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☆スポーツ体験フェスティバル

☆イベント情報

☆笠体・多治見市だより

☆スポ少・スポ推だより
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☆TYK体育館だより

☆屋外体育施設だより・インフォメーション

☆市内公民館だより

☆スポーツ教室

C o n t e n t s

発　行
多治見市スポーツ協会
〒507-0901

多治見市笠原町2072-5
笠原体育館内

　（0572）43-6285☎

多治見市スポーツ協会

●多治見市スポーツ協会　事務局
〒507-0901 笠原町2072-5　☎43-6285

問合せ・申込先

◆場所：笠原体育館・笠原中央公民館前広場
◆開催種目（予定）
   野球・サッカー・柔道・空手・セグウェイ体験・
   工作体験 etc
　※その他キッチンカーなどが出店予定で
　　イベントを盛り上げてくれます

◎前回は残念ながら中止となってしまったあの大人気イベントが
今年もやってきます！新型コロナウイルスが蔓延する昨今の状況を
踏まえて、万全の対策をして開催を予定しております。
相次ぐイベント中止の中、今年唯一のイベント開催をお楽しみに☆

参加費
無料
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得意なスポーツとの出会い・・・
この出会いを大切に☆

日時：4月5日～5月31日　毎週月曜日　全8回（5/3休み） 10：00～12：00
場所：多治見パークレーンズ（大畑町）
定員：２０名　講師：安達寿人氏（プロボウラー）　
持ち物：水分・タオル・運動ができる服装

☆リピーター続出の大人気テニス教室です。女性限定で気軽に参加できます。
日時：4月7日～6月2日　毎週水曜日
       全8回（5/5は休み）10：00～12：00
場所：星ケ台第1テニスコート 定員：30名　講師：市テニス協会
持ち物：水分・タオル・運動ができる服装 （※無料貸出ラケットあり）

春のスポーツ教室

多治見市スポーツ協会の
情報はインターネットでも
お知らせしています

https://www.facebook.
com/TAJIMI.A.S.A/

https://www.
tajimi-taikyo.jp/

https://twitter.com/
tajimi_sports

問合せ・申込先問合せ・申込先 笠原体育館　９：００～２１：００　☎４３－６２８５　        ４３－６２８６
〒５０７－０９０１　笠原町２０７２－５

スポーツ協会のHP Facebook Twitter

3/１（月）申込開始
元気100倍！

満足度120% 春のスポーツ教室案内

初心者大歓迎！
春のレディーステニス教室（一般女性）

日時：第1回　4月17日～6月12日  毎週土曜日  13：00～15：00  全8回（5/1休み）
　　 第2回　6月19日～8月  7日  毎週土曜日  19：00～21：00  全8回
場所：旭ヶ丘弓道場　定員：10人　講師：市弓道連盟
持ち物：動きやすい服装、靴下、マスク、水分、タオル
　　　　※無料貸し出し道具あり

申込締切：第1回：4月4日（日）　第2回：6月6日（日）

弓道教室（中学生～一般）

参加費

4，０００円

参加費
８，０００円
※貸靴・教材費込

☆初心者の方は、弓道の基本と動作を習得し、的に向かって矢を放つまで、やさしく指導します。

☆生活習慣病の予防と改善にいかがですか！？初心者の方でもお気軽に！

日時：4月3日～5月22日　毎週土曜日　全8回 13：00～15：00
場所：向島テニスコート　定員：0０名
講師：市テニス協会
持ち物：水分・タオル・運動ができる服装 （※無料貸出ラケットあり）

親子の絆を深めよう！
春の親子テニス教室（幼児～小学生親子）
☆休日に親子でテニス。一緒にボールを追いかけるしあわせ味わいませんか！？

※中学生は市内在住者で保護者が同伴できる者に限る。保護者は一緒に
　受講するか、教室中は弓道場内に待機できる方に限る

3月７日（日）開催！
10：00～15：00

参加費

4,000円

いきいき健康ボウリング教室（一般男女）

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、掲載する全てのイベントにつきましてそれぞれ延期、または中止することがございます。
詳しくはホームページにてご確認ください。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

参加費
1組6，０００円
（1人追加ごとに
+2,000円）
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★笠原体育館だより★

