着を着れば利用可
● 中学生以上の付き添いが必要（プールに入ら
なくても可）

五本木小学校屋内プール
五本木２-24-３　☎3714－8511

【屋内】25m

※９：00～22：00
五本木小学校屋内プールは６／10（木）～22
（火）、碑小学校屋内プールは６／19（土）～
25（金）、緑ヶ丘小学校屋内プールは６／17
（木）～22（火）利用不可

● 18：30以降の小学生以下の利用は、保護者
の送迎が必要

 学校行事などのため、利用できない時間帯がありま
す。プール受付窓口の予定表、ホームページをご覧い
ただくか、各プールへお問い合わせください

碑小学校屋内プール
碑文谷１-18-14　☎3793－2606
緑ヶ丘小学校屋内プール
緑が丘２-13-１　☎3718－3130

●発熱・咳など体調不良の場合は利用を控えましょう
●施設利用の際にはこまめに手指の消毒・手洗いをしてください
●「３つの密」を避けるため、利用人数や利用時間の制限をしています

●観覧席は利用中止です
●更衣室も人数制限をしています。利用終了後、速やかに退出しましょう
●プール内での会話は控え、周囲の人となるべく距離を取りましょう

新型コロナウイルス感染症対策のためのお願い 感染症対策のため、ご協力いただきますようお願いいたします

　一人ひとりが、次の注意事項を守り、係員の指示に従って、
安全で衛生的に楽しみましょう。

◆プールに入る前に
● 発熱や下痢などの症状があるとき、睡眠不足のとき、飲酒したと
きは、泳ぐのを控えましょう
●トイレを済ませ、準備体操で体をほぐし、シャワーで体をよく洗
ってから入りましょう

◆プールからあがったら
●必ずうがいをして、シャワーで体をよく洗い流しましょう　
●タオルや目薬の共用はやめましょう

◆プールに入っているとき
●プール内で鼻をかんだり、つばを吐いたりしないでください
●トイレの後は、シャワーを浴びましょう　　
● 長時間の遊泳を避けて、適度に休憩を取り、水分補給しましょう

プール衛生上の注意 問 生活衛生課環境衛生係☎5722－9502

　刺青・タトゥーを露出した状態でのプールの利用はできません。
ラッシュガードを着用してください。ラッシュガードは、原則とし
てご自身で用意してください。無料貸し出しも行っています（数量
限定）。他の利用者の不安感を解消し、全てのかたが楽しむために
協力をお願いします。

刺青・タトゥーのあるかたの利用について

▶ ３歳未満・オムツの取れていない乳幼児は入場できません（区民
センターの屋外幼児プールを除く）
▶屋内プールでは、必ず水泳帽を着用してください
▶悪天候や水質管理などのため、公開を中止する場合があります
▶危険物・飲食物（ふた付きの飲み物は可）の持ちこみは禁止です
▶車での来場はご遠慮ください

プール利用上の注意

問 　各施設へ金利用料金金

の
の

夏季期間中、一部の区立プールに受付管理システムを導入します
　区立プールの順番待ちによる混雑を解消するため、７／１（木）～９／10（金）の
間、右記のプールについては、オンライン上でも順番受付などができる受付管理システム
を利用した受付を行います。
　詳細は６／25（金）に区ホームページ（右コード）で公開予定です。

▶区民センター屋外プール
▶五本木小学校屋内プール
▶碑小学校屋内プール
▶緑ヶ丘小学校屋内プール

　区内には５つのプールがありま
す。暑い夏はプールで「楽しく」
「さわやかに」過ごしましょう。

※※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、利用時間を短縮する場合があります
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