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掲載する全てのイベントにつきましては、新型コロナウイルス
の感染状況により、内容が中止・変更となる可能性があります。
詳細はスポーツ協会または主催者へお問合せください。
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たじみ健康マラソン2022

３年ぶりに開催決定！

2022年9月1日

秋便
79通目

【問合せ】
たじみ健康マラソン2022事務局
〒507-0901　多治見市笠原町2072-5　笠原体育館内
☎43-6285

【コース】星ケ台競技場…発着　※詳細は申込用紙をご覧ください
【申込み】下記のいずれかでお申し込みください　※定員になり次第締め切り

郵便局、ゆうちょ銀行
の窓口またはATMで申込み
※9/30㈮までにお申し込みください
※振込手数料が別途必要です
〈申込用紙配布場所〉
笠原体育館、感謝と挑戦のTYK体育館、
星ケ台競技場、星ケ台管理事務所

「ランネット」
https://runnet.jp/
よりアクセス
（申込用紙不要）

ネット 郵便局

9/5㈪～10/5㈬

申込期間

※郵便局は 9/30 ㈮まで

12/4 ㈰



第51回

東濃スポーツ大会
（夏季大会）

終了！

第51回東濃スポーツ大会総合開会式が7月3日土岐市に
て開催され、16種目の競技が土岐市内（一部近隣市）で
実施されました。多治見市からは411名の選手が出場し、
熱い戦いを繰り広げました。第49回、50回と連続して総
合優勝の多治見市、今年度は夏季大会が終了した時点で、
総合１位となっています。選手一丸となって総合優勝を目
指します。引き続き冬季大会にご期待ください。

第51回 東濃スポーツ大会　種目別総合成績速報（8月15日現在）

種　目 順位 種　目 順位 種　目 順位 種　目 順位

陸上競技 ２位 卓　球 １位 ソフトボール 雨天順位なし サッカー ２位

軟式野球 雨天順位なし 剣　道 １位 クレ―射撃 ４位 バドミントン １位

バレーボール ２位 柔　道 １位 弓　道 １位 バスケットボール ３位

ソフトテニス １位 水　泳 大会中止 アーチェリー ２位 テニス １位

多治見市制82周年記念表彰　被表彰者
氏名（敬称略） 所属協会 功績　スポーツ（体育）協会
原　　国夫 ソフトボール 評議員、監事、理事
牧田　信行 バスケットボール 理事、監事
森　　芳成 ソフトテニス 評議員
出海　伸之 柔　道 評議員
水野　政則 スケート 評議員
後藤　嘉宏 バスケットボール 評議員
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６月18日・19日の２日間、福島県会津若松市で行
われた第３回全日本ミックスダブルスソフトテニス選
手権大会の65歳以上の部において、多治見市ソフト
テニス連盟所属の大嶋良弥さん（69）と大垣市の細
野敦子さん（68）のペアが、みごと３位に入賞しました。
この大会は、一般、35歳以上、45歳以上、50歳以上、
55歳以上、60歳以上、65歳以上、70
歳以上の部の８種別があり、全国から
318ペア（636名）が参加しました。
大嶋・細野ペアが出場した65歳以上の部には36ペ

アが出場し、予選リー
グを勝ち抜いて翌日の
決勝トーナメントに進
みました。決勝トー
ナメントでは１回戦、
準々決勝戦と勝ち上が
りましたが、優勝した
北海道のペアに準決勝
戦で敗れ3位となりま
した。

全日本ミックスダブルス選手権大会
第３位の快挙！

４月に行われた「全国ねんりんピックソフトテニス競技大会」の
岐阜県予選会において、多治見市ソフトテニス連盟で活動している
金住三枝子さん (65)、松本孝子さん (69) の２名がみごと岐阜県代
表選手に選ばれました。
また、５月に行われた「全日本レディース大会の岐阜県予選会」
において、伊藤里香さん (43)、林志帆さん (49)、河合和代さん (55)

の３名が予選を勝ち抜き、全国大会の切符を手にしま
した。
５名はいずれも連盟傘下の土曜クラブやチーム

TAKAに所属し、ソフトテニスを生涯スポーツとして楽しんでい
る仲間たちです。
「全日本レディース大会」は８月23日から愛知県一宮市で、また
「全国ねんりんピック大会」は11月12日から神奈川県小田原市他
で開催されます。晴れて全国大
会に出場する選手たちにエール
を送るとともに、全国の仲間と
大いに親睦を深めてもらいたい
と願っています。

ソフトテニス連盟
理事長　大嶋良弥

５名の選手が
ソフトテニス岐阜県代表に！

令和４年度岐阜県中学校総合体育大会陸上競技
池之端琉太（小泉中） 男子200m 3位 水野はる華（多治見中） 女子2年100m 1位
池之端琉月（小泉中） 男子1年1500m 6位 三輪妃奈乃（多治見中） 女子1500m 3位