★多治見市だより★

笠原体育館では現在の新型コロナウイルス感染拡大防止を徹底
して対策しております。さまざまな場所で非接触型のアイテムを
使用し、徹底的に人と人との接触を避けるよう心掛けております。

感謝と挑戦のTYK体育館では、老朽化した移動式
バスケットゴール1セットを令和2年度日本スポーツ
振興くじ助成金を受けて更新しました。
感謝と挑戦のTYK体育館をぜひご利用ください！

水道が自動水栓に変わりました
（自動ハンドソープディスペンサーも
設置）

受付前・トレーニング室などに自動
手指消毒器を設置

トレーニング室にはウイルス除去
大型空気清浄機を2台設置

第3弾

toto助成金でTYK体育館
バスケットゴール改修

主に腹筋を鍛える
アブドミナルクランチ

種目協会主催教室の紹介★スポーツ協会だより★
主に大胸筋（胸の筋肉）を鍛える

チェストプレス

指導者・
保護者向け

令和３年度

ジュニアアスリートのスポーツ障害と予防

指導のレベルアップを
目指したい・・・あなたへ

◆日　時：５月１６日（日）８：３０～
◆場　所：感謝と挑戦のＴＹＫ体育館
　　　　 （総合体育館）

陸上・サッカー・軟式野球・バスケットボール・バドミントン
体操・剣道・空手道・柔道・弓道・テニス・ソフトテニス
ソフトボール・バレーボール・卓球・アーチェリー・射撃
ハンドボール・ボクシング・インディアカ　etc
◆場　所：多治見市内運動施設にて各競技順次開催

生涯スポーツ基礎セミナー

ジュニア選手のケガについて悩ましい指導者の
皆さん、お子さんのケガについて悩みのある
親御さん、そんな皆さんにピッタリの講習会です

今年度はコロナ禍により各種目団体も思うよう
に活動が出来ず苦慮されていますが、少しでも
育成等出来ることに、力を注いでいただいてい
ます。まだ少し先が見えない状況ですが、今後も
市民の健康及び競技力向上に努めていきます。

【多治見市スポーツ協会】

◆日　時：３月１０日（水） １９：００～２０：３０
◆場　所：笠原中央公民館 アザレアホール
◆定　員：１００人
◆対　象：スポーツに携わる指導者、
              保護者または興味のある方
◆参加費：無料
◆申込先：笠原体育館　☎43-6285

多治見市スポーツ協会

防衛医科大学卒業後、県立多治見病院での
勤務を経て、平成17年うすい整形外科を開院。
スポーツドクターとして日々患者さんの診察にあたっている。

総合開会式

開催予定種目（２１種目）※種目は変更の場合あり

講師：臼井 秀樹 氏（うすい整形外科院長）
講師プロフィール

要項は
4/1より
ダウンロード

市内在住・在勤・在学の方なら
誰でも参加できます。

テニス協会（秋のレディーステニス教室） 卓球協会（初級卓球教室）

コロナ対策徹底中！

トレーニングマシン
を2台リニューアル

！

3 2

笠体・多治見市だより イベント情報



【 問合せ 】スポーツ推進委員会事務局　小島　☎（４３）６２８５

多治見市スポーツ推進委員

スポ少だよりスポ少だより

【 問合せ 】スポーツ少年団事務局　熊谷　☎（４３）６２８５（笠原体育館内）

スポ推だよりスポ推だより私たちが運動の場を
作るお手伝いをします

スポ少・スポ推だより

フロッカー
軽スポーツ紹介 フロッカーは体育館などのフロアで行うカーリングで、木製ストーンを

使用し、目標ストーンへいかに近づけられるかを競うペタンクなどと
おなじ目標接触型のゲームです。

　昨年の12月29日～31日に明治神宮野球場、横浜スタジアムで
開催された「NPB12球団ジュニアトーナメント KONAMI  
CUP2020」に、滝呂スポーツ少年団所属の谷口泰（たい）君が、中日
ドラゴンズジュニアのメンバーとして出場しました。同トーナメント
では決勝戦まで勝ち進みましたが、惜しくも東京ヤクルトスワローズジュニアに0-4で敗戦。準優勝しました。
　谷口君は、「最初は緊張していたけど、徐々にチームワークができてきて、練習試合での負けは２回だけでほとんど勝つ
ことができました。その中で僕はホームランