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爽やかな秋風とともに
都心のメインストリートを駆け抜ける

目黒シティラン〜健康マラソン大会〜

10kmの部 目黒区在住者ランナー1,500人

７／１５（月・祝）
５（月・祝）から先行受け付け開始
第４回目黒シティラン10km の部、目黒区在住者ランナー1,500人分の
先行受け付けを開始します。受付期間終了後抽選を行い８月中旬に、申込
者へ抽選結果をお知らせします。
一般ランナーや2.5㎞ミニマラソン、１㎞ウオーキングの受け付けは８
／23（金）から開始します（詳細は本紙７月号でお知らせします）。
本大会は、全ての種目に障害のあるかたの参加枠を設けています（目黒区
在住者先行受け付けの場合は障害のないかたと同じ申し込み枠になります）。

参加資格・申し込み方法など
［参加資格］目黒区在住の平成16年（2004年）４／１以前生まれで、
参加資格
在
成 年（
年）
10km を１時間20分以内に完走できるかた
［受付期間］７／15（月・祝）10：00〜28（日）23：59
［申し込み方法］インターネット（パソコン・スマートフォン・携帯電話
など）から（事前に Runnet の会員登録（無料）が必要）

抽選結果のお知らせなど
［抽選結果の通知］メールにて通知（8月中旬）
（
）
［参加費］5,000円（当選通知後、指定期間内に所定の方法で参加費の支
払いが必要です）

大会概要
［コース］目黒区総合庁舎前⇒駒沢通り⇒（東京医療センター前交差点）
合庁舎前 駒
（東京 療
前交差点）
⇒自由通り⇒（中根交差点）⇒目黒通り⇒（大鳥神社交差点）⇒山手通
り⇒（中目黒立体交差点）⇒駒沢通り⇒目黒区総合庁舎前
［スタート時刻］8：30から順次 ［コース関門］２か所に予定
［記録計時］記録計時タグによる計測
［参加賞］ナンバーカード留めピン、フィニッシャータオルなど
［記録証］完走者全員に当日、記録証を発行

よくある質問
Ｑ１ 家族や友人と走りたいのですが？
Ａ１ ご家族エントリー、お仲間エントリーで申し込みができます。代表
者を含めて４名まで一緒に申し込みが可能です。
※個人の申し込みと重複して申し込むことはできませんのでご注意ください。

Ｑ２ 区外の友人・知人と一緒に申し込めますか？
Ａ２ 今回のエントリーはメンバー全員が目黒区在住であることが必要で
す。区外のかたも含む場合は８／23（金）からの一般ランナー申し
込み期間にエントリーしてください。
Ｑ３ 紙での申し込みはできますか？
Ａ３ インターネットによる申し込みができないかたは、以下の手順で申
し込みできます。
※家族や知人にインターネットを使えるかたがいる場合は、できるだけイ
ンターネットによる申し込みをお願いします。

紙による申し込みの手順
◆専用申込用紙の請求
７／１（月）〜19（金）
（必着）ハガキ（下記①〜⑤を記入）
で、目黒シティラン実行委員会事務局へ
①目黒シティラン専用申込用紙請求 ②郵便番号・住所
③氏名 ④専用申込用紙必要枚数 ⑤連絡先電話番号

７／10（水）〜 専用申込用紙を目黒シティラン実行委員会
事務局から請求者宛て送付します。

募集 目黒シティランを一緒に盛り上げよう！
目黒区最大のスポーツイベントである本大会で区全体の盛り上げに協力いただける企業
や団体を募集しています。ランナーとしてだけでなく、さまざまな形で目黒シティランに
参加し目黒の魅力を発信してみませんか？
大会の開催趣旨に賛同し、10,000円以上の協賛金または品物を提供して
いただける企業・団体を募集しています。協賛いただいた金額に応じて特典
を設け、広告掲載などが可能になります。金額ごとに特典内容が異なりま
協 賛 企 業 す。詳細を確認の上、申込書をご提出ください。
・ 団 体 ＜協賛特典の例＞
大会公式ホームページに企業・団体名を掲載
ランナー全員が当日使用する荷物預り袋に企業・団体名またはロゴマーク
を掲載

コース沿道
演
出

ダンスや演奏等で大会を盛り上げ、ラン
ナーを応援する団体を募集します。
対象 区内で活動する概ね10人以上で構成
されている団体
内容 ダンス・歌・演奏・声援などによる
応援
募集期間 ６／15（土）〜８／９（金）

