
目黒区ゆかりの目黒区選出の
とパラリンピック聖火ランナー パラリンピック選手

からメッセージが届きました

パラリンピック聖火ランナー

　公道を走行することはできませんでし
たが、パラリンピック聖火リレー点火セ
レモニーに参加することができて良かっ
たです。会場の代々木公園でトーチを手
に持った時は緊張しましたが、手を振り
ながら楽しく会場内を走ることができま
した。
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第19・20 回東京都障害者スポーツ
大会陸上競技知的障害部門
男子立幅跳…………………… １位
東京都代表として全国障害者スポ
ーツ大会に14回出場 区内在住

プロフィール

メッセージ
　全ての出場種目でベストタイムを出す
という目標は、１つも達成できず悔しさ
が残りますが、皆さまからの応援で元気
をいただき、ありがとうございました。
この経験を必ず次の大会で活かしたいと
思います。
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選手

パラ水泳

競泳女子（視覚障害S11クラス）
100ｍ自由形 …………………14位
100ｍ背泳ぎ …………………10位
50m自由形 …………………12位

出場種目

メッセージ

©あいおいニッセイ同和損保提供

パラ馬術

　東京2020パラリンピック大会は長い
間夢見た舞台でした。大好きなハッシュ
タグ号と最高の試合に出場できたことは
今後の大きな糧になります。
来年はデンマークで世界選手権が開催さ

れ、３年後にはパリパラリンピックが行わ
れます。ぜひ応援よろしくお願いします。
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選手

個人・グレードⅡ……………10位

出場種目

メッセージ

©Kazuyuki Ogawa

　８／20（金）に目黒区パラリンピック採火式で採火された聖火
は、８／24（火）のパラリンピック聖火リレー点火セレモニーへと
引き継がれ、目黒区選出の伊藤喜隆さんが参加しました。聖火はその
後に行われた開会式で聖火台に点火され、翌日からパラリンピック競
技の熱い戦いが始まりました。

　本紙８月号で紹介した目黒区ゆかりのアスリート、パラ馬術の吉越
選手は８／26（木）に出場、パラ水泳の小野選手は８／27（金）か
ら３種目に出場しました。それぞれのメッセージをいただきましたの
で、紹介します。

６／22総合庁舎西口ロビーでの展示の様子

　東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リ
レーで使用したトーチを各体育館で巡回展示しま
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、ぜひこの機会にお立ち寄りく
ださい。

会　場 期　間
碑文谷体育館 10／23（土）～31（日）
区民センター体育館 11／６（土）～14（日）
駒場体育館 11／20（土）～28（日）
中央体育館 12／４（土）～12（日）
総合庁舎＊ 12／14（火）～28（火）
八雲体育館 ４年１／８（土）～16（日）
＊総合庁舎は土・日を除く平日９：00～17：00まで

　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。

観覧時の
注　　意

新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い

　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。また当日、発熱等体調に不安のあるかたは来
場をお控えください。

オリンピック・パラリンピック推進課　☎5722－9361　ふ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」巡回展示

月号2021年発行／目黒区　編集／文化・スポーツ部オリンピック・パラリンピック推進課　〒153‒8573　目黒区上目黒2ｰ19ｰ15
☎5722‒9361 FAX 5722‒9754　目黒区ホームページ　https://www.city.meguro.tokyo.jp/
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イイ 情情 報報トトンンべべ ・・ せせらら知知おお

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）～12／27（月）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

日 時　11／21（ 日 ） ９：00～
12：00　会場　第一中学校（大橋
2-11-1）　内容　グラウンドゴルフ
（雨天時は、第一中学校体育館で輪
投げ大会に変更。屋内シューズ持
参）　対象　駒場・菅刈・東山・烏

森住区の小学４年生以上
定員　各住区15人（先着）
申10／31（日）までに、直接北部
地区の各住区センターへ　
問スポーツ振興課スポーツ事業係
☎5722－9695　ふ5722－9754

北部地区ファミリースポーツ大会

★ 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。

中央地区スポーツ大会
日時　11／21（日）９：30～
会場　碑文谷体育館野球場（碑文谷
6-12-43）　内容　グラウンドゴル
フ（雨天時は体育室に変更）
対象　五本木・油面・上目黒・鷹番
住区の小学３年生以上

