
　2022年が明けました。昨年の東京2020大会はコロナ禍で、１年延
期・原則無観客で開催されました。選手の必死に頑張る姿、特にパラリン
ピック選手の諦めずに挑戦し続ける姿は、多くの感動とパラスポーツへの
関心を生み、多様性と調和という大会ビジョンの１つとして深く心に残る
ものとなりました。
　また大会を支えたボランティアにも多くの賞賛の声が寄せられ、それら

の活動を引き継ぐ東京ボランティアレガシーネットワークが立ち上がりま
した。
　東京2020大会から学んだこと、そのレガシーを引き継ぎ、区では今後
ともスポーツの振興を図ってまいります。
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大会のレガシーを引き継ぎ
新たなステップへ

　東京2020パラリンピック競技大会では、競技中継のゲ
ストや解説者として携わりました。陸上以外の競技をじっ
くりと観戦したのは初めてで、どの競技もレベルが高く、
ワクワクが止まりませんでした。
　パラスポーツの魅力の１つは、「工夫」です。選手はさ
まざまな工夫を凝らして競技に挑んでいます。競泳で両腕
が使えない選手が、タオルを口にくわえスタートの姿勢を
保つ。車いすバスケットボールでは、障害の軽い選手ばか
りでなく障害の重い選手も含めたチーム編成になってい
ます。また競技のルールさえも変えてしまうこともありま

す。出来なければあれこれ工夫し「出来る」にしてしま
う。「そんな方法があったのか！」これがパラスポーツの
面白さです。
　日本選手団が大活躍した東京2020パラリンピック競技
大会でしたが、障害があることでスポーツを気軽に楽しめ
ないかた、多くのことを諦めているかたが、まだまだたく
さんいます。１つでも「出来る」を増やすにはどうしたら
いいのか…こんなことを考えるのも東京2020パラリンピ
ック競技大会のレガシーかもしれません。

解説者として・パラリンピアンとして
東京2020パラリンピック競技大会をふり返って

　大西瞳さんは2016年リオデジャネイロパ
ラリンピック競技大会に日本代表として陸上
競技に出場し入賞、また世界選手権３大会入
賞と輝かしい実績を残しています。義足のラ
ンナーとして注目を集めＮＨＫ Ｅテレ「バ
リバラ～障害者情報バラエティー～」にも出

演するなど多方面に活躍しています。
　東京2020大会では、ＮＨＫテレビでパ
ラリンピック競技のゲスト解説者も務めま
した。そこでパラリンピアンから見た東京
2020大会、競技解説者から見た東京2020
大会を語っていただきました。

2011年　ＩＷＡＳ世界大会100ⅿ２位、200m１位
2013年　世界選手権リヨン大会100ｍ４位、走幅跳５位
2015年　世界選手権ドーハ大会100ⅿ８位、走幅跳６位
2016年　リオデジャネイロパラリンピック大会100ⅿ８位、走幅跳６位
2017年　世界選手権ロンドン大会100ⅿ７位、走幅跳４位

大西 瞳さん
（区内在勤）

東京2020大会パラリンピック閉会式　写真提供：フォートキシモト

国立競技場ＮＨＫ放送ブースで国立競技場ＮＨＫ放送ブースで

世界選手権ドーハ大会世界選手権ドーハ大会
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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

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（申込締切日は17：00まで）またはＮＰＯ法人
目黒体育協会へ　※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・祝日を除く）

種　目 対　象 開催日時 会　場 申込期間

サッカー 社 ４／ ３（日）
からの毎日曜ほか ８：50～ 砧サッカー場ほか

１／15（土）～２／10（木)
バスケットボール 高・社（シニア含む）

３／ ６（日）

９：00～ 中央体育館
３／13（日）
３／20（日）
３／27（日）

テニス
高校男子D ３／29（火）

９：00～ 駒場体育館庭球場 １／22（土）～２／21（月）
高校女子D ３／30（水）

注：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

目黒区体育祭春季大会目黒区体育祭春季大会第60回第60回

★ 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。

碑小学校屋内プール
臨時休場のお知らせ

　工事のため、３／８（火）～11
（金）まで臨時休場します。
問スポーツ振興課スポーツ事業係　
☎5722－9695　ふ5722－9754

ＨＰ  中学生ソフトテニス交流大会
日時　２／12（土）９：00～18：00　会場　中央体育館
対象　区内在住・在学の中学生男女別ダブルス団体戦（１チーム３
組・補欠は２組まで）　定員　15チーム　費用　１チーム2,000円
持ち物　運動できる服装　ラケット、屋内シューズ、タオル
申申込書（ホームページから印刷可）を直接またはＦＡＸで１／31
（月）までに中央体育館へ
問中央体育館　☎3714－9591　ふ3714－9540