おもてなし

大会を通じて区内各地での賑わいを創出するため、ランナーへのおもてな
しサービスを実施していただける店舗・企業・団体を募集しています。
協力いただける店舗・企業・団体はホームページ等で紹介します。
【おもてなし例】
▶ゼッケンを提示したかたはドリンク１杯無料サービス
▶指定期間内に、ゼッケンを持って来たかたは○％割引
▶ゼッケンをお持ちのかたは入場料○○○円引き など

◆申し込み受付期間
７／15（月・祝）〜28
（日）消印有効 専用申込用紙に必要事項
を記入し、目黒シティラン実行委員会事務局へ郵送してください。

◆抽選結果通知と参加費支払い
８月中旬 抽選結果を郵送します。当選したかたには、参加費の
払込用紙を同封しますので、必ず指定期間内に郵便局窓口、ゆうち
ょ銀行またはコンビニエンスストアで参加費を入金してください。

専用申込用紙で申し込む場合の注意事項
▶インターネットでの申し込みと重複して申し込んだ場合は、両方
の申し込みが無効となります。
▶専用申込用紙での申し込みを希望するかたは、個人での申し込み
のみとなります。
▶郵便局窓口またはゆうちょ銀行は店舗によって土日祝日に利用で
きない場合があります。
▶専用申込用紙の記入文字が判別不能な場合や必要事項の記入漏れ
がある場合は申し込みが無効となります。

各詳細は、区ホームページをご覧いただくか事務局にお問い合わせください。

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
るかたはお早めにご相談ください。
問ＮＰＯ法人アクアリズム ほ http://aquarhythm.com/ め info@aquarhythm.com
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スポーツをする時は 熱中症 に注意しましょう！
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イ べ ン ト 情 報・お 知 ら せ
第58回目黒区体育祭

ＨＰ

日 時 ７ ／ ７（ 日 ）10：00〜12：00
会場 区民センター体育館 定員 100人
（先着） 講師 元 NHK テレビ・ラジオ体
操アシスタント 藤元直美氏 持ち物 屋
内シューズとタオル
申電話・ハガキ・FAX（記入例①〜④を記
入）で、６／26（水）（必着）までに、ス
ポーツ振興課スポーツ事業係へ（定員に余
裕がある場合は当日受け付けあり）
問スポーツ振興課スポーツ事業係
☎5722−9695 ふ5722−9754

秋季水泳大会
日時 ９／１（日）９：00〜
会場 区民センター屋内プール 対象 小
学生以上 参加資格 区内在住・在勤・在
学および目黒区水泳連盟登録チーム
申込期間 ６／25（火）〜７／26（金）
（必着） 種目・内容 下表のとおり
部 門

種 目

距 離

費 用

その他

自由形・平泳ぎ・背 各25m・50m・100ｍ １ 人： 小・ 中 学 生
泳ぎ・バタフライ・ ビート板レースは25m 250円、 高 校 生・ 申 し 込 み は
個人の部 ビート板レース
１人２種目
のみ
一般500円
まで
（保険料50円含む）
個人メドレー
200ｍ
男子・女子・混合の
団体の部 フリーリレー・
メドレーリレー

25m ×４人

ラジオ体操講習会

砧野球場・砧サッカー場管理事務所
改築工事のお知らせ

１チーム：1,000円
（保険料50円含む）

砧野球場・砧サッカー場管
理事務所は令和元年８月〜２
年３月（予定）で改築工事を
行います。工事中は敷地内に
仮設事務所を設置し、事務所
機 能 は 維 持 しますが、更衣

秋季ソフトテニス大会（中学生の部）
日時 ８／21（水）９：00〜
会場 駒沢オリンピック公園テニスコート
対象 区内在住・在学の中学生
費用 １人100円（保険料など）
申込期間 ７／３（水）〜８／２（金）
（必着）

八雲体育館臨時休館のお知らせ

秋季硬式テニス大会（高校生の部）
対象 区内在住・在学の高校生、目黒区テ
ニス協会加盟団体の加入者（学生連盟登録
者を除く） 費用 １人100円（保険料な
ど） 申込期間 ６／21（金）〜７／19
（金）（必着）
申ＮＰＯ法人目黒体育協会、区立体育館
で配布の申込用紙（区ホームページから
印刷可）と参加資格を証明できる物（生
徒手帳、在勤・在学証明書、健康保険
証、運転免許証など）を、申込期間内に
各体育館（９：00〜21：00〈締切日は
17：00まで〉
）またはＮＰＯ法人目黒
体育協会（碑文谷１ー18ー14碑小学校