定員　各住区16人（先着）
申11／11（木）までに、直接中央
地区の各住区センターへ　
問スポーツ振興課スポーツ事業係
☎5722－9695　ふ5722－9754

種　目 対　象 開催日時 会　場 申込期間

サッカー 中
11／27（土）

８：30～ 砧サッカー場 10／15（金）～11／12（金）
12／ ４（土）

ソフトバレーボール 小・中・高・社 12／12（日） ９：00～ 碑文谷体育館 11／1（月）～30（火）
音楽体操 小・中・高・社 11／14（日） 13：00～ 駒場体育館 当日会場へ
ゲートボール 小・中・高・社 11／30（火） ９：00～ 田道広場公園 10／20（水）～11／19（金）
トリム体操 小・中・高・社 開催を中止します
ダンス 幼・小・中・高・社 11／21（日） 11：00～ パーシモン小ホール 10／15（金）～11／13（土）
ゴルフ 社 11／10（水） ８：30～ 京カントリークラブ　千葉県  10／15（金）～11／2（火）
健康体操 小・中・高・社 11／３（水・祝） 13：00～ 碑文谷体育館 10／12（火）～29（金）
エアロビック 小・中・高・社 11／23（火・祝） 10：00～ 中央体育館 当日会場へ
注： 幼=４～６歳程度、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）

第60回 目黒区体育祭秋季大会
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、Ｎ
ＰＯ法人目黒体育協会の加盟団体に登録・加盟しているかた　参加費　個人
競技は100円から。団体競技は１チーム1,000～8,000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
持って、各体育館へ(申込締切日は17：00まで）
※詳細は各大会要項を確認してください
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 目黒区体育祭冬季大会 駅伝大会駅伝大会・ロードレース大会・ロードレース大会
日　時 12／５日 競技開始９：30～（受付開始８：30）
会　場 駒沢オリンピック公園総合運動場 陸上競技場
内　容 右表のとおり

対　象 区内在住・在勤・在学の小学生以上、または目黒区陸上競技協会の承認を受
けたかた（年齢は大会当日の満年齢）

費　用 レース・種別により費用が異なります。詳細はＮＰＯ法人目黒体育協会へお
問い合わせください。

申 各体育館で配布の申込書（ホームページからも印刷
可）を、10／18（月）～11／12（金）までに、
各体育館・ＮＰＯ法人目黒体育協会へ、または、
目黒区陸上競技協会ほ（http://www.asahi-net.
or.jp/~ni3h-icns/）からエントリーフォームをダウ
ンロードし、必要事項を記入の上、目黒区陸上競技協会
（めmeguro-track-fi eld@mbr.nifty.com）へ。詳細
は要項をご覧ください。

問ＮＰＯ法人目黒体育協会
　☎5722－8088　ふ5734－1032

▶駅伝（１チーム４人編成、補欠２人まで）
種　別 距離（１人）

中 学 男 子

３km×４区間中 学 女 子
中学男女混合
全 種 別
高 校 生 ５km×４区間一 般

▶ロードレース
種　別 距　離

小学生（男子・女子）

１km
中学生（男子・女子）
高校生（男子・女子）
一般（男子・女子）

壮年50歳以上（男子・女子）
中学生（男子・女子） ３km
高校生（男子・女子）

５km一般（男子・女子）
壮年50歳以上（男子・女子）
▶親子ペアレース（フィニッシュは手をつないで）

種　別 距　離
男子小学生とその保護者 １km女子小学生とその保護者
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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

初中級テニス ワンポイントレッスン 11／20（土） 13：00～15：00 ①18歳以上の初中級者②小学3～6年生の初中級者
①40人
②12人 500円 10／28（木）

知的障害者スポーツ教室
バスケットボール 11／27（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 11／20（土）

月いち講座～アロマケア 12／11（土） 9：30～10：30 16歳以上 7人 無料 11／           4                （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 11／4～26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～）
介護予防歩行機能向上教室（ラララ
フィット） 12／1～4年1／26の（水）全8回（12／29を除く） 12：00～13：00 60歳以上 15人 4,000円 11／10（水）

こどもヒップホップ教室（木曜日） 12／2～4年1／27の（木）全8回（12／30を除く） ①17：10～18：00
②18：10～19：00

①小学1・2年生
②小学3年生～中学生 各15人 4,000円 10／29（金）

介護予防体力向上教室 12／6～4年2／7の（月）（4年1／3、10を除く） 12：15～13：15 60歳以上 15人 4,000円 11／15（月）
健康スポーツセミナー② 12／8（水） 15：00～16：30 16歳以上 15人 500円 11／17（水）