目黒区体育祭春季軟式野球大会（一般・成年）

申目黒区軟式野球連盟ホームページから申込書をダウンロードし、
４／１（金）（必着）までに、Ｅメールで目黒区軟式野球連盟（め
megurokunanshikiyakyuu@yahoo.co.jp） へ。 申 し 込 み 後 ５／１
（日）までに指定の振込先口座に金額を納入してください
※ 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

日 程

会 場

種 別

費 用

対 象

５／29（日）（予定）からの毎日曜９：00～

砧野球場（世田谷区喜多見１-12-２）

一般の部（20歳以上）、成年の部（40歳以上）
▶（参加費）１チーム18,000円
▶（事故見舞金会費）１人600円（登録人数分）

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

第60回 
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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

リズムで遊ぼう親子教室 2／20・27の（日） 10：30～11：45 4歳以上の未就学児と保護者 各30組 1組400円 2／ 9     （水）

ゲートボールイベント 2／23（水・祝） 9：00～11：00 小学生以上 20人 無料 2／ 3     （木）

知的障害者スポーツ教室　バスケットボール 2／26（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 2／19（土）

リラックスヨガ 3／2～30の（水）全5回 19：30～20：30 16歳以上 7人 2,500円 2／ 3     （木）

レディーステニス春大会 3／7（月） 9：00～17：00 女性ペア（学生は不可） 16組
（2人1組）

1組
1,000円 2／ 3     （木）

月いち運動講座　春に向けてカラダ改造計画 3／12（土） 9：30～10：30 16歳以上 7人 無料 2／ 7     （月）

〒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 2／3～25の（木）・（金）（2／11を除く） 20：30～21：30 16歳以上 各20人
（先着）

1回
500円

当日受付
（19：50～）

幼児水泳教室 2／25～3／18の（金）全4回 ①15：00～16：00
②16：30～17：30 4・5歳 各10人 2,000円 2／ 4     （金）

バドミントン教室 3／4～25の（金） 全4回 12：30～14：00 16歳以上 36人 2,000円 2／10（木）

バドミントンジュニア教室 3／9～20の（水）全4回 17：30～18：30 小学生 36人 2,000円 2／16（水）

小学生バスケット交流会 3／13（日） 9：00～10：10 小学3～6年生 20人 500円 2／21（月）

フットサルゲーム会 3／13（日） 10：40～11：50 16歳以上 25人 500円 2／21（月）

申直接またはハガキ・ＦＡＸ（２面の申し込み記入例①～⑤と、在勤者は名称・所在地を記入）で期限までに八雲体育館へ
問八雲体育館　〒152-0023八雲１-１-１めぐろ区民キャンパス内　☎5701－2984　ふ5701－2985

介護予防体操・腰痛改善介護予防体操・腰痛改善八雲体育館ＨＰ

ゆっくりプログラム
～介護予防体操～

　ゆっくりプログラムでは、健康寿命を延ばすための運動を行いま
す。椅子に座ってのシンプルな運動がメインですが、筋肉はしっか
り動かしていきます。自宅でも続けられる運動をご紹介しますの
で、ぜひご参加ください。
日 時 ２／10～３／３（木）の全４回　９：15～10：15

会 場 パーシモンホール第１練習室 対 象 60歳以上

定 員
８人
（ 定員を超えた
場合は抽選）

費 用 2,000円

申込期限 ２/３（木）

持 ち 物
運動できる服
装、飲み物、
タオルなど

健康運動指導士による月イチ講座
～足（指）裏ほぐしで腰痛改善

　足の裏・ふくらはぎなどを丁寧にほぐすことで腰痛を改善してい
きます。心身の不調の緩和や美脚効果も期待できますので、ぜひご
参加ください。

日 時 ２／21（月）
９：30～10：30

会 場 パーシモンホール第３練習室

対 象 16歳以上

定 員 ５人
（定員を超えた場合は抽選）

費 用 500円

申込期限 ２/14（月）

持 ち 物 運動できる服装、飲み物、
タオルなど

〒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

健康運動講座 2／11（金･祝） 10：00～11：30 高校生以上 20人 無料 1／31（月）

フランクリンメソッドによる講習会 2／24（木） 19：00～20：00 高校生以上 16人 500円 2／14（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

ピラティス&ヨガ 2／9～3／9の（水）全5回 19：00～20：00 16歳以上 10人 2,500円 2／ 2     （水）

健康講座　やさしいピラティス 2／10～3／3の（木）全4回 10：30～11：30 16歳以上 8人 2,000円 2／ 3     （木）

健康体力相談　健康運動指導士によるお悩み相談 2／21（月） ①10：45～11：15
②11：25～11：55 16歳以上

各1人
（先着） 無料 当日まで

（電話・窓口）

※会場はパーシモンホールです
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東京2020大会 ボランティア体験記（Ⅲ）  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。