深谷　七海（多治見中） 女子1500m 5位

第70回岐阜県高等学校総合体育大会 兼 全国・東海高等学校総合体育大会陸上競技岐阜県予選会
持田　　翼（多治見高） 男子棒高跳　 ２位 大島　寛奈（多治見北高） 女子円盤投 ５位

第42回岐阜県春季陸上競技大会 第10回飛騨高山ウルトラマラソン
坂﨑功太郎（多治見走友） 一般高校男子100ｍ １位 大田　伸彦 100km 10位

第21回東海マスターズ陸上競技選手権大会

眞武耕一郎
男子M50　100ｍ 4位 川西　　誠 男子M55　走高跳 2位
男子M50　200ｍ 3位 中尾　祥吾 男子M35　走幅跳 3位
男子M50　400ｍ 2位 武内　裕次 男子M50　走幅跳 1位

各種目で続々入賞！ ~ 栄光の記録 ~

ジュニアから一般まで、
幅広く活躍しています！

第６回岐阜県小学生陸上競技選手権大会
橋本　彪我（多治見ジュニア） 男子6年100ｍ　 4位 鈴木　一椛（多治見ジュニア） 女子5年800ｍ 1位
福島　伊織（多治見ジュニア） 男子3年100ｍ　 1位 池之端希衣（多治見ジュニア） 女子5年800ｍ 8位
池俣　善規（精華小） 男子5年800ｍ 2位 堀江　美玖（池田小） 女子4年100ｍ 6位
坂崎　絢羽（多治見ジュニア） 女子5年以上コンバインドＢ 5位 混合4年以上4×100ｍリレー（多治見ジュニア）

熊谷　唯、橋本彪我、永井梨愛、志村俊哉 2位
山本　瑠南（多治見ジュニア） 女子5年100ｍ 6位

ソフトテニス連盟

陸上競技協会
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【日　時】10月16日（日）5：30発
【集合場所】多治見市役所本庁舎
【行き先】入笠山1955m（標高差約500m）
【対　象】コロナワクチン2回接種済の方
【定　員】30名程度
【参加費】6,000円（保険料込）
【申込方法】「住所・氏名・年令・電話番号・参加人数」をご
記入のうえ、下記まで往復はがきにて9月13日（火）必着
でお申し込みください。（家族や友達同士で参加の方は
その旨を記入してください）

【説明会】10月1日（土）18：30～
感謝と挑戦のTYK体育館　研修室
※説明会時に参加費、接種証明書と本人確認できるもの
を持参

【申込・問合せ】
〒507-0058
多治見市平井町6-3-2

ビブロスヒルD103
大久保　千春

（山岳連盟事務局）
☎090-1782-5050

健康づくりに関わる体操・運動のチームやサークルが、
日頃の練習の成果を発表します。活動の励みとして、また
交流の場としてお気軽にご参加ください。
【日　時】11月20日（日）10：00開始

（参加チーム数によっては開始時間が変更となります）

【場　所】感謝と挑戦のTYK体育館
【参加資格】主に多治見市内で活動している団体で、健康づ
くりに関わる体操や運動、またはそれに類する活動を
行っている団体（２人以上のチーム）

【参加費】1人につき1,000円
※参加賞あり　※参加費は代表者会議で集めます

【申込期間】9月20日（火）まで
【代表者会議】10月23日（日）19：30～

笠原中央公民館　会議室１
【申込方法】申込書をメールまたは笠原体育館窓口へ提出

※できるだけメールでお申し込み
ください

【申込・問合せ】
多治見市体操協会　中嶋

☎090-2573-0830
メール　s-naka@mtg.biglobe.ne.jp

平成21年から開催しているソフトボール教室は、多治
見市スポーツ協会から「市民スポーツ振興補助事業」の指
定を受け、ソフトボール協会の主要事業として定着してい
ます。
新型コロナウイルスにより２年間開催できませんでした
が、今年は３年ぶりの開催。今年もまた全国で活躍中の多
治見西高等学校ソフトボール部OGの皆さんが講師とし
て参加します。
【日　時】12月４日（日）、12月11日（日）　全２回

8：30受付開始
【場　所】旭ヶ丘運動広場
【対　象】小学生～一般、指導者（多治見市内はもちろん、
近隣市町のクラブチーム部員、指導者ならびにソフト
ボール愛好家の参加を歓迎します）