電気設備法定自主点検の実施のため、
11／25（月）は臨時休館します。

競技種別

日 時
会 場
８／21
（水）
男子ダブルス
９：00〜
駒場体育館
庭球場
８／22（木）
女子ダブルス
９：00〜

問八雲体育館 ☎5701−2984

６／20（木）から

目黒区施設予約システムのコールセンターを開設します
スポーツ施設予約システム（スポネット）
は、集会施設予約システムと統合し、６／
20（木）から「目黒区施設予約システム」
になります。操作方法などはコールセンター
へお問い合わせください。
※システムの詳細は区ホームペ
ージ（右コード）をご覧くだ
さい
問スポーツ振興課管理係 ☎5722−9690

屋内プール５階、土・日・祝日を除く
９：00〜16：45）へ
※水泳大会は、事前に参加費を振り込
み、振込票のコピーを添付して申し込む
問ＮＰＯ法人目黒体育協会
☎5722ー8088 ふ5734ー1032
※各大会の詳細は区ホームページ・各体
育館で配布する要項を確認してください

パーシモンほたる祭り in 八雲体育館

ＨＰ

パーシモンほたる祭りの開催に合わせて、今年も開催します。
小さなこどもから大人まで
楽しめるさまざまな遊びが盛りだくさん！ぜひお友達やご家族そろってお越しください！
時 間

11：00〜17：00（最終入場16：30）

持ち物

運動のできる服装、屋内シューズ（靴の裏が生ゴムか白またはノーマーキング
ラバーのもの）
、飲み物、タオルなど

申当日受付

問八雲体育館

定 員

なし

費 用

無料

☎5701−2984 ふ5701−2985

八雲体育館
西部

〒152-0023

緑ヶ丘小学校屋内プール 〒152-0034
〒152-0023
宮前公園庭球場
その他 砧野球場・砧サッカー場 〒157-0067

☎5431−5932
受付時間
月〜金曜日９：00〜18：00
（祝・休日・年末年始を除く）

７/７

内
容
卓球、バスケットボール、ドッヂビーにチャレン
チャレンジ！スポーツ体験 ジしてみよう
親子や友達と一緒にかけっこ、ケンケン、平均台
親子でトライ！
などにトライできる楽しいサーキット
０〜３歳児と保護者が対象のプレイコーナー。ボ
キッズランド
ールプールもあります
※種目は変更になる場合があります

所在地
駒場2-19-39
目黒2-4-36
碑文谷6-12-43
五本木2-24-3

電 話
FAX
3485−7761 3485−3926
3711−1139 3711−2594
3760−1941 3760−1943
3714−8511（ＦＡＸと共用）

目黒本町5-22-8

3714−9591

碑文谷1-18-14
八雲1-1-1
めぐろ区民キャンパス内
緑が丘2-13-1
八雲3-19-12
世田谷区喜多見1-12-2

3793−2606（ＦＡＸと共用）

※中央体育館仮設事務所は碑小学校屋内プール５階に開設中

目黒区施設予約システム
コールセンター
（スポーツ・集会施設共通）

アトラクション

目黒区のスポーツ施設
地区
体育施設名
北部 駒場体育館・駒場プール 〒153-0041
東部 区民センター体育館・プール 〒153-0063
〒152-0003
碑文谷体育館
中央
五本木小学校屋内プール 〒153-0053
中央体育館
〒152-0002
南部 （令和2年3月まで休館）※
〒152-0003
碑小学校屋内プール

室、シャワー室はありませ
ん。野球場・サッカー場は通
常どおり利用できます。
問スポーツ振興課計画指導係
☎5722−9317

3714−9540

5701ー2984

5701ー2985

3718−3130
3723−3342
3415−2361

3723−8744
3415−7081

① イベント名など
② 郵便番号・住所
③ 氏名（ふりがな）

記事に特に記載がない場合
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

申込先に
記載がない場合の宛て先

〒153-8573
目黒区役所（住所記入不要）
⑤ 年齢（乳児は月齢） スポーツ振興課◎◎◎◎係
は区のホームページから
⑥ 性別
申し込み可

④ 電話・FAX 番号

No.39

体 育 館 のス ポ ー ツ 教 室
ＨＰ 駒場体育館

〒153-0041 駒場2-19-39

教室名など

令 和 元 年（ 2 0 1 9 年 ）６ 月 15 日

3

◆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、下記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護者同伴です
◆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