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

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

市川さん（区内在住）
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：３回
活動場所（内容）：都庁（海外応援団
ライブ配信のための諸対応）、羽田空
港（パラリンピック選手団出迎え）、
丸の内周辺（パラマラソン沿道観戦自
粛依頼）

都庁にて「カメラに向かって
エールをおくる」

　大会では、イベント会場の運営サポートを担当する予定でし
た。都内のライブイベントはすべて中止になりましたが、都庁
では、各国の応援パフォーマンスを「静かに」盛り上げるとい
う貴重な体験をしました。変更につぐ変更の中、その都度調整
を重ね、「おもてなしの灯」を絶やさず繋いでいこうとする東京
2020大会関係者の姿勢に敬意と感謝をもって活動を終えまし
た。

　昨年大病を患い、諦めかけていた東京2020大会のボランティアに
参加したことは私にとって金の想い出となりました。
　初めてお会いしたボランティアチームのメンバーともすぐに仲良く
なり、炎天下の暑さも楽しい話題となりました。千駄ヶ谷駅周辺は小
雨の中、午前６時のパラマラソン出発の時間に合わせ観戦自粛のプラ
カードを掲げながら、大会の成功を祈りました。そして私の活動を暖
かく見守り全面的に協力してくれた家族に感謝です。

島崎さん（区内在住）
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：３回
活動場所（内容）：聖火台周辺「夢の大橋」（来場
者への声掛け、暑さ対策品配布等）、国立オリン
ピック記念青少年センター（パラ競技、アスリ
ートへの応援メッセージ作成）、千駄ヶ谷駅周辺
（パラマラソン沿道観戦自粛依頼）
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北京2022冬季オリンピック・北京2022冬季オリンピック・
パラリンピック競技大会が開催されます！パラリンピック競技大会が開催されます！
開催期間 ［オリンピック］2022年２／４（金）～20（日）

［パラリンピック］2022年３／４（金）～13（日）

スノーボード競技スノーボード競技
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

●アルペンスキー *　●バイアスロン*
●クロスカントリースキー *
●フリースタイルスキー
●ノルディック複合
●スキージャンプ　●スノーボード*

雪　上 ●スピードスケート（ショートトラック）
●スピードスケート　●フィギュアスケート
●アイスホッケー *　●カーリング *

氷　上

●ボブスレー　●リュージュ　●スケルトン
スライディング

＊ パラリンピックでも行われる競技

競 技 種 目 紹 介

２／23（水・祝）ＨＰ 区民センター体育館 館まつり区民センター体育館 館まつり
スポーツ体験をとおし運動の楽しさを多くのかたに知ってもらうため、区民センター体育館では館まつりを開催します。ぜひご参加ください。

イ ベ ン ト 紹 介持ち物　運動できる服装、屋内シューズ、タオル、飲み物
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・所在地を記入）で２／２（水）までに区民センター体育館へ

問区民センター体育館　〒153-0063目黒2-4-36
　☎3711－1139　ふ3711－2594

内容 時間 対象 定員 費用
1親子プレイサーカス 10：30～12：00 4・5歳と

保護者1名 25組 1組
1,000円

2運動あそび教室 13：00～14：00 小学1～3年生 30人 500円
3はじめてのボクシング教室 14：30～15：30 16歳以上 20人 500円
4フットサルゲーム会 16：00～17：30 16歳以上 25人 500円

1親子プレイサーカス
　 親子でサーカスの団長とピエロになりきって、幼少期
に身につけるべき「走る」、「投げる」、「跳ぶ」などの
様々な動きを楽しく身につけます。

2運動あそび教室
　 運動あそびを通じて、楽しく身体を動かして、「運動
不足解消」、「やる気」や「好奇心」を引き出します。

3はじめてのボクシング教室
　 簡単なボクシングで「脂肪燃焼」、「ストレス解消」を
目指します。16歳以上のどなたでもお気軽にご参加
ください。

4フットサルゲーム会
　 当日にチームをつくって試合をします。いつもより長
い時間で休日にスポーツを楽しみましょう。

はじめてのボクシング教室運動あそび教室親子プレイサーカス

市川さん市川さん

令和４年（2022年）１月15日4 No.70

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


	【ウェブ用】220115めぐスポ_1
	【ウェブ用】220115めぐスポ_2
	【ウェブ用】220115めぐスポ_3
	【ウェブ用】220115めぐスポ_4