小学生フットサル教室 12／8～4年1／26の（水）全6回（12／29､ 4年1／5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 11／17（水）

大人のための水泳教室 12／10～4年2／4の（金）全8回（12／31を除く） 18：40～20：10 中学生以上 20人 4,000円 11／19（金）
ソフトテニスクリニック 12／12（日） 9：00～13：00 中学生以上 40人 500円 11／22（月）

〒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

親子ヨガ体験教室 11／24～12／22の（水）全5回 10：00～11：00 1歳以上の未就学児と保護者 10組 1組2,500円 11／           4                （木）

〒152-0002 目黒本町5-22-8　☎3714－9591　ふ3714－9540中央体育館ＨＰ
教室名など 日　程 時　間 対　象 定　員 費　用 申込期限

フランクリンメソッドによる講習会 11／25（木） 19：00～20：00 高校生以上 16人 500円 11／15（月）

〒152-0023 八雲1-1-1めぐろ区民キャンパス内　☎5701－2984　ふ5701－2985八雲体育館ＨＰ
教室名など 日　程 時　間 対　象 定　員 費　用 申込期限

公園de健康づくり 11／5（金） 13：00～14：00 16歳以上 5人 無料 10／28（木）

HP

無料公開イベント
HP

無駒場体育館  駒場体育館  スポーツDAY11／2311／23
（火・祝）（火・祝）

3  骨盤調整ヨガ
時　間 対　象 定　員 申込期限

13：30～14：30 16歳以上 20人
（先着）

当日受付
（13：15～）

運動できる服装、ロッカー代100円（返却式）持ち物

4  チア・ダンス
時　間 対　象 定　員 申込期限

15：00～16：00 小学生以上 20人
（先着）

当日受付
（14：45～）

運動できる服装、屋内シューズ、ロッカー代100円（返
却式）持ち物

1  オリンピアンと泳ごう！
～平泳ぎレッスンデモンストレーション
時　間 対　象 定　員 申込期限

13：00～14：50
25m以上泳げるかたで
①小学４年生～中学生
②高校生以上

①16人
② ８人 11／11（木）

末永雄太氏
北京オリンピック100ⅿ、200ⅿ平泳ぎ出場講　師

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）持ち物

2  テニスクリニック
内　容 時　間 対　象 定　員 申込期限

ダブルスゲー
ムを楽しもう 
（男性、女性、
シニア）

　  9：00～
　11：00 18歳以上の経験者 各12人

11／８（月）

ジュニアテニ
スレッスン

　11：00～
　13：00 小学３～６年生 20人

親子で楽しむ
簡単テニス

Ⓐ11：15～
　12：15
Ⓑ12：30～
　13：30

４歳～小学２年生
とその保護者 各10組

苦手克服
レッスン

　14：00～
　16：00 16歳以上 36人

運動できる服装、テニスシューズ（サンダル、革靴不可）、ラ
ケット（有料貸出有り）持ち物

申 1・2は直接またはハガ
キ・ＦＡＸ（２面の申し込
み記入例①～⑤と、在勤・
在学者は名称・学年・所在
地を記入）で期限までに
駒場体育館へ
問 駒場体育館〒153-0041
　駒場2-19-39
　☎3485－7761
ふ3485－3926

Let's
 enjoy sports！
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第５回 目黒シティラン ～健康マラソン大会～目黒シティラン ～健康マラソン大会～

リバウンド防止措置に伴う体育施設の開館時間について
10／１（金）からは開館時間を９：00～21：00までとしています

　体育施設を利用する際の注意事項は区ホームページ（右コード）をご覧ください。引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止にご
協力をお願いします。 問スポーツ振興課計画指導係　☎5722－9317、スポーツ事業係　☎5722－9695、ふ5722－9754（共通）

