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ボッチャ

254 日

パラ陸上競技

オリンピックスタジアム

車いすラグビー

東京2020大会会場 で
テストイベントを観戦しよう！

本番前に
ルールや
観戦方法
を確認し
てオリン
ピ ッ ク・
パラリン
ピックに
備えよう
！

Ⓒ写真提供：フォート・キシモト

東京2020大会本番前に、実際の競技会場で開催される最後のテストイ
ベント※1のうち、観戦可能なパラリンピック競技のテストイベントを紹介
します。この機会にひと足先に東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会の雰囲気を満喫しましょう！

※１：テストイベントとは、オリンピック・パラリンピック大会の成功に向け
て、大会運営の能力を高めるため各競技団体や東京2020組織委員会が
実施するものです。一般のかたが観戦可能なものとできないものがあり
ます。詳細についてはイベント主催者にお問い合わせください

競技

イベント名
日程
天皇陛下御即位記念
ボッチャ
2020年２／28（金）～３／１（日）
2020ジャパンパラボッチャ競技大会
天皇陛下御即位記念
車いすラグビー
2020年３／12（木）～15（日）
2020ジャパンパラ車いすラグビー競技大会
パラ陸上競技 2020ジャパンパラ陸上競技大会

2020年５／２（土）～３（日）

会場

主催・問合せ

有明体操競技場

（公財）
日本障がい者スポーツ協会
https://www.jsad.or.jp/
☎03－5939－7021
オリンピックスタジアム
（新国立競技場）
代々木第一体育館

東京2020パラリンピック聖火リレー

8／21（金）～25（火）の開会式当日までの５日間、都内で東京2020パラリンピック聖火リレーが行われます。21（金）は47都道府県の火が
１つに統合され、22（土）からは統合されたパラリンピック聖火として、都内を巡ります。

主な要件

募集期間

12／16日（月）～2020年２月15日（土）

⃝平成20年４月１日以前に生まれた方
⃝１人あたりの走行距離は約200ｍ
⃝「はじめて出会う３人」がチームになってリレーを行います。
※ただし、応募は１人ごとです。
⃝申込要件等は下記ホームページで確認してください
https:// www.tokyo-runner.jp
問東京都聖火ランナー選考事務局 ☎6277－2459（12／16から）

※他にもプレゼンティングパートナー（株）LIXIL への応募が可能です。
（募集期間11／27( 水 ) ～2020年２
／29（土））募集については、東京2020組織委員会公式ウェブサイトでご確認できます。

問オリンピック・パラリンピック推進課

聖 火 ラ ン ナ ー 募集

☎5722－9361
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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

No.45

体 育 館 のス ポ ー ツ 教 室
ＨＰ 駒場体育館
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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、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