【参加料】無料（当日申込可）
【申込・問合せ】

市ソフトボール協会　原
☎27-3991

小学１年生から中学生までで硬式テニスを始めたい方、
一度無料体験レッスンにお越しください。５名のコーチが
個々のレベルに合わせて指導しています。お電話お待ちし
ております。
【活動日時】毎週土曜日　8：00～11：00
【活動場所】星ケ台第１テニスコート
【問合せ】西尾正文　☎090-4261-0620

秋の市民登山教室
山野草と雄大な景色が人気な
入笠山に登ろう

小さな胸を目一杯広げ、
大きな夢にチャレンジしませんか！
令和４年度多治見ソフトボール協会
総合クリニック（スポーツ教室）

山岳連盟

お気軽に
お問い合わせ
ください

ソフトボール協会

体操協会 テニス協会
私たちと一緒に汗を流しませんか？
多治見ジュニアテニスクラブ
チーム生募集！

発表する人も観る人も楽しい！
ヘルシーパフォーマンス2022
開催！
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【問合せ】スポーツ少年団事務局　猪野　☎ 43-6285（笠原体育館内）

【問合せ】スポーツ推進委員会事務局　山浦　☎ 43-6285

他地区の子とのさまざまな交流が魅力です♪
スポーツ少年団は全国組織であり、単位団とし
ての活動のほか、他地区の少年団との交流行事も
多くあります。
去る５月の心地よい暑さの中、笠原野球スポー
ツ少年団のみなさんは、リーダー研修会として土
岐市の「中馬の森マレットゴルフ場」でマレットゴルフをしました。
ゲートボールに似たスティックを用い
てゲートボールより一回り大きい球を打
ち、より少ない打数で穴に入れることを
競うゲームです。コースは山道なので、
上りのコースはボールを打つのに力が必
要とされ、逆に下りのコースは少しの力
で予想以上に転がってしまい、思うよう
にはできないゲームでしたが、新緑の中、
他市の子どもたちと一緒に楽しみながら
学びました。
さまざまな経験ができるスポーツ少年
団に、ぜひ参加しませんか？

世界中に感動と笑顔をもたらし、さらには銀メダルと日本中が沸いた北京オリンピッ
クのカーリング。まだまだ記憶に新しいところです。カーリングはこの地域では体験できる場所はなく、体育館など
でプレーできないかと考案されたのがカローリングです。1993年に名古屋市のベアリング製造会社で開発、考案さ
れた新しいスポーツです。
カーリングの競技場が氷上であるのに対して、カローリングの競技場は屋内フロアです。１チーム3人のプレー
ヤーが6個のジェットローラーをコートの先にある直径90cmのポイントゾーンに向け、相手チームのプレーヤーと
ジェットローラーを交互にぶつけ合い得点を競うゲームです。チームプレーを楽しむスポーツであり、簡単なルール
と使いやすい用具で、特別な技術も力も必要としないので、子どもから高
齢者まで手軽に楽しめるスポーツです。コートの広さはスローラインから
ポイントゾーンまで11メートルが基本ですが、年少者向けの設定もあり
ます。体育館はもちろん、公民館、集会所などで楽しむことができます。
多治見市では複数のカローリングセットを所有しており、各地域に無料
で貸し出しをしております。ぜひご利用ください。

【カローリング他紹介動画】
QRコードからご覧ください。

ボールやバットに触ったことのないお子
さんも大歓迎。遊びながらバッティングや
キャッチボールをしてみよう！

【日　時】10月16日（日）13：00～15：00
※雨天の場合23日（日）

【場　所】脇之島運動広場
【講　師】スポーツ少年団指導者
【参加費】無料
【対　象】年中～小学3年生
【申込み】電話または下のQRコードから

秋 の 野 球 体 験 教 室
はじめてさん大集合！

カローリングとは
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トッププロの熱い戦いが多治見で繰り広げられる！
スポーツをしている人もしていない人も、お見逃しなく！！

日本トップクラスの選手が多数出場するハイレベルな陸上競技選手権大会。記録樹立の瞬間が観戦
できる可能性が高い大会として注目されます。
【日にち】10月8日（土）～9日（日）
【場　所】多治見市星ケ台競技場（多治見市星ケ台3-19）
【入　場】無料
【主　催】中部実業団陸上競技連盟　
【共　催】中日新聞社
※新型コロナ感染拡大防止の観点から予定が
変更になる場合があります。ホームページ
等で最新の情報をご確認ください。

http://chubu.jita-trackfield.jp/

中部実業団陸上競技選手権大会 兼 多治見フェスティバル
第23回

昨シーズンの日本選手権と日本リーグの２冠を達成し、今年6月の全日本社会人選手権優勝の豊田
合成ブルーファルコンのホームゲームが開催されます。対戦相手はトヨタ自動車東日本レガロッソ。
チケット情報は日本ハンドボールリーグのホームページ等でご確認ください

