
イベントやスポーツ教室は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止・変更になる場合があります

第59回

下表のとおり種目・日時・会場など
区内在住・在勤・在学者、Ｎ
ＰＯ法人目黒体育協会の加
盟団体に登録・加盟してい
るかた

対象

個人競技は100円から。団
体競技は１チーム1,000～
8,000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

参加費

申各体育館で配布の申込書（区ホームペー
ジから印刷可）と参加資格が確認できる
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（受
付時間は９：00～21：00、申込締切日は
17：00まで）またはNPO法人目黒体育協
会（土・日・祝日を除く９:00～16：45）へ

　※詳細は各大会要項を確認してください
問 ＮＰＯ法人目黒体育協会
　☎5722－8088　ふ5734－1032

種目 対象※ 開催日時 会場 申込期間
ソフトテニス 中 ３／26（金）９：00～ 碑文谷体育館庭球場 ２／８（月）～３／５（金）
サッカー 社 ４／ ４（日）８：50～ 砧サッカー場ほか １／15（金）～２／10（水）

バスケット
ボール

高・社
（シニア含む）

３／ ７（日）
９：00～ 中央体育館 １／15（金）～２／ ８（月）３／14（日）

３／21（日）
３／28（日）

テニス 高校男子D ３／24（水）９：00～ 駒場体育館庭球場 １／25（月）～２／24（水）高校女子D ３／25（木）
※ 中＝中学生、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
４／４（日）からの毎週日曜日程
砧野球場（世田谷区喜多見１－12－２）会場

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

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。

対象

第59回
目黒区体育祭 春季軟式野球大会春季軟式野球大会

問ＮＰＯ法人目黒体育協会　☎5722－8088　ふ5734－1032

　公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会が制作した「東京2020公式ア
ートポスター」を展示します。来庁の際はお立ち寄
りください。

金澤翔子さんの書道パフォーマンスについて金澤翔子さんの書道パフォーマンスについて
　展示期間中に目黒区出身で東京2020公式アー
トポスターアーティストの一人である書家の金澤
翔子さんによる書道パフォーマンスを実施しま
す。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当
日の公開はできませんが、後日YouTubeにて配
信します。また完成した書は１／26（火）から
１／29（金）まで展示します。

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

　マスクの着用や入口での手指消毒、会場内でのソーシャ
ル・ディスタンスの確保にご協力願います。また当日、発熱
等体調に不安のあるかたは来場をお控えください。

新型コロナウイルス
感染拡大防止のためのお願い

１１／／1818（月）～（月）～2929（金）（金）　日　時

総合庁舎南口エントランス総合庁舎南口エントランス会　場 金
かな

澤
ざ わ

翔
しょう

子
こ

　書家。５歳から母に師事
し書を始める。法隆寺や東大寺などの
寺社で個展・奉納揮

き

毫
ごう

。ＮＨＫ大河ド
ラマ「平清盛」のタイトル文字や東京
2020公式アートポスター制作など幅
広く世界的に活躍している。

「東京２０２０公式アートポスター」展示

　緊急事態宣言に伴い、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、体育施設の開館時間短縮等を行います。ご理解いただきますようお願いいたします。

期　間 １／９（土）から緊急事態宣言解除の日（２／７（日）予定）まで

に伴う緊 事 宣急 態 言
についての体 施 等育 設 対 応

駒場体育館 体育室、トレーニング室、屋内プール

区民センター体育館 体育室、トレーニング室、スタジオ、屋内プール

碑文谷体育館 体育室

中央体育館 競技場、トレーニング室、スタジオ、格技場、弓道場、エアーライフル場

八雲体育館 体育室、トレーニング室

五本木小学校屋内プール

屋内プール碑小学校屋内プール

緑ヶ丘小学校屋内プール

※１  新型コロナウイルス感染症を理由とする施設利用のキャンセルについては、使用料を全額還付します
※２  当該期間中に貸切利用の支払期限を迎える利用予定者については、その支払期限を利用日当日まで延長します

対
象
施
設

夜間の開館時間を２時間短縮し９：00～20：00までとします。
各体育施設の貸切利用枠（19：00～22：00）については、利用を中止します。
20：00を超えて行う一般公開、教室プログラムについては、各施設にお問い合わせください。

体育施設
開館時間の短縮

問▶スポーツ振興課計画指導係
　　  ☎5722－9317
　▶スポーツ事業係  ☎5722－9695
　▶管理係  ☎5722－9690
ふ5722－9754（全係共通）

