
スポーツフェスタ
新春

内　容 時　間 対　象 定　員

1 親子deかけっこ体験会
① ９：00～ ９：50
②10：20～11：10

①５歳以上の未就学児と保護者
②小学生と保護者

各30組

2 親子フラダンス体験会 11：40～12：20 ４歳以上と保護者 30組

3 太極拳体験会 12：50～13：40 高校生以上 60人

4 親子バトン体験会 14：10～14：50 ４歳以上と保護者 30組

5 チェアヨガ体験会 10：00～10：40 60歳以上 18人

6 親子簡単体操体験会 11：10～11：50 ５歳～小学生と保護者 12組

　年末年始休みやコロナ禍で運動不足になっていませんか？リニューアルした中央体育館の新春
スポーツ体験でリフレッシュしてみてはいかがでしょう！

（一般公開も無料）

親子フラダンス体験会親子フラダンス体験会

親子バトン体験会親子バトン体験会

親子deかけっこ体験会親子deかけっこ体験会

親子簡単体操体験会親子簡単体操体験会

４年１／16 日日

全国大会出場決定！全国大会出場決定！ ～目黒学院高等学校ラグビーフットボール部～

問中央体育館　〒152-0002目黒本町５-22-８
　☎3714－9591　ふ3714－9540

ＨＰ

　目黒学院高等学校ラグビーフットボール部が、第101回全国高等学校ラ
グビーフットボール大会東京都予選第二地区で優勝し、２年連続全国大会
への出場を決め、12／27（月）から花園ラグビー場で開催される全国大
会へ出場します。
　ラグビーフットボール部の主将を含め部員５名が12／６（月）に区長
を訪問し、区長からは「地区予選決勝での完封した強さで、まずは全国大
会の初戦を勝ち抜き、優勝を目指して頑張ってください」と激励の言葉が
ありました。新澤迅太主将からは、「全国大会へは今回の地区予選決勝と
同じようにしっかりターゲットを定めて臨みます。応援よろしくお願いし
ます。」という力強い意気込みが述べられました。
　全国大会での目黒学院高等学校ラグビーフットボール部の活躍を応援し
ましょう。
問スポーツ振興課管理係　☎5722－9690　ふ5722－9754

チェアヨガ体験会チェアヨガ体験会

太極拳体験会太極拳体験会

集合写真撮影時に限り、一時的にマスクを外しました

申 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12／27（月）までに中央体育館へ

運動できる服装、屋内シューズ（１～４）持ち物
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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のため４年７／31（日）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

★ 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。

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

施　設 年末年始の休館日
体育館・庭球場・野球場・砧サッカー場

12／28（火）～
４年１／４（火）まで屋内プール

駒場
区民センター
五本木小学校
碑小学校
緑ヶ丘小学校

※八雲体育館は新型コロナウイルスワクチン接種会場のため休館しています

スポーツ施設
年 年末 始 休 日館の

碑小学校屋内プールの一般公開中止

　４年２／４～３／４の（月）・（金）15：30～18：30は初心者こど
も水泳教室のため利用できません。
問スポーツ振興課スポーツ事業係　☎5722－9695　ふ5722－9754

区民センター屋内プールの一般公開中止

　４年１／９（日）９：00～18：00は新春初泳ぎ記録会のため利用で
きません。
問スポーツ振興課スポーツ事業係　☎5722－9695　ふ5722－9754

日時　４年２／４～３／４の
（月）・（金）全８回　16：15～
17：30　会場　碑小学校屋内プー
ル　対象　25ｍを続けて泳げない
区内在住・在学の小学生（前年度受
講者を除く）　定員　20人（抽選）
費用　400円（保険料）　講師　目
黒区水泳連盟指導員
申電話、ハガキ・ＦＡＸ（申し込み
記入例①～④、⑥学校名・学年を記
入）で、４年１／７（金）（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

