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令和元 年（2 0 1 9 年）12 月 15 日

イ べ ン ト 情 報・お 知 ら せ
ＨＰ

初心者こども水泳教室

目黒区綱引き大会

日時 ２年２／３〜３／２（２／24を除
く）の（月）
・
（金）全８回16：15〜17：
30 会場 碑小学校屋内プール
対象 水に顔をつけられないまたは25ｍ
を続けて泳げない区内在住・在学の小学
生（30年度受講者を除く） 定員 50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
①〜⑥と学校名・学年を記入）で、２年１
／７（火）（必着）までに、スポーツ振興

綱引きを通して区民の健康増進と親睦を
図ります。
日 時 ２ 年 ２ ／22（ 土 ） ９：30〜16：
00 会場 碑文谷体育館 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

課スポーツ事業係へ（ただし、12／28〜
２年１／４は総合庁舎電気設備点検のため
FAX での申し込みはできません。）
問スポーツ振興課スポーツ事業係
☎5722−9695 ふ5722−9754

プールの 一般公開中止 のお知らせ
施設名

日程

区民センター
２年１／５（日）
屋内プール

時間

中止理由

「新春初泳ぎ記録会」
９：00〜18：00
開催のため

２年２／３〜３／２の
毎週（月 )・( 金）
（２／24を除く）

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
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 動きやすい服装（上着は必ず長袖
着用）、屋内シューズ、タオル
申申込書（各体育館および住区センター
で 配 布 ） を 郵 送・FAX で、 ２ 年 １ ／10
（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 〒152-0003
碑文谷１ -18-14 碑小学校屋内プール５階
☎5722−8088 ふ5734−1032

施 設

「初心者こども水泳教室」
15：30〜18：30
開催のため

問スポーツ振興課スポーツ事業係

対 象

スポーツ施設 年末年始の休館日

緑ヶ丘小学校 ２年１／15〜２／19の
「40歳からの初心者水泳
13：00〜16：00
屋内プール
毎週（水）
教室」開催のため
碑小学校
屋内プール

時 間

年末年始の休館日

体育館・庭球場・野球場・砧サッカー場
中央体育館仮設事務所、
砧野球場・砧サッカー場管理事務所※

☎5722−9695 ふ5722−9754

（北部地区）駒場

西部地区スポーツ大会
日時 ２年１／26（日）10：00〜14：
30（受付開始９：30） 会場 八雲体育
館 内容 パラリンピック競技ボッチャ体
験、ニュースポーツ体験、ミニ運動会、パ
ンくい競争 対象 大岡山西・自由が丘・
中根・東根・八雲住区在住の小学生以上
（競技参加者）のかた 定員 各住区20

（東部地区）区民センター
屋内プール

人（先着） 持ち物 屋内シューズ（靴底
が黒以外のもの）
申２年１／10（金）までに西部地区の各
住区センターへ
問スポーツ振興課スポーツ事業係
☎5722−9695

12／28（土）〜２年１／４（土）

（中央地区）五本木小学校
（南部地区）碑小学校
（西部地区）緑ヶ丘小学校

※中央体育館と砧野球場・砧サッカー場管理事務所は工事のため仮設事務所で運営
しています
問スポーツ振興課計画指導係

☎5722−9317、スポーツ事業係

☎5722−9695

砧野球場 ・ 砧サッカー場 の

一 部 開 場 の お 知らせ
10／12（土）
、台風19号により全面冠水し、全面休場していた砧野球場・砧
サッカー場は、復旧工事が進み、12／１（日）から野球Ｂ面を開場しました。
施設利用は当面の間、土曜・日曜のみとし、区の体育祭等の大会の日程を優先し
て使用いただきます。１・２月の利用については目黒区施設予約システムをご
覧ください。野球 A 面およびサッカーＡ・Ｂ面については12月中旬、野球Ｃ・
Ｄ・Ｅ・Ｆ面については12月下旬の開場を予定しています。

目黒区軟式野球連盟の皆さんに、石拾いのお手伝いをいただきました
砧野球場は、重機による堆積物の除去を終え、復旧工事を進めていますが、重機で
は取り切れない芝の上に乗った小石や砂を拾う作業は、手作業が必要です。11／16
（土）
、目黒区軟式野球連盟から約200人の参加をいただき、石拾いの作業を行いまし
た。復旧に向けた力強い一歩となりました。連盟の皆様、ありがとうございました。

目黒区のスポーツ施設
地区
体育施設名
所在地
北部 駒場体育館・駒場プール 〒153-0041 駒場2-19-39
東部 区民センター体育館・プール 〒153-0063 目黒2-4-36
〒152-0003 碑文谷6-12-43
碑文谷体育館
中央
五本木小学校屋内プール 〒153-0053 五本木2-24-3
中央体育館
〒152-0002 目黒本町5-22-8
南部 （令和2年3月まで休館）※
〒152-0003 碑文谷1-18-14
碑小学校屋内プール
〒152-0023 八雲1-1-1
八雲体育館
めぐろ区民キャンパス内
西部 緑ヶ丘小学校屋内プール 〒152-0034 緑が丘2-13-1
〒152-0023 八雲3-19-12
宮前公園庭球場
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
※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

電 話
FAX
3485−7761 3485−3926
3711−1139 3711−2594
3760−1941 3760−1943
3714−8511（ＦＡＸと共用）
3714−9591

3714−9540

3793−2606（ＦＡＸと共用）
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