〒153-0041 駒場2-19-39

教室名など

令 和 元 年（ 2 0 1 9 年 ）12 月 15 日

☎3485−7761 ふ3485−3926
日 程

時 間

対 象

定 員

費 用

申込期限

無料
２年１／16（木）
（教材費1,400円）

指導者養成スポーツ講座

2年2／11（火・祝）

9：30〜12：30 16歳以上

15人

月いち運動講座
〜ロコモティブシンドローム

2年2／15（土）

9：30〜10：30 18歳以上

15人

無料

２年１／ ９
（木）

ＨＰ 区民センター体育館

〒153-0063 目黒2-4-36

定 員

費 用

申込期限

各24人
（先着）

1回500円

当日受付
（20：00〜）

教室名など

☎3711−1139 ふ3711−2594

日 程

時 間

対 象

フットサル交流会

2年1／9〜31の（木）・（金）

20：30〜21：30 16歳以上

こどもヒップホップ教室（木曜日）

2年1／30〜3／19の（木）全8回

18：00〜18：50 小学3年生〜中学生

20人

4,000円

2年1／10（金）

キッズダンス基礎教室

2年1／31〜3／27の
（金）全8回（3／20を除く）

16：00〜16：45 4歳〜小学1年生

20人

4,000円

2年1／10（金）

こどもヒップホップ教室（金曜日）

2年1／31〜3／27の
（金）全8回（3／20を除く）

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

各20人

4,000円

2年1／10（金）

エコウオーキング

2年2／2（日）

9：00〜10：00 小学生以上

10人

無料

2年1／10（金）

トレーニング室体組成測定会

2年2／2〜5（日〜水）

9：00〜21：30 5歳以上

無し

無料

当日受付
（9：00〜）

幼児体操教室

2年2／4〜3／3の（火）全4回（2／11を除く）

15：45〜16：30 4・5歳

20人

2,000円

2年1／14（火）

ボール苦手克服教室

2年2／4〜3／3の（火）全4回（2／11を除く）

17：00〜18：00 小学1・2年生

20人

2,000円

2年1／14（火）

はじめてのヨガ教室

2年2／6〜3／26の（木）全8回

12：15〜13：15 16歳以上

10人

4,000円

2年1／16（木）

親子体操教室

2年2／10〜3／9の（月）全4回（2／24を除く）

10：00〜10：45 2・3歳の未就園児と保護者

10組

2,000円

2年1／27（月）

介護予防ラララフィット教室

2年2／12〜3／25の（水）全7回

12：00〜13：00 60歳以上

20人

3,500円

2年1／22（水）

定 員

費 用

申込期限

ＨＰ 碑文谷体育館

〒152-0003 碑文谷6-12-43

教室名など

☎3760−1941 ふ3760−1943

日 程

時 間

対 象

初心者なぎなた教室

2年1／31〜2／21の（金）全4回

①15：45〜16：45 ①小学1・2年生
②17：00〜18：00 ②小学3年生以上（大人可）

各10人

2,000円

2年1／14（火）

初心者剣道教室

2年1／31〜3／27の（金）全8回（3／20を除く）

①15：45〜16：45 ①5歳〜小学2年生
②17：00〜18：00 ②小学3年生以上（大人可）

各10人

4,000円

2年1／14（火）

ミニバレー体験交流会

2年2／11（火・祝）

60人

無料

2年1／21（火）

女性のためのリラックスヨガ（保育付き） 2年2／14〜3／13の（金）全5回

① 9：30〜10：40 16歳以上の女性
②11：00〜12：10 （保育は首の据わった乳児以上の未就学児）

各20人

2,500円

2年1／25（土）

幼児からのボール運動教室

① 9：30〜10：20 ①②1歳と保護者
②10：30〜11：20 ③2歳と保護者
③11：30〜12：20 （①〜③保護者1人につきこども1人）

各15組

1組3,000円

2年1／25（土）

20歳以上

各15人

3,000円

2年2／ １（土）

20歳以上

各15人

3,000円

2年2／ １（土）

ボディメイク基礎編

美姿勢骨盤シェイプ

9：30〜11：30 小学生以上

2年2／19〜3／25の（水）全6回
水曜日

2年2／19〜3／25の（水）全6回

10：00〜11：00

火曜日

2年2／25〜3／31の（火）全6回

13：00〜14：00

水曜日

2年2／19〜3／25の（水）全6回

11：15〜12：15

木曜日

2年2／20〜3／26の（木）全6回

14：30〜15：30

①10：00〜10：50 ①2歳と保護者（保護者1人につきこども1人）
②11：20〜12：10 ②3歳

①15組
②15人

①1組3,000円
2年2／ １（土）
②3,000円

木曜日の幼児体操

2年2／20〜3／26の（木）全6回

ヒーリングストレッチ

2年2／20〜3／26の（木）全6回

13：00〜14：00 20歳以上

15人

3,000円

2年2／ １（土）

シニアからの正しいトレーニング

2年2／20〜3／26の（木）全6回

16：00〜17：00 55歳以上

15人

3,000円

2年2／ １（土）

はじめてのヨガ

応用編

2年2／20〜3／26の（木）全6回

19：00〜20：00

基礎編

2年2／21〜3／27の（金）全5回（3／20を除く）

14：30〜15：30

3,000円

20歳以上

各15人
各15人

2,500円

2年2／ １（土）

2,500円

2年2／ １（土）

はじめてのピラティス

2年2／21〜3／27の（金）全5回（3／20を除く）

① 9：00〜10：00
20歳以上
②10：15〜11：15

タイチフィットネス

2年2／21〜3／27の（金）全5回（3／20を除く）

11：30〜12：30 20歳以上

10人

2,500円

2年2／ １（土）

かんたん機能改善教室〜カキラメソッド

2年2／21〜3／27の（金）全5回（3／20を除く）

13：00〜14：00 20歳以上

10人

2,500円

2年2／ １（土）

リズムステップ運動教室

2年2／21〜3／27の（金）全5回（3／20を除く）

16：00〜17：00 20歳以上

10人

2,500円

2年2／ １（土）

バレエコンディショニング

2年2／21〜3／27の（金）全5回（3／20を除く）

17：30〜18：30 20歳以上

15人

2,500円

2年2／ １（土）

おとなのためのピラティス教室

2年2／21〜3／27の（金）全5回（3／20を除く）

19：30〜20：30 20歳以上

15人

2,500円

2年2／ １（土）

各15人

3,000円

2年1／25（土）

各15組

1組3,000円

2年2／ １（土）

スタンダードヨガ

2年2／25〜3／31の（火）全6回

① 9：00〜10：00
②10：20〜11：20 18歳以上
③11：40〜12：40

ベビー・産後ヨガ

2年2／25〜3／31の（火）全6回

①首の据わった〜ずりばいまでの乳児と母親
①10：00〜10：50
②ハイハイ〜つかまり立ちまでの乳児と母親
②11：20〜12：10
（①②とも母親1人につき子ども1人）