日本ハンドボールリーグHP　https://japanhandballleague.jp/

【日にち】11月19日（土）　13：00試合開始
【場　所】感謝と挑戦のTYK体育館（多治見市大畑町2-150）
【主　催】日本ハンドボールリーグ

※新型コロナ感染拡大防止の観点から予定が
変更になる場合があります。ホームページ
等で最新の情報をご確認ください。

日本ハンドボールリーグ多治見大会

下記の期間、感謝と挑戦のTYK体育館は改修工事のため終日利用ができません。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

●第２競技場　令和４年11月25日（金）～令和5年1月3日（火）
●全館（競技場、トレーニング室、会議室等全て）　令和4年12月9日（金）～令和5年1月3日（火）

【問合せ】文化スポーツ課　☎22-1191

感謝と挑戦のTYK体育館　臨時休館のお知らせ
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秋の気配を感じながら陶彩の径を歩きませんか？神社巡りや西
浦庭園を拝観します。観光ボランティアによる説明もあります。
ウォーキングの後は、銀ぶら市で買い物も楽しめます。
【集合場所】多治見市役所本庁舎（日ノ出町2-15）

若一王子神社の紅葉が見ごろです。また、生田公園では逆さ
紅葉が楽しめます。三ッ池公園や坂上湧水公園など、自然豊
かな公園にも立ち寄ります。
【集合場所】星ケ台競技場 第７駐車場（星ケ台3-19）

不動明王の滝は高さ10m程あります。その上に不動明王の石
像が建っています。名水は昭和61年に岐阜県の名水に指定さ
れました。紅葉のきれいな山道を歩きます。
【集合場所】旭ケ丘運動広場（旭ケ丘10-6-83）

多治見市の文化財の保護・収集・調査・研究を行っている文
化財保護センターの学芸員さんの講話を聞いたり、美濃焼団
地通りの紅葉散策をしたりします。
【集合場所】旭ケ丘運動広場（旭ケ丘10-6-83）

パドルテニスは、アメリカ合衆国発祥で、テニスの縮小版ス
ポーツです。卓球のラケットを大きくしたような板状のパド
ルを用いて、バドミントンコート（テニスコートの１／３くら
いの大きさ）で行います。技術的にも簡単ですので、老若男女
を問わず、生涯スポーツに最適です。
【日にち】10月16日（日）
【時　間】開会式　9：30、競技時間　10：00～16：00
【場　所】感謝と挑戦の TYK 体育館　第１競技場
【参加資格】・多治見市在住、在勤または在学の方

・多治見市で活動するチームに所属している方
※中学生以上

【部　門】男女各一般、男女各シニア（男子60歳以上・女子55歳以上）
【参加費】500円（中学生200円）
【持ち物】室内用シューズ、パドルテニスラケット（貸出有）
【申込方法】電話・FAX・メールのいずれかで「住所、氏名、年齢、

性別、電話番号」をお伝えください
【申込締切】10月3日（月）
【申込・問合せ】岐阜県パドルテニス協会多治見支部

藤村　☎51-1500（FAX も同じ）
メール：m-i-fujimura@ob.aitai.ne.jp

【主　催】多治見市
【主　管】岐阜県パドル

テニス協会
多治見支部

市内の各区で競う野球大会を、３年ぶりに開催します。各
区のプライドがぶつかり合い、熱い戦いを繰り広げる野球の
お祭り。今年はどこが優勝するでしょうか？

【日にち】10月９日、16日、30日　すべて日曜日
【場　所】多治見市営球場、滝呂球場、笠原向島運動広場
【参加費】１チーム10,000円
【申込方法】	所定の参加申込書に必要事項を記入の上、参加

料を添えて下記申込先まで提出
※大会要項及び参加申込書は、多治見市スポーツ

協会のホームページよりダウンロード可能
【申込先】多治見市軟式野球連盟 事務局

〒507-0053 多治見市若松町 4-57
（センタースポーツ内）
☎22-2506（10：30～19：30／水曜定休）
担当：渡辺

【申込締切】9月15日（木）必着

【日　時】10月9日（日）
8：30～

【場　所】多治見市営球場

大会日程

開会式

第７回 多治見市民パドルテニス大会 第71回 
区対抗軟式野球大会「多治見市民野球祭」

▲2019年開催の様子

【時　間】9：30～11：30　※ニコニコ親子さんぽのみ 10：00～11：00
【対　象】どなたでも　※ペット同伴はご遠慮ください　　【定　員】制限なし　　【参加費】無料
【申込み】不要（当日直接お越しください）　　【持ち物】飲み物、帽子、タオル、マスク
【問合せ】多治見市保健センター　健康づくりグループ　☎23-5960

