
星空ヨガ星空ヨガ

事務局
　　より

表彰式・定期総会開催
　5月28日(火)に令和元年度特定非営利活動法人 磐田市体育協会表
彰式・定期総会を文化振興センターで開催致しました。
　表彰式では、功労者賞2名・優秀指導者賞2名・奨励賞12名と1組・
優秀選手賞4名が受賞されました。また、2月21日には奨励賞8名・
優秀選手賞9名の表彰も実施しております。受賞された皆さま、おめ
でとうございます。更なるご活躍をお祈り申し上げます。
　総会では、平成30年度の事業・決算報告と、令和元年度の事業計画・
予算が審議され、可決されました。

S P O R T S  I W A T A

　平成31年4月29日（祝・月）、第38回長藤マラソン大会がアミューズ豊田
をスタート/フィニッシュに開催されました。
　大会は、3kmに小学生、5kmに中学生以上、10kmに高校生以上が参加する、
3種目・12部門の上位入賞を目指して、1,000名近い方々が健脚を競いました。
　今回は、平成最後となる大会、「自らの記念日に」との思いを持って走られた
方も多かったのではないでしょうか。スタート前から顔が硬直した人や、走り終わっ
た後に記録を見せ合いながら笑顔で談笑する姿など、特別な感慨が感じられる
シーンが随所に見られ、平成と共に積み重ねて来た歴史の重みも感じる大会とな
りました。
　表彰式では、各部門ごとに入賞された選手に賞状とメダルが贈られ、記念撮影
では満足そうな笑顔がたくさん見られました。
　表彰式の後は、お待ちかねの抽選会。最後にお目当てのクラウンメロンを引
き当てて、はにかんだ表情のお子さまに会場から大きな拍手が寄せられました。
　そうした中、今回も受付やチップ回収、完走証の発行といった裏方や、後尾車
の自転車からの選手サポート、沿道からのブラスバンド演奏など、豊田中学校の
ボランティアが大活躍。その他にも駐車場への誘導や走路での交通整理など、
200名余りのスタッフに大会を支えて
いただきました。さらにご近所のみな
さまも沿道からの応援に加わっていた
だくなど、大会を大いに盛り上げてい
ただきました。ありがとうございました。
　また、来年も多くのみなさまの参加
と応援をいただき、令和最初の大会を
盛大に開催したいと思います。どうぞ
お楽しみに。

「第38回 長藤マラソン大会」開催される

「第21回ジュビロ磐田メモリアルマラソン」の参加申込が始まりました。今大会は参加賞の種類が増え
ました。TシャツのサイズにXSが加わり、選択肢の中に磐田銘菓つめあわせが新たに追加されております。
また、本紙に新しくQRコードを掲載しました。読み込んでいただくと、当会のホームページや
Facebookがご覧いただけます。ぜひお試しください。

事務局
　　より

月４回　月謝3,400円　定員各40名　場所磐田市総合体育館
木曜コース　毎週木曜　14：00～15：30
金曜コース　毎週金曜　10：00～11：30
ヨガの基本的な運動をしながら、呼吸を考え身体の中心
から意識することで、姿勢改善や身体のゆがみを直して
スッと芯の通った魅力的な身体を目指す。
初心者の方でも気軽に入っていただける教室です。

月４回　月謝2,160円　定員20名　場所磐田市総合体育館
1・2年生コース　毎週月曜　16：00～17：00
5・6年生コース　毎週金曜　17：30～18：30
走る動作を細かく分解してわかりやすく指導します。走る
事が楽しくなり速くなることで陸上競技以外のスポーツ
にもつなげられます。走る事が得意でも不得意でも入っ
ていただける教室です。

月３回　月謝3,000円　定員各20名　場所豊岡体育館
幼児コース　毎週火曜（第二火曜除く）　15：30～16：20
児童コース　毎週火曜（第二火曜除く）　16：30～17：30
様々な運動を通し身体を思い通りに動かせるようになる
ことで、マット・鉄棒・跳び箱など上達に繋げる。またその
他スポーツにも応用できる運動能力を育てる。