アンチエイジングストレッチ＆
トレーニング

2年2／25〜3／31の（火）全6回

14：30〜15：30 20歳以上

15人

3,000円

2年2／ １（土）

ボディメイク応用編

2年2／25〜3／31の（火）全6回

19：00〜20：00 20歳以上

15人

3,000円

2年2／ １（土）

定 員

費 用

申込期限

各5人

500円

2年1／ 6（月）

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

☎5701−2984 ふ5701−2985

日 程

時 間

対 象

健康運動指導士による月イチ講座
骨盤、股関節の動きと仕組みについて

①2年1／ 9（木）
②2年1／10（金）

①19：30〜21：00 ①16〜概ね59歳
② 9：30〜11：00 ②概ね60歳以上

ゆっくりプログラム〜介護予防体操

2年1／14〜3／24の
（火)全10回
（2／11を除く）

10：00〜11：00 60歳以上

ジュニアバドミントン体験会

2年1／14（火）

17：40〜18：40 小学生（帰宅時保護者同伴）

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）

2年1／17（金）

楽しいニュースポーツ体験会

2年1／18（土）、25（土）

① 9：30〜10：00
②10：15〜10：45 16歳以上（新規受講者優先）
③11：00〜11：30
9：30〜12：00 小学生以上（一部は高校生以上）

5人

5,000円

2年1／ 7（火）

30人

無料

2年1／ 7（火）

各1人
（先着順）

無料

当日まで
（電話・窓口受付）

なし

無料

当日受付

キッズダンス体験会

2年1／20（月）

16：00〜17：00 4歳〜小学2年生

50人

無料

2年1／11（土）

ジュニア体操体験会

2年1／20（月）

17：15〜18：15 小学生（帰宅時保護者同伴）

50人

無料

2年1／11（土）

シニアテニス教室
（会場：宮前公園庭球場）

2年1／21〜2／25の
（火）全5回（2／11を除く）

13：00〜15：00 60歳以上

40人

2,500円

2年1／14（火）

ジュニアバドミントン教室

2年1／21〜2／25の
（火）全5回（2／11を除く）

17：40〜18：40 小学生（帰宅時保護者同伴）

30人

2,500円

2年1／14（火）

栄養講座
栄養学から学ぶ冷え撃退法

2年1／25（土）

14：30〜15：30 16歳以上

20人

無料

2年1／16（木）

キッズダンス教室

2年1／27〜3／2の
（月）全5回（2／24を除く）

16：00〜17：00 4歳〜小学2年生

30人

2,500円

2年1／20（月）

ジュニア体操教室

2年1／27〜3／2の
（月）全5回（2／24を除く）

17：15〜18：15 小学生（帰宅時保護者同伴）

30人

2,500円

2年1／20（月）
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髙橋 渚 選手

【プロフィール】
生年月日：2000年１月15日 身長・体重：173㎝／56㎏
競技：陸上競技（走高跳） 所属：日本大学 区内在住
【主な成績】
2019年６月 全日本選手権走高跳 ３位
９月 日本学生選手権走高跳 １位

体育の授業で才能発掘 バドミントンから転身
走高跳を始めたきっかけは、中学校の体育の授業です。
一番高く跳んだことで、陸上競技部の顧問だった体育の
先生に陸上競技大会への出場を勧められ、区大会と都大会
で優勝。当時バドミントン部でしたが、この成績を機に、
陸上競技を本格的に始めました。高校は、走高跳の男子日
本記録（当時）を持つ先生がいる東京高等学校へ進学し、
基礎をしっかり学んだことが今に繋がっていると思いま
す。現在は、日本大学スポーツ科学部で最先端のスポーツ
科学を学びながら自分の技術に磨きをかけています。

「跳べる！」と信じ誰よりも高く
今の目標である東京2020大会出場のためには、オリン
ピック派遣記録の1m96㎝をクリアしなければなりませ
ん。自己ベストは1m80㎝ですが、更なる高みを目指し着
実に記録を伸ばしてゆきたいです。走高跳の魅力はバーへ
挑む集中力。「跳べる！」と信じバーへ挑み続けます。

目黒区のみなさんへ
走高跳は自分の力でどれだけ高く跳べるかを競う競技で
す。この魅力を多くの人に知ってもらえるようがんばります。

© 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

第４回

目黒シティラン〜健康マラソン大会〜を開催しました

11／24（日）
、秋雨のなか、第４回目
黒シティラン〜健康マラソン大会〜を、開
催しました。
3,000人を超える参加ランナーをはじ
め、1,000人にのぼるボランティア、沿道
応援、警察・消防、協賛企業や関連団体な
どの関係者のかた、また長時間にわたる交
通規制にご協力いただきました多くの皆様
に厚く御礼と感謝を申し上げます。
今大会に対して皆様からいただいたご意
見と経験をもとに、今後も東京2020オリ
ンピック・パラリンピック競技大会に向
け、機運醸成に努めてまいります。引き続
きのご支援・ご協力をお願い申し上げま
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 藤岡 直彦

親子ペアの部スタート

スターター松尾雄治さんとゲストの榊原郁恵さんに
見送られて10km スタート

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

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

雨の中のランナーと沿道の応援

完走賞配付のようす