多治見市では市民が健康でいきいきと幸せに暮らすことができるまちを目指して、「たじみ健康ハッピープラン」を推進しています。
「食生活」「運動」「喫煙対策」を３本柱に、年代別の行動目標を掲げています。気軽にできるウォーキングから健康づくりを始めましょう。

秋の三社巡りと銀ぶら市（新羅神社・多度神社・北野神社） 文化財保護センターと美濃焼団地および卸センター散策

不動明王の滝と名水の碑を目指して 若一王子神社	生田コース

全コース
共通

みんなで楽しいウォーキング＆親子さんぽ

距離
3.7km

距離
6.4km

距離
6.0km

距離
4.0km

10/15（土）

11/23（水・祝）

11/7（月）

11/18（金）

小さな
お子さんと

一緒に歩
く♪ ニコニコ親子さんぽ

10/29（土）

どんぐりなど、秋らしいものを見つけながらお散歩しよう！
たくさん見つけられた子にはプレゼントもあるよ。
【集合場所】セラミックパーク MINO（多治見市東町4-2-5）秋を見つけよう！おさんぽ

保健センター 健康だより

ベビーカー
不可
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感謝と挑戦の TYK 体育館
☎22-4111　（火曜日休館）
多治見市大畑町2-150

問合せ
申込先

施設
ホームページ

イベントは
こちら

教室は
こちら

個人利用 第１競技場 第１競技場 第２競技場 第３競技場 第４競技場

9：00
トレーニング室
9：00～17：00

※ご利用状況により、
お待ちいただく場
合がございます
予めご了承くださ
い

※トレーニング室の
ご 利 用 に は「 ト
レ ー ニ ン グ 講 習
会」（500円）の
受講が必要です
高校生以上が利用
可能

卓球室
9：00～17：00

※上記時間帯に１回
１時間で申込可能

※当日先着順となり
ます

※ラケット・ボール
をお持ちください

（貸出はあります
が数に限りがあり
ます）

バドミントン
9：00～17：00

※上記時間帯に１回
１時間で申込可能

※当日先着順となり
ます

※ラケット・シャト
ルをお持ちくださ
い（貸出はありま
すが数に限りがあ
ります）

テニス教室
9：15～10：05

定員12人 
対象：ジュニア

卓球教室
9：15～10：15

定員20人
対象：小学生～大人

ヨガ
9：15～10：15

定員20人
対象：16歳以上

いきいき健康講座
9：15～10：15

定員20人
対象：16歳以上10：00

テニス教室
10：30～11：20

定員12人
対象：一般

バスケットボール教室
10：30～11：30

定員20人
対象：小１～小３

コーディネーション教室
10：30～11：30

定員15人
対象：年中～年長

バレエストレッチ
10：30～11：30

定員20人
　対象：16歳以上

11：00

12：00 バスケットボール教室
11：45～12：45

定員20人
対象：小４～小６

コーディネーション教室
11：45～12：45

定員15人
対象：小１～小４

はじめてのズンバ
11：45～12：45

定員20人
対象：16歳以上

13：00 テニス教室
13：00～13：50

定員６組
対象：親子

わくわく体育教室
13：00～14：00

定員15人
対象：幼児

はじめての
キックボクシングエクササイズ

13：00～14：00
定員20人　対象：16歳以上

14：00

テニス教室
14：15～15：05

定員12人
対象：ジュニア

わくわく体育教室
14：15～15：15

定員15人
対象：児童

らくらくシェイプ
14：15～15：15

定員20人
対象：16歳以上15：00

テニス教室
15：30～16：20

定員12人
対象：一般

16：00

17：00

※各教室、講座等は定員がございます。事前にご予約ください。

イベント
ふれあいダブルスバドミントン大会 藤井瑞希氏 バドミントン講習会 井上康生氏 柔道教室
初心者から経験者までみんなで試合を楽しみ
ましょう！

ロンドンオリンピック女子ダブルス銀メダリス
トから技術を学ぼう！

　　　　10月２日（日）9：00～13：00
　　　　感謝と挑戦のＴＹＫ体育館
　　　　小学生以上
　　　　全部門合計40組　※ジュニアの部は上限12組
　　　　2,000円（税込）／１組
　　　　9月1日（木）～　※詳細はお問合せください

日　時
場　所
対　象
定　員
参加費
申込み

　　　　10月２日（日）14：30～16：30
　　　　感謝と挑戦のＴＹＫ体育館
　　　　小学生以上　※経験者（中級以上）
　　　　60名
　　　　1,000円（税込）
　　　　9月1日（木）～　※詳細はお問合せください

日　時
場　所
対　象
定　員
参加費
申込み

　　　　11月12日（土）開催
　　　　感謝と挑戦の TYK 体育館
※詳細は決定次第ご案内

日　時
場　所

お子様からご高齢の方まで、みんなでスポーツが楽しめる１日です。
バドミントン・卓球・テニス・ヨガなど、いろんなスポーツが楽しめます。予約制のクラスもあるので今すぐ TEL ！

施設無料開放デー！ 参加費無料

速報！

9/19（月・祝）9：00～ 17：00
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星ケ台管理事務所
☎22-2564（受付時間 9：00～19：30）
多治見市星ケ台3-20

問合せ
申込先 施設案内

 イ ベ ン ト 参 加 者 募 集 中！！

グラウンドゴルフ、ディスクゴルフ、輪投げなど軽スポーツの無料
体験ができます。下記日時に直接星ケ台競技場にお越しください。
【日　時】9月17日（土）、11月12日（土）、12月17日（土）、

1月14日（土）、2月11日（土）、3月11日（土）
9：00～12：00　※雨天中止

【場　所】星ケ台競技場

多治見市にある５つの運動広場を無料で開放します！自身の
道具で運動するもよし！用意された道具で遊ぶもよし！下記
日時に直接曜日別の運動広場にお越しください。
【日　時】9月1日～10月31日　15：30～17：30（祝日除く）
【場　所】

【内　容】ホッピングや縄跳び、フラフープ、その他
軽スポーツなどを用意しています。グラ
ウンドゴルフは大人の方も楽しめます。

※雨天、グラウンド状況、他行事等により予告なく中止の場合があります
※団体で球技等に利用することはご遠慮ください

月 火 水 木 金
北丘 市之倉 脇之島 星ケ台 梅平

曜　日 コート クラス名 対　象 開催時間 担　当

木曜日 星ケ台第１
ステップアップ 初級～中上級 10：00 ～ 11：20

曽我ゲーム 初級～中上級 11：30 ～ 12：50
エンジョイナイター 初心～中　級 19：00 ～ 20：20

金曜日 脇之島 ステップアップ 初級～中上級 11：30 ～ 12：50 酒井
共　栄 エンジョイナイター 初心～中　級 19：00 ～ 20：20 曽我

曜日 コート クラス名 対　象 開催時間 担当
金曜日 共　栄 ジュニア 小学生 17：00 ～ 18：20 曽我

テニス大人クラス（中学生以上）

テニス子どもクラス（小学生以上）

正しい動きでグングン速くなる！人気のかけっこ
教室。体力テスト、運動会が楽しみに！
【日　時】11月12日（土）  ※雨天中止

①9：30～10：30　②11：00～12：00
※いずれかにご参加ください

【場　所】星ケ台競技場　【対　象】小学１～３年生
【定　員】10名／回（事前申込：各回先着10名）
【参加費】300円／人　　【指　導】名古屋学院大学 陸上部
【持ち物】	運動のできる服装、運動靴、飲み物、タオル、マスク等
【申　込】要　※QRコードまたはＵＲＬよりお申込み

ください 申込みはこちらから▶
　　　　　　　　　 ▼
https://forms.gle/Kye1Q9b6BtHK9EiS9

【問合せ】名古屋学院大学　瀬戸キャンパス
☎0561-42-0350　setosous@ngu.ac.jp

FC岐阜のスクールコーチとサッカーを楽しもう！
未経験者大歓迎！！
【日　時】9月23日（金・祝）10：00～12：00
【場　所】星ケ台競技場　※雨天中止
【対　象】小学校１～４年生
【参加費】無料　※定員になり次第締め切り
【申　込】要　下記問合せ先の窓口または電話で
【内　容】ボールフィーリング、ミニゲーム等

※内容は予告なく変更になる場合があります
【持ち物】運動のできる服装、飲み物、タオル等　※スパイク禁止

KGIテニス教室

名古屋学院大学かけっこ教室

運動広場無料開放！市民広場

FC岐阜サッカー教室！

リーズナブルにできるテニス教室！２ヶ月８回：8,800円（税込）
指導者はプロテニス協会認定で安心！
無料体験も随時受付中！お試しください！！　※おひとり様１回限り
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この秋～冬に市内各地で開催される健康講座のご案内です。個人やご家族でお気軽にご参加ください。
新型コロナウイルスの感染状況によっては中止になる可能性もあります。詳細は問合せ先に直接ご確認ください。