☎3485−7761 ふ3485−3926
日 程

定 員

費 用

申込期限

月いち講座〜作って遊ぼう

8／1（木）

11：00〜12：00 小学生以上

15人

無料

7／ 8 （月）

幼児体操教室

8／23〜9／20の（金）全5回

15：30〜16：30 5・6歳

20人

2,500円

7／ 4 （木）

定 員

費 用

申込期限

各24人
（先着）

1回500円

当日受付
（20：00〜）

各20人

4,000円

7／12（金）

20人

4,000円

7／12（金）

各24人

500円

①7／12（金）
②7／19（金）
③8／ 2（金）

10人

無料

7／12（金）

ＨＰ 区民センター体育館

〒153-0063 目黒2-4-36

教室名など

時 間

☎3711−1139 ふ3711−2594

日 程

フットサル交流会

時 間

7／4〜19の（木・金）
( 木）コース

対 象

対 象

20：30〜21：30 16歳以上

8／1〜9／19の（木）全8回

18：00〜18：50 小学3〜中学生

8／2〜9／20の（金）全8回

①16：55〜17：45 ①小学1・2年生
②17：50〜18：40 ②小学3〜6年生

キッズダンス基礎教室

8／2〜9／20の（金）全8回

16：00〜16：45 4歳〜小学1年生

夏休みフットサル交流会

①8／2（金 )
②8／9（金 )
③8／23（金）

エコウオーキング

8／4（日）

走り方・キッズヘキサスロン教室

8／6〜27の（火）全4回

①13：00〜13：50 ①小学1・2年生
②14：10〜15：00 ②小学3〜6年生

各20人

2,000円

7／16（火）

こどもスポーツ塾教室

8／7〜28の（水）全4回

①13：00〜13：50 ①小学1・2年生
②14：10〜15：00 ②小学3〜6年生

各20人

2,000円

7／17（水）

介護予防 ラララサーキットライト教室

8／19〜10／7の（月）全6回
（9／16・23を除く）

12：15〜13：15 60歳以上

20人

3,000円

7／29（月）

介護予防 ラララフィット教室

8／21〜10／9の（水）全8回

12：00〜13：00 60歳以上

20人

4,000円

7／31（水）

定 員

費 用

申込期限

各20人

各4,000円

7／17（水）

こどもヒップホップ教室

( 金）コース

ＨＰ 碑文谷体育館

9：00〜10：00 小学生以上

〒152-0003 碑文谷6-12-43

教室名など
初心者フラダンス教室

19：00〜21：30 16歳以上

☎3760−1941 ふ3760−1943

日 程
基礎編
応用編

時 間

対 象

9：30〜10：45 18歳以上の未経験者・初心者

8／8〜10／３の（木）全８回
（8／15を除く）

11：00〜12：15 18歳以上の経験者・初級者

幼児リトミック教室

8／21〜9／25の（水）全６回

①首の据わった〜ハイハイまでの乳児と保護者
①10：00〜10：40
②1歳と保護者
②10：50〜11：30
③2歳と保護者
③11：40〜12：20
（①②③保護者1人につきこども1人）