月４回　１回500円　定員20名　場所磐田市総合体育館
毎週木曜　10：00～11：00
ノルディックポールを使用して正しい歩き姿勢を学び、無
理なく運動量を増加させ健康的な体作りをする。リハビリ
にも効果的で運動のレベルによって指導するの
で無理なく継続できる教室です。

受付

場所

金額

申込

連絡先

受付

場所

金額

申込

連絡先

19：30～20：00 ※競技場入口にて受付します。
磐田市陸上競技場（かぶと塚公園内）
500円 ※当日受付でお名前の確認とお支払いをお願いします。
メール 又は磐田市総合体育館受付にて
期日7/31(水)まで
磐田市体育協会　TEL0538-32-4236

磐田
令和元年8月2日（金）20：00～21：00

19：30～20：00 ※豊岡球場入口にて受付します。
豊岡球場（磐田市壱貫地64-1）
500円 ※当日受付でお名前の確認とお支払いをお願いします。
メール 又は豊岡体育館受付にて
期日8/18(日)まで
豊岡体育館　TEL0539-63-0036

豊岡
令和元年8月23日（金）20：00～21：00

持　物　ヨガマット又はバスタオル・飲み物・動きやすい服装・汗ふき用タオル・着替え（必要に応じて）
その他　雨天中止です。

定　員　各100名定　員　各100名 メール送信方法
件名に「磐田or豊岡 星空ヨガ」
と入れ、名前、住所、電話番号、
年齢を入力し送信して下さい。

いわたいいいいいいいいいいいいいいいわわわたたたたわわわわわわわたわたわたわたわたわたたたたたたた
「磐田市体育協会ホーム
ペ ー ジ」、「Facebook」
はこちらのQRコードより
ご覧ください。

●編集・発行　ＮＰＯ法人磐田市体育協会 広報委員会
●問い合わせ先　ＮＰＯ法人磐田市体育協会 　TEL 0538-33-3443　http://www.iwata-taikyo.com

第38号2019年6月15日発行
いわたいいわた

夏の夜風を感じながら、基本的なヨガを中心に
心と身体をリフレッシュできます。
夏の夜風を感じながら、基本的なヨガを中心に
心と身体をリフレッシュできます。

最近は気温の変動が激しく体調を崩される方も多いのではないでしょうか。体を動かす習慣をつける事で免疫も
上がり、不安定な気候にも負けない丈夫な体が作られます。これから迎える夏へ向けて、運動を始めてみては
いかがでしょうか。
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　表彰式では、功労者賞2名・優秀指導者賞2名・奨励賞12名と1組・
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た後に記録を見せ合いながら笑顔で談笑する姿など、特別な感慨が感じられる
シーンが随所に見られ、平成と共に積み重ねて来た歴史の重みも感じる大会とな
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では満足そうな笑顔がたくさん見られました。
　表彰式の後は、お待ちかねの抽選会。最後にお目当てのクラウンメロンを引
き当てて、はにかんだ表情のお子さまに会場から大きな拍手が寄せられました。
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200名余りのスタッフに大会を支えて
いただきました。さらにご近所のみな
さまも沿道からの応援に加わっていた
だくなど、大会を大いに盛り上げてい
ただきました。ありがとうございました。
　また、来年も多くのみなさまの参加
と応援をいただき、令和最初の大会を
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加盟団体紹介加盟団体紹介
　国内9チーム・海外3チーム、計12チームが7月25日より4日間に渡り、
磐田市内天然芝グラウンドを利用した「2019　磐田Ｕ-12国際サッカー
大会」が開催されます。海外チームのホストファミリーを募集しています。
詳しくは大会ＨＰをご覧ください。
http://www.jubilo-iwata.co.jp/u12-juniorsoccer2019/

2019  磐田U-12国際サッカー大会

日　時 入場無料

参加無料

令和元年
８月18日（日）

会　場 
アミューズ豊田

日　時
令和元年

11月30日(土)