多治見の良さを再発見！季節の風景や
植物を探しながらゆっくり歩きます。

ラジオ体操、ひめちゃん健康体操、お
米体操など、みんなで楽しく体操しま
しょう。 遺跡を巡るウォーキングです。解説も

お楽しみに！【日　時】毎週月曜日
9：30～（15分程度）

【場　所】南姫公民館　大ホール
【対　象】どなたでも
【講　師】長野ますみ 氏
【参加費】無料
【持ち物】室内用シューズ、

飲み物、タオル
【申込み】不要
【問合せ】南姫公民館　☎29-4880

【日　時】10/2　日曜日
①10：00～11：00　②11：30～12：30
③13：00～14：00　④14：30～15：30

【場　所】市之倉公民館　大ホール
【対　象】どなたでも（小学生以下のみの参加不可）
【定　員】各回４組　　【参加費】１組１台　100円
【持ち物】室内用シューズ、飲み物、タオル、

あればラケット（無料貸出あり）
【申込み】受付中　　【問合せ】市之倉公民館　☎22-3776

【日　時】10/7、10/14、11/4、11/11、11/18、11/25
金曜日　全６回　13：30～15：30

【場　所】脇之島公民館　大ホール
【対　象】卓球初心者　　【定　員】10人
【講　師】奥 政利 氏
【参加費】2,700円（全６回指導つき）
【持ち物】室内用シューズ、飲み物、タオル、

あればラケット（無料貸出あり）
【申込み】受付中　　【問合せ】脇之島公民館　☎25-5611

【日　時】9/13、9/27、10/11、10/25、11/8、11/22
火曜日　全６回　13：30～14：45

【場　所】根本交流センター　遊戯室
【対　象】どなたでも　※託児希望の方は要問合せ
【定　員】20人
【講　師】神ノ川惟香子 氏（自力整体ナビゲーター）
【参加費】3,000円　　【持ち物】飲み物、タオル、ヨガマット
【申込み】受付中　　【問合せ】根本交流センター　☎27-5500

【日　時】10/3、10/17、11/7、11/21、12/5
月曜日　全５回　13：30～15：00

【場　所】精華交流センター　大ホール
【対　象】どなたでも
【講　師】阪井睦子 氏（３Ｂ体操指導者）
【参加費】2,500円
【持ち物】動きやすい服装、室内シューズ、

飲み物、ヨガマットまたはバス
タオル

【申込み】受付中　　【問合せ】精華交流センター　☎25-1533

南姫公民館

市之倉公民館

根本交流センター 精華交流センター

脇之島公民館

旭ケ丘公民館 小泉公民館

【日　時】9/9、10/7、11/18　金曜日
9：30～11：30

【場　所】	詳細はホームページ、または電
話でお問合せください

【対　象】どなたでも
【定　員】各20人
【参加費】各回200円
【持ち物】飲み物、タオル、帽子
【申込み】	各開催日前日の15：00までに

電話で
【問合せ】旭ケ丘公民館　☎27-6826

【日　時】11/26　土曜日　9：00集合
【集合場所】小泉公民館
【対　象】一般　　【定　員】20人程度
【協　力】小泉公民館活性化委員会
【参加費】300円
【持ち物】飲み物、タオル
【申込み】10/1（土）  9：00～窓口

 10：00～電話
【問合せ】小泉公民館　☎29-1377

ひめの朝時間 みんなで外にでかけよう！ 秋のウォーキング
「今渡街道東 野中才竹コース」

いちのくら卓球ひろば

自力整体でセルフケア さわやか体操♪　秋

はじめてみよう！やさしい卓球
大ホールで卓球を楽しんでいただけます。
ご家族やお友だちとお申込みください。

自分の体を自分自身でケアします。
人と比べず、頑張らず心地よさを感じ
ながら「自分の力」でゆがみを整え、
「自然治癒力」を高めましょう。

椅子に座ってできる運動など、無理なく楽しく体を動かし笑
顔でさわやかな１日を過ごしましょう！

卓球が初めての方、まだまだ経験が少ない方など初級者向け
の教室です。お気軽にご参加ください。
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笠原体育館
TEL	43-6285　FAX	43-6286
多治見市笠原町2072-5（9：00～21：00）

Instagram

@tajimi_sports

Facebook

TAJIMI.A.S.A

Twirrer

@tajimi_sports
問合せ
申込先

毎
月
恒
例
★
気
軽
に
楽
し
む

ス ポ ー ツ 教 室

年齢に関係なく楽しめるスポーツ、アーチェリー。的を射抜く爽快
感を味わおう！
【日　時】9/25、10/2、10/9、10/23、11/13　日曜日　全５回

10：00～12：00
【場　所】旭ケ丘弓道場
【定　員】10人
【対　象】小学５年生以上
【参加費】3,000円
【講　師】市アーチェリー協会
【持ち物】運動ができる服装、水分、タオル

※無料貸出用具あり

長なわとびで８の字跳びを跳べるようになろう！
最後は２本のなわを使ったダブルダッチを体験します。
【日　時】①10/22　②10/29　土曜日　9：30～10：30