各15組

1組3,000円

7／31（水）

ヒップホップダンス教室

8／23〜10／11の（金）全7回
（9／20を除く）

①16：00〜17：00 ①小学1〜3年生
②17：15〜18：30 ②小学4年生以上（大人可）

①20人
②10人

各3,500円

7／31（水）

ZUMBA

8／23〜10／18の（金）全8回
（9／20を除く）

19：30〜20：20 18歳以上

15人

4,000円

7／31（水）

産後ヨガ

8／30〜10／4の（金）全5回
（9／20を除く）

10：00〜11：00

15組

1組2,500円

7／31（水）

ＨＰ 中央体育館

仮設事務所 〒152-0003 碑文谷1-18-14

教室名など

☎3714−9591 ふ 3714−9540

日 程

エアロビクスダンス教室

1ゕ月半〜ずりばいまでの乳児と母親
（保護者1人につきこども1人）

時 間

7／9〜9／17の（火）全10回（8／13を除く）

会 場

対 象

9：30〜10：30 向原住区センター

定 員

費 用

申込期限

高校生以上

15人

5,000円

7／2（火）

シニアピラティス教室

7／9〜9／17の（火）全10回（8／13を除く）

10：45〜11：45 向原住区センター

60歳以上

15人

5,000円

7／2（火）

シニアヨガ教室

7／10〜9／18の（水）全10回
（8／14を除く）

① 9：30〜10：30
向原住区センター
②10：45〜11：45

60歳以上

各15人

5,000円

7／2（火）

太極拳教室

7／10〜9／18の（水）全10回
（8／14を除く）

①13：00〜14：00
大岡山東住区センター
②14：30〜15：30

高校生以上

各15人

5,000円

7／2（火）

らくらくヨガ教室

7／10〜9／18の（水）全10回
（8／14を除く）

①18：30〜19：30
大岡山東住区センター
②19：45〜20：45

高校生以上

各15人

5,000円

7／2（火）

リフレッシュヨガ教室

7／11〜9／19の（木）全10回
（8／15を除く）

① 9：30〜10：30
月光原住区センター
②10：45〜11：45

高校生以上

各25人

5,000円

7／2（火）

フラダンス教室

7／11〜9／19の（木）全10回
（8／15を除く）

①10：30〜11：30
原町住区センター
②13：00〜14：00

高校生以上

各20人

5,000円

7／4（木）

ヨガで健康ライフ

7／11〜9／19の（木）全10回
（8／15を除く）

14：30〜15：30 原町住区センター

20人

5,000円

7／2（火）

ピラティス教室

7／12〜9／20の（金）全10回
（8／16を除く）

①13：30〜14：30
月光原住区センター
②14：45〜15：45

高校生以上

各25人

5,000円

7／2（火）

弓道を始めたい人への基礎教室

7／12〜9／20の（金）全10回
（8／16を除く）

高校生以上

20人

5,000円

7／4（木）

定 員

費 用

申込期限

各5人

500円

7／ 2 （火）

30人

2,500円

7／ 4 （木）

各1人
（先着順）

無料

当日まで
（電話・窓口受付）

20人

無料

7／ 9 （火）

各20人

1,250円

7／11（木）

ＨＰ 八雲体育館

〒152-0023 八雲1-1-1めぐろ区民キャンパス内

教室名など

日 程

健康運動指導士による月イチ講座
身体を連動させて効率的に使う
〜東洋的・身体活用法

①7／11（木）
②7／12（金）

はじめてのヨガ教室

7／13〜8／10の（土）全5回

健康体力相談
健康運動指導士によるお悩み相談
（ひとり30分程度）

7／17（水）

栄養講座
夏バテ予防の知識とレシピ

7／27（土）

ジュニア初心者テニス教室
（会場：宮前公園庭球場）

7／29（月）〜8／2（金）全5回

60歳以上

18：30〜19：30 碑住区センター

☎5701−2984 ふ5701−2985
時 間

対 象

①19：30〜21：00 ①16〜概ね59歳
② 9：30〜11：00 ②概ね60歳以上
10：45〜11：45 16歳以上
① 9：30〜10：00
16歳以上
②10：15〜10：45
（新規受講者優先）
③11：00〜11：30
14：30〜15：30 16歳以上
① 15：00〜15：55 ①小学1〜3年生
② 16：00〜16：55 ②小学4〜6年生

4
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区内には区立のプールが５つあります。暑い夏は、家族や友達とプールで「楽し

夏 ͺΊΞ͵Ͳʞ

ル
ー
プ に 行こ ！

く」「さわやかに」過ごしましょう。

利用料金（全プール共通２時間）
屋内プール
屋
屋外プール・幼児プール
中学生以下・65歳以上・障害のあるかた 200円（150円）
100円（70円）
高校生以上
400円（300円）
200円（150円）
※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
※２時間を超えると１時間につき（ ）の超過料金が必要。退場時に精算