ＨＰ  初心者こども水泳教室

初級障がい者スポーツ指導員養成講習会初級障がい者スポーツ指導員養成講習会公益財団法人日本パラスポーツ協会公認ＨＰ

日時・会場 右表のとおり 内 容 障害者スポーツに関する講義と実技

対 象

以下の1～3を全て満たすこと
1３年４／１現在、18歳以上のかた
2 ４日間の全講習課程を履修可能なかた（一部のみの履修はできません）
3 全課程修了後、（公財）日本パラスポーツ協会に初級障がい者スポーツ指導
員の資格申請を行うかた

定 員 20人（抽選）　※定員を超えた場合は、区内在住・在勤・在学者優先

費 用 テキスト代3,500円（税込）、傷害保険料50円、資格申請費用9,300円
申 指定の申込書（ホームページから印刷可）を郵送・ＦＡＸで４年１／５（水）（必着）ま
でに、スポーツ振興課計画指導係へ、またはスポーツ講座申し込みシステムで申し込み
問スポーツ振興課計画指導係　☎5722－9317　ふ5722－9754

日　程 時　間 会　場
４年２／５（土） ９：40～17：20

中央体育館２／11（金・祝） ９：30～12：40
２／12（土） ９：30～17：10
２／13（日） ９：30～16：50
                                    注意事項  
◆ 新型コロナウイルス感染症などの影響により、本講習会を中
止・変更する場合があります

◆ （公財）日本パラスポーツ協会公認障がい者スポーツ指導員
資格認定校に在籍する学生は、学校で実施されるカリキュラ
ムを受講してください

◆ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各日受付での検
温・手指消毒およびマスク着用にご協力をお願いします。ま
た、「新型コロナウイルス感染症拡大防止チェックシート」
を提出してください

◆講習への遅刻・早退は未修了の扱いとなることがあります

目黒区綱引き大会
綱引きを通して区民の健康増進と親睦を図ります。

日 時

時　間 対　象

 ９：30～12：00
①小学生低学年男女混合

②小学生高学年男女混合

13：00～16：00 ③一般男女混合

４年２／26土 ９：30～16：00

会 場 中央体育館

対 象 ①小学生低学年男女混合　②小学生高学年男女混合
③一般男女混合

定 員 各９チーム

費 用 １チーム小学生①②1,000円・一般③3,000円
（当日支払い）

持ち物 運動できる服装（上着は必ず長袖着用）、屋内シューズ、
タオル

申 申込書（ＮＰＯ法人目黒体育協会ＨＰから印刷可）を郵送・ＦＡＸ
で、４年１／14（金）（必着）までにＮＰＯ法人目黒体育協会へ
問 ＮＰＯ法人目黒体育協会　〒152-0002目黒本町５-22-８
　☎5722－8088　ふ5734－1032
　ほhttps://taikyou.meguro-taiiku.com/
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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

知的障害者スポーツ教室バスケットボール 4年1／22（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 4年1／15（土）

月いち講座ロコモティブシンドローム        4年2／12（土） 9：30～10：30 18歳以上 7人 無料 4年1／  6           （木）
指導者養成スポーツ講座
（普通救命講習会） 4年2／23（水・祝） 10：00～12：00 16歳以上 7人 教材費

1,400円 4年1／11（火）

〒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 4年1／13～28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）

4年2／2～3／30の（水）全8回
（2／23を除く） 12：00～13：00 60歳以上 20人 4,000円 4年1／12（水）

小学生ドッジボール教室 4年2／2～3／2の（水）全4回
（2／23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20人 2,000円 4年1／12（水）

はじめてのヨガ教室 4年2／3～3／24の（木）全8回 12：00～13：00 16歳以上 20人 4,000円 4年1／13（木）

こどもスポーツ塾教室 4年2／8～3／29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20人 4,000円 　12／26（日）