※ 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

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、２／５（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３／１（月）までに指定の振込先口座に金額を納入してく
ださい。

一般・
  成年

　緊急事態宣言中の区立小・中学
校における新型コロナウイルス感
染症対策を徹底するため、小・中
学校の校庭開放（学校ひろば・団
体開放）、体育館開放（個人開放・
団体開放）を中止します。

学校開放事業の中止
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〒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

ヒップホップダンス教室 4／2～5／21の（金）全8回 ①16：00～17：00
②17：15～18：30

①新小学1～3年生
②新小学4年生以上（大人可）

①20人
②10人 4,000円 3／10（水）

ZUMBA 4／2～5／28の（金）全8回
（5／14を除く） 20：00～20：50 18歳以上 15人 4,000円 3／10（水）

初心者レディーステニス教室
土曜日 4／3～6／5の（土）全10回

9：00～10：15
①18歳以上の未経験者・初心
者の女性
②18歳以上の経験者・初級者
の女性

各15人 5,000円 3／10（水）
水曜日 4／7～6／23の（水）全10回

（4／28、5／5を除く）

これからはじめるテニス教室
土曜日 4／3～6／5の（土）全10回

10：20～11：35 ①16歳以上の未経験者・初心者②16歳以上の経験者・初級者 各15人 5,000円 3／10（水）水曜日 4／7～6／23の（水）全10回
（4／28、5／5を除く）

ジュニアテニス教室 4／3～6／5の（土）全10回 11：40～12：55 新小学3～6年生 15人 5,000円 3／10（水）

幼児リトミック教室 4／7～5／19の（水）全5回
（4／28、5／5を除く）

①10：00～10：40
②10：50～11：30
③11：40～12：20

①おすわり～ハイハイまでの
乳児と保護者
②1歳と保護者
③2歳と保護者
（①～③保護者1人につきこ
ども1人）

各10組 1組
2,500円 3／10（水）

初心者シニアテニス教室 4／7～6／23の（水）全10回
（4／28、5／5を除く） 11：40～12：55 ①60歳以上の未経験者・初心者②60歳以上の経験者・初級者 各15人 5,000円 3／10（水）

女性のためのピラティス教室 4／9～5／7の（金）全5回 ①  9：30～10：20
②10：50～11：40 16歳以上の女性 各20人 2,500円 3／10（水）

◆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で行ってください
◆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
〒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

ゲートボールイベント 2／11（木・祝） 9：00～11：00 小学生以上 20人 無料 2／4（木）

リラックスヨガ 2／24～3／31の（水）全6回 19：30～20：30 16歳以上 7人 3,000円 2／3（水）

レディーステニス春大会 3／8（月） 9：00～17：00 区内在住・在勤の女性ペア（学生は不可）
16チーム
（２人1チ
ーム）

1チーム
1,000円 2／9（火）

月いち講座～春に向けてカラダ改造計画 3／13（土） 9：30～10：30 16歳以上 7人 無料 2／4（木）

〒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

親子体操教室 2／15～3／8の（月）全4回 10：00～10：45 2・3歳の未就園児と保護者 10組 1組
2,000円 1／25（月）

スポーツ体験会
ドッジボール教室

2／23（火・祝）
10：00～10：50 小学1～3年生

各20人 500円 2／  2（火）はじめてのボクシング 13：30～14：30 中学生以上フットサルゲーム会 15：00～16：30

幼児水泳教室 2／26～3／19の（金）全4回 ①15：00～16：00
②16：30～17：30 4・5歳 各10人 2,000円 2／  5（金）

バドミントン教室 3／5～26の（金）全4回 12：30～14：00 16歳以上 30人 2,000円 2／12（金）

ふれあいスポーツ
体験会

走り方教室
3／7（日）

9：00～10：00 小学1～3年生で障害のあるかた・ないかた 各20人 無料 2／12（金）
フットサルゲーム会 10：30～12：00 16歳以上で障害のあるかた・ないかた

バドミントンジュニア教室 3／10～31の（水）全4回 17：30～18：30 小学生 30人 2,000円 2／17（水）

フットサルゲーム会 3／14（日） ①  9：00～10：20
②10：30～11：50 16歳以上 各20人 500円 2／19（金）

介護予防体力向上サーキットトレーニング教室
（ラララサーキット） 3／15～29の（月）全3回 12：15～13：15 60歳以上 20人 1,500円 2／22（月）

〒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

フランクリンメソッドによる講習会 2／25（木） 19：00～20：00 高校生以上 16人 500円 2／13（土）
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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

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

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
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