会　場 
静岡市内 第19回 2時間15分45秒

市の部 6位

エントリー期間　2019.5.30(木) ～　郵便　6.29（土）
インターネット　8.31（土）

開催日：11月10日（日）

第15回 磐田市長杯

車いすツイン
バスケットボール大会

第20回記念

静岡県市町対抗駅伝競走大会

日　時
令和元年

10月14日(祝・月)

会　場 
磐田市陸上競技場ほか

磐田スポレク健康
フェスティバル

　磐田市ソフトテニス協会は、磐南市町村合併
に併せ平成18年3月に設立しました。
　活動の内容は、一般の大会・中学生の各種大
会を開催するとともに、ソフトテニスの普及・
発展のための教室の開催、ジュニアの育成に努
めています。
　協会には、5チーム・1,042名が会員登録し
ており、旧豊田・竜洋のクラブチーム、豊田健
友ジュニア、磐周地区中学16校などが加盟して
います。
　ソフトテニスは以前、「軟式テニス」と呼ばれ
ていましたが平成元年のルール改正により名称
変更されました。硬式に変わりゴムボールを使
用する日本発祥のスポーツです。やわらかいボー
ルですので初心者でも比較的取り組みやすいか
と思います。最低2人いればプレイができます
が、4人いればダブルスのゲームが楽しめます。
興味のある方は始めてみてはいかがですか。
　協会では、底辺拡大のため初心者教室の開催
やクラブへの加入受付もしておりますので、お
問い合わせください。

　磐田市テニス協会は、テニスの普及・振興の為、テ
ニス教室・試合を行っています。
　多くの方に参加をお願いします。詳細は磐田市テニ
ス協会HPをご参照下さい。
　2016年に東大久保に中遠地区で唯一の８面砂入り
人工芝コートを作って戴きました。
　県大会や東海大会の要請があり、今後も磐田市にて
大会が開催されるようにしていく予定です。
　現在月3回（火曜日午前）東大久保テニスコートにて、
テニス教室を磐田市体育協会と共催しております。参
加ご希望の方は磐田
市総合体育館にて申
込をお願いします。
　磐田市テニス協会
への加入受付も行っ
ております。

磐田市ソフトテニス協会
問い合わせ先　田中　090-2

264-8121

磐田市テニス協会
問い合わせ先　大石　090-3

953-1536

いわたいいいいいいいいいいいいいいいわわわわわわわわわたわたわわたわたわたたたたたたたたたわた いわたいいいいいいいいいいいいいいわわわわわわわわたわたわわたわたわたたたたたたたたたわた
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　協会には、5チーム・1,042名が会員登録し
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友ジュニア、磐周地区中学16校などが加盟して
います。
　ソフトテニスは以前、「軟式テニス」と呼ばれ
ていましたが平成元年のルール改正により名称
変更されました。硬式に変わりゴムボールを使
用する日本発祥のスポーツです。やわらかいボー
ルですので初心者でも比較的取り組みやすいか
と思います。最低2人いればプレイができます
が、4人いればダブルスのゲームが楽しめます。
興味のある方は始めてみてはいかがですか。
　協会では、底辺拡大のため初心者教室の開催
やクラブへの加入受付もしておりますので、お
問い合わせください。

　磐田市テニス協会は、テニスの普及・振興の為、テ
ニス教室・試合を行っています。
　多くの方に参加をお願いします。詳細は磐田市テニ
ス協会HPをご参照下さい。
　2016年に東大久保に中遠地区で唯一の８面砂入り
人工芝コートを作って戴きました。
　県大会や東海大会の要請があり、今後も磐田市にて
大会が開催されるようにしていく予定です。
　現在月3回（火曜日午前）東大久保テニスコートにて、
テニス教室を磐田市体育協会と共催しております。参
加ご希望の方は磐田
市総合体育館にて申
込をお願いします。
　磐田市テニス協会
への加入受付も行っ
ております。

磐田市ソフトテニス協会
問い合わせ先　田中　090-2

264-8121

磐田市テニス協会
問い合わせ先　大石　090-3

953-1536
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