男性のための運動教室
（健康スポーツセミナー③） 4年2／9（水） 15：00～16：00 16歳以上 20人 500円 4年1／19（水）

こども忍者教室 4年2／11（金・祝） ①10：30～12：00
②13：30～15：00 5歳～小学3年生 各30人 1,000円

（材料費込み） 　12／26（日）

親子体操教室 4年2／14～3／7の（月）全4回 10：00～10：45 2・3歳と保護者 20組 1組2,000円 4年1／24（月）
介護予防体力向上教室 4年2／14～3／28の（月）全6回（3／21を除く） 12：15～13：15 60歳以上 20人 3,000円 4年1／24（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

障害のあるかたのための
エンジョイスポーツ教室 4年2／4、18、3／4、18の（金） 13：30～14：30 障害のあるかた 無し 1回150円 4年1／15（土）

初心者なぎなた教室 4年2／4～3／4の（金）全4回
（2／11を除く） 16：30～17：30 小学3年生以上（大人可） 20人 2,000円 4年1／15（土）

ミニバレー体験交流会 4年2／11（金・祝） 9：30～11：30 小学生以上 60人 無料 4年1／23（日）

女性のためのリラックスヨガ 4年2／18～3／18の（金）全5回 ①13：30～14：30
②14：45～15：45 16歳以上の女性 各15人 2,500円 4年1／23（日）

スタンダードヨガ 4年2／22～3／29の（火）全6回
①  9：00～10：00
②10：20～11：20
③11：40～12：40

18歳以上 各15人 3,000円 4年1／23（日）

親子ヨガ体験教室 4年3／2～30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 4年2／10（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

シニアヨガ教室 
水曜日 4年1／12～3／23の（水）全10回

（2／23を除く） 10：30～11：45
60歳以上 各16人 5,000円 　12／24（金）

月曜日 4年1／17～3／28の（月）全10回
（3／21を除く） 13：30～14：45

ふれあいスポーツ広場 4年1／12（水）、2／9（水）、3／9（水） 13：30～15：00 小学生以上 各20人
（先着） 無料 当日受付

やさしい筋トレ
～だれでも簡単トレーニング

水曜日 4年1／12～3／23の（水）全10回
（2／23を除く） 13：30～14：30 高校生以上 各8人 5,000円 　12／24（金）

火曜日 4年1／18～3／22の（火）全10回

デトックスストレッチ
～ストレッチで老廃物を出し切ろう

木曜日 4年1／13～3／17の（木）全10回
11：00～12：00 高校生以上 各8人 5,000円 　12／24（金）

月曜日 4年1／17～3／28の（月）全10回
（3／21を除く）

リフレッシュヨガ教室
木曜日 4年1／13～3／17の（木）全10回 13：30～14：45

高校生以上 各20人 5,000円 　12／24（金）
月曜日 4年1／17～3／28の（月）全10回

（3／21を除く） 10：00～11：15

エアロビクスダンス教室 4年1／14～3／25の（金）全10回
（2／11を除く） 10：00～11：00 高校生以上 15人 5,000円 　12／24（金）

太極拳教室 4年1／14～3／25の（金）全10回
（2／11を除く） 10：00～11：15 高校生以上 25人 5,000円 　12／24（金）

シニアピラティス教室 4年1／14～3／25の（金）全10回
（2／11を除く） 13：30～14：30 60歳以上 16人 5,000円 　12／24（金）

ふれあい体操教室 4年1／14（金）、2／18（金）、3／11（金） 16：00～17：30 発達障害のある小学生以上 各20人
（先着） 無料 当日受付

らくらくヨガ教室 4年1／14～3／25の（金）全10回
（2／11を除く） 19：00～20：15 高校生以上 16人 5,000円 　12／24（金）

朝のピラティス教室
月曜日 4年1／17～3／28の（月）全10回

（3／21を除く） ①  9：30～10：30
②11：00～12：00 高校生以上 各16人 5,000円 4年1／  5           （水）

火曜日 4年1／18～3／22の（火）全10回

ヨガで健康ライフ 4年1／17～3／28の（月）全10回
（3／21を除く） 13：15～14：30 60歳以上 15人 5,000円 　12／24（金）

夜のピラティス教室
月曜日 4年1／17～3／28の（月）全10回

（3／21を除く） 19：15～20：15 高校生以上 各16人 5,000円 4年1／  5           （水）
火曜日 4年1／18～3／22の（火）全10回