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
概

駒場プール（北部地区プール）
駒場2-19-39 ☎3485−7761

問 各施設へ

利用時間
利 時

入場制限等

屋内 ９：00〜22：00
25ｍ
６／24（月）〜28（金）は利用できません

18：30以降の小学生以下の利用は、保護者の送迎が必要です

屋内 ９：00〜22：00
25ｍ
７／８（月）〜12（金）は利用できません

小学２年生以下の利用は、高校生以上の付き添い（一緒にプール
に入ること）が必要です
18：30以降の小学３〜６年生の利用は、保護者の送迎が必要で
す

区民センタープール（東部地区プール）
屋外 10：00〜20：00
目黒２ - ４ -36 ☎3711−1139
７／７（日）は13：00まで利用できません
50ｍ
※屋外プールは７／１（月）〜９／10（火）のみ
利用可
屋外
10：00〜17：00
幼児
五本木小学校屋内プール（中央地区プール）
五本木２ -24- ３ ☎3714−8511
碑小学校屋内プール（南部地区プール）
碑文谷１ -18-14 ☎3793−2606
緑ヶ丘小学校屋内プール
（西部地区プール）
緑が丘２ -13- １ ☎3718−3130

！

対象は小学２年生以下。おむつの取れていない乳幼児は、スイミン
グ用おむつを着用し、その上に水着を着れば利用できます
中学生以上の付き添いが必要
（プールに入らなくても可）
です

９：00〜22：00
五本木小学校屋内プールは
６／ ８（土）〜11（火）は利用できません
屋内
碑小学校屋内プールは
25m
６／23（日）〜28（金）は利用できません
緑ヶ丘小学校屋内プールは
６／22（土）〜26（水）は利用できません

プール利用上の注意

18：30以降の小学生以下の利用は、保護者の送迎が必要です
※学校行事などのため利用できない時間帯があります。プール受付窓口に掲示し
た予定表、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

！

▶３歳未満・おむつ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）の持ち込み、おもちゃの使用は禁止です
▶車での来場はご遠慮ください
▶プールでも熱中症は発生します。こまめな水分補給と休憩を取りましょう

刺青・タトゥーのあるかたの利用について
刺青・タトゥーを露出した状態のかたは入場できません。刺青・タトゥーのあるか
たは、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が数に限りがあります）。
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ご理解・ご協力をお願い
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・衛生的に楽しみましょう。

感染症などを
予防するために！
プールに入る前

問 生活衛生課環境衛生係 ☎5722−9502
プールに入っているとき

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

プールから上がったら

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

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

楽しもう！ラグビー
ここが見どころ
が ど ろ！ラグビーワールドカップ
が見ど
ラグビ
グビ
2019

日本大会

ラグビーワールドカップ2019 日本大会（9／20〜11／2）の開催まで９７日となりました（6／15現在）
。
強豪国との試合が観戦できる貴重な大会を楽しんでいただくため、イベントを開催します。

開催日

８／４

会場

大会公式マスコット「レンジー」

めぐろパーシモンホール・八雲体育館（八雲 1-1-1 めぐろ区民キャンパス内）

無料

★来場されたかたには大会公式マスコット「レンジー」のイラスト入りノベルティグッズを進呈！

ＨＰ

トークショー
ここが見どころ！ラグビーワールドカップ 2019

A

ＨＰ
日本大会 （保育付き）

基本ルールや試合の楽しみ方、大会の見どころなどを、ラグビーの専門家が熱く語ります。
時

間

B

タグラグビー体験
タグラグビーでレッツ・トライ！

タックルの代わりに腰に付けた「タグ」を狙って走るタグラグビーで
ラグビーの醍醐味を体験しよう！

13：00〜14：30（受付開始12：30）

会 場

めぐろパーシモンホール（小ホール）

対 象

区内在住・在勤・在学者

定 員

200人（抽選）

講 師

ラグビー元日本代表 吉田義人氏
ラグビージャーナリスト 村上晃一氏

※講師プロフィールは区ホームページをご覧ください

吉田義人氏

時 間

15：00〜16：20
（受付開始14：30）

会 場

八雲体育館

対 象

区内在住・在学の小学生

定 員

60人（抽選）

持ち物

運動ができる服装・屋内シューズ・飲み物

大会公式マスコット「レンジー」

村上晃一氏

申ハガキ・FAX（イベント A またはイベント B と２面の申し込み記入例②〜④、 B は学年、 A の保育（未就学児）希望者はこどもの③と⑤、手話通訳希望の場合はその旨
を記入）で、7／12（金）（必着）までにスポーツ振興課管理係へ

【同時開催】ラグビーワールドカップ 2019

日本大会 パネル展（めぐろ区民キャンパス地下１階プラザ）
TM

Rugby World Cup Limited 2015.All rights reserved.

問 スポーツ振興課管理係 ☎５７２２−９６９０ ふ５７２２−９７５４

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