オンラインハーフマラソン エントリー受付開始！！

お申し込みはお早めに。詳細は大会ホームページでご確認ください。

11／28（日）0：00～12／11（土）23：59開 催 期 間

10／15（金）20：00～11／21（日）23：59（先着1,500人）エントリー期間

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問

公式Twitter公式Twitter
 はじめました！ はじめました！

フォローは
こちらから

https://meguro10k.jp/online/大会ホームページ

伴走者を紹介しています
　知的障害のあるかたで伴走者が
必要なかたには、下記団体で紹介
します。紹介を希望するかたは
11／21（日）までに、下記へご
相談ください。
問 ＮＰＯ法人アクアリズム
ほhttps://aquarhythm.com/
め info@aquarhythm.com
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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

「いつでも、だれでも、いつまでも」を基本に、スポーツに親しむことができる総合型地域スポーツクラブです。

NPO法人総合型地域スポーツクラブ総合型地域スポーツクラブ スポルテ目黒スポルテ目黒
所 在 地 碑文谷6-12-43　碑文谷体育館内 受付日時

月曜日 9：00～16：00
土曜日13：00～16：00
※祝日は除く

会　員 会費年額
正会員（運営協力会員） 年額16,500円

（保険料・手数料込）
利用会員

（活動参加会員）
個人

ファミリー 年額40,500円
（保険料・手数料込）

賛助会員 年間　一口10,000円から
※1日体験は700円（硬式テニスを除く）

●参加には会員登録が必要です。会員登録はスポルテ目黒クラブハウス窓口で受け付けています

問NPO法人スポルテ目黒　☎5768－0064　ほhttps://sporte-meguro.com/

活動場所・曜日・種目 　種目・対象などは変更する場合があります。ホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。

碑文谷体育館・野球場・庭球場
〈月曜日〉： 太極拳・ミニテニス・リトミック（親子・幼児）・だれでも体操・気功・フラダンス・スポーツチャンバラ・キッズダンス・卓球・フェンシング・

スポンジテニス・野球・グラウンドゴルフ・サッカー・スナッグゴルフ・硬式テニス・ソフトテニス・ノルディックウオーキングなど
〈第１・３・５土曜日〉：フットサル（男女）・体操（跳び箱・マット）・スナッグゴルフなど
〈第２・４土曜日〉：ミニバレー・卓球・スナッグゴルフなど

五本木小学校屋内プール
〈水曜日〉小学生・中学生以上向け水泳（時間別）
〈土曜日〉親子・中学生・成人向け水泳（時間別）

碑小学校内屋内プール
〈火曜日〉小学生・中学生以上向け水泳（時間別）
〈木曜日〉小学生・中学生以上向け水泳（時間別）

※以下の点にご注意ください
①施設内での食事はご遠慮ください
② 参加にあたっては事前の検温実施、マスク
の着用をお願いします

③ 未就学児は保護者同伴でお願いします
④ 野球場は屋外シューズ、庭球場はテニスシ
ューズをご持参ください。スパイク、ハイ
ヒール、サンダルはご遠慮下さい

⑤車での来場はご遠慮ください
⑥ 天候により内容を変更する場合があります

鷹番小学校体育館

〈土曜日〉こどもかけっこ教室

五本木小学校体育館

〈木曜日〉はじめての空手教室

野球場（受付時間　開始15分前から終了15分前まで）
種　目 時　間 対　象 定　員

アトラクションベースボール 11：10～12：30 小学生 各50人（先着）スポルテかけっこ体験  ９：30～10：50
気功  ９：30～10：20 どなたでも 各20人（先着）フラダンス 10：30～11：20

庭球場（受付時間　開始15分前から終了15分前まで）
種　目 コート 時　間 対　象 定　員

硬式テニス交流ゲーム
（会員限定）

Ａ・Ｂ面   ９：30～10：55

中学生以上
各16人（先着）11：05～12：30

Ｃ・Ｄ面   ９：30～10：55
11：05～12：30

ソフトテニス交流ゲーム Ｅ・Ｆ面   ９：30～10：55 各15人（先着）11：05～12：30
ウオーキングコース（受付時間　開始15分前から終了15分前まで）

種　目 時　間 対　象 定　員
ノルディックウオーキング 10：00～11：00 どなたでも 20人（先着）

駐車場
模　擬　店 時　間

テイクアウト販売キッチンカー（クレープ等） ９：30～12：30

日 時 会 場 内 容 費 用９：30～12：30 碑文谷体育館 下表のとおり 無料11／７（日）

スポルテ目黒17周年記念イベントスポルテ目黒17周年記念イベント 　参加希望者は当日会場へ
（会員以外のかたも参加できます）。
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