フランクリンメソッドによる講習会 4年1／27（木） 19：00～20：00 高校生以上 16人 500円 4年1／17（月）
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　11／28（日）～12／11（土）の14日間にわたり第５回目黒
シティラン～健康マラソン大会～オンラインハーフマラソンを開
催しました。
　今大会は、新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、初のオンラ
イン形式での開催となりましたが、約1,200人の参加ランナーを
はじめ、関連団体や協賛企業など関係者のご協力により開催でき

たことに厚く御礼と感謝を申しあげます。
　今後も皆様からいただいたご意見と経験をもとに、スポーツの
発展と振興に努めてまいります。

目黒シティラン大会組織委員会　会長（目黒区長）　青木　英二
目黒シティラン実行委員会　　　委員長　 　　　　會田　陽久

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

写真提供：フォートキシモト写真提供：フォートキシモト

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

　東京2020大会のボランティアには、Field Cast（フィールドキャスト：大会ボラン
ティア）とCity Cast（シティキャスト：都市ボランティア）があります。
　フィールドキャストは、主として大会運営に関わる様々な役割をサポートしました。
　シティキャストは、主に観客への案内やサポートを行う予定でしたが、無観客開催に
なったため、それに代わる役割を担いました。
　困難な状況にもめげず、大会の円滑な運営ができるようにサポートした姿は、選手ば
かりでなく内外各方面から多くの賞賛や『ARIGATO』と感謝の言葉を贈られました。
　このたび東京都は、東京ボランティアレガシーネットワークをたちあげました。
　あなたもこの機会にユーザー登録をしてみませんか！

オンラインハーフマラソンを開催しました

東京2020大会

ボランティアについてボランティアについて

第５回 目黒シティラン目黒シティラン～健康マラソン大会～～健康マラソン大会～

東京2020大会 ボランティア体験記（Ⅱ）  先月号に続き今月号も、ボランティア体験を語っていただきました。

自分もボランティア体験を語ってみたいというかたは、ぜひこちらまで投稿ください

深沢さん（区内在住・在勤）
フィールドキャスト（東京2020大会 大会
ボランティア）として活動
活動回数：15日間（プレ大会を含む）
活動場所（内容）：国立競技場（トラッ
ク競技で使用するスターティングブロッ
ク担当）

豊田さん（区内在勤）
シティキャスト（東京2020大会 都市ボラ
ンティア）として活動
活動回数：２回
活動場所（内容）：聖火台周辺（夢の大
橋）（来場者への声掛け、大会情報提供
等）、国立競技場外（学校観戦見送り）

　陸上トラックの100ｍやリレー競技でスタート前の選手を、間近に
観ることができました。スタート前の緊張や、フィニッシュ後の喜び
を一緒に感じました。日本代表も中距離で田中希美さんや廣中璃梨佳
さん、三浦龍司さんが頑張って入賞しました。スタート前の応援はで
きませんが、レース終了後はみんなで拍手を送りました。無観客でし
たが、選手の活躍に思わず盛り上がってしまいました。この貴重な経
験を今後のボランティア活動に活かしていきたいと思います。

　東京2020大会では、お台場の聖火台付近で観光客に暑さ対
策グッズを手渡したり、オリンピックスタジアムで観戦を終え
た小学生を見送ったりという活動に参加しました。当日は、観
光客や小学生、海外メディア、個性豊かなボランティアの方々
と接する事で、非常に有意義で楽しい時間を持てました。ま
た、ボランティア活動に快く送り出してくれた職場の方々にも
感謝しています。

スターティングブロックを前に お台場聖火台近くの控室で
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