※①、②からお選びください（いずれも内容は同じ）
※２回連続の受講も可能

（参加費は２回必要）
【場　所】笠原体育館第３競技場
【定　員】各回とも20人
【対　象】年長～小学６年生　【参加費】500円
【講　師】ダブルダッチスクールクローバー 

岩原豪 氏
【持ち物】室内シューズ、水分、タオル

鉄棒・跳び箱の練習ができます。
16：00～17：00は先生のアドバイスもあります。
【日　時】9/19、10/17、11/14　毎月第３月曜日（11月のみ第２月曜日）

15：00～18：00（講師は16：00～17：00）
【場　所】笠原体育館第３競技場
【対　象】小学６年生以下（３年生以下は保護者同伴）
【参加費】50円／１時間（大人の付添いは無料）

スポーツの指導者を目指す方を対象とした講習会です。
ブラッシュアップを目的とした現役指導者の受講も歓迎します。
【日　時】11/27　日曜日　　【時　間】9：00～14：15
【場　所】笠原体育館・笠原中央公民館
【対　象】スポーツ指導者、関心のある方
【参加費】900円（３講座分）

※１講座のみの受講も可（300円／講座）
【講　師】安藤貴通 氏
【持ち物】室内シューズ、運動のできる服装、水分、タオル
※前回（令和３年11月）受講された方は、今回と合わせることで多治見市スポーツ協会認定「スポーツリーダーバンク」に登録できます。
※今回初めて受講される方は、冬季に開催予定の第２回講習会と合わせて受講されることで多治見市スポーツ協会「スポーツリーダーバンク」に登録できます。

友達や親子で一緒に卓球を楽しみましょう。
13：00～15：00は先生のアドバイスもあります（先着順）。
【日　時】9/17、10/15、11/19　毎月第３土曜日

13：00～17：00（講師は13：00～15：00）
【場　所】笠原体育館第３競技場
【参加費】110円／１時間（高校生以下は50円）

スポーツの秋、テニスを親子で始めてみませんか？
親子の仲がより深まります。
【日　時】9/3～10/22　毎週土曜日　全８回　13：00～15：00
【場　所】向島テニスコート
【定　員】25組
【対　象】幼児～小学生の親子
【参加費】6,000円（１人追加2,000円）
【講　師】市テニス協会
【持ち物】運動ができる服装、

水分、タオル
※無料貸出ラケットあり

ストレス解消、ダイエットなど、さまざまな効果が期待できます。
【日　時】① 9 /19（月・祝）10：00～11：00（女性のみ）

② 9 /19（月・祝）11：30～12：30
③10/10（月・祝）10：00～11：00（女性のみ）
④10/10（月・祝）11：30～12：30
※①～④からお選びください（いずれも内容は同じ）
※複数回の受講も可能

【場　所】グラップリングシュートボクサーズ多治見
（多治見市本町3-76／ながせ通り商店街）

【定　員】各回とも10人　【対　象】中学生以上　①、③は女性のみ
【参加費】500円（１回あたり）
【講　師】梶田高裕 氏 【持ち物】運動のできる服装、水分、タオル

アーチェリー教室

長なわとびを極めてダブルダッチに挑戦しよう！

鉄棒・跳び箱の日

令和４年度　第 1 回スポーツ指導者養成講習会

卓球の日

秋季親子テニス教室

キックボクシングエクササイズ体験教室

９月１日（木）9：00より受付開始（電話及び窓口）

※本教室のみ

参加者募集

申込不要申込不要

好評
受付中

スポーツパフォーマンス
向上のためのストレング
ス＆コンディショニング

スポーツ障害予防の
ためのテーピング

アスリートのための
スポーツ栄養

講座３ 13：15～14：15講座２ 10：45～12：15講座１ 9：00～10：30

講義実技実技

イベントの様子は
　　　こちらから▶

イベントの様子は　
こちらから▶
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問合せ：元気なたじみ！うながっポーツの日 2022実行委員会事務局　☎ 43-6285（笠原体育館内）
主　催：多治見市
主　管：元気なたじみ！うながっポーツの日 2022実行委員会

子どもから大人まで

誰でも楽しめる一日
です！

うなが
っポーツの日

入場無料

☆みんなでリレーマラソン☆けんけんぱ！
☆スタンプラリー
☆一輪車体験
☆親子で体力測定
☆野球体験
☆モルック体験
☆あおぞらヨガ
☆チアダンス体験
☆鉄棒・跳び箱
その他にも多数予定！

コロナ感染状況によって開催が中止になる場合があります。
内容については変更となる場合があります。入場には入口での検温、健康チェックシートの提出が必要です。

秋といえば
これ…

申込不要

元気なたじみ！

10月15日（土）
9：00 ～ 13：00

星ケ台競技場
（雨天中止）

日　時

場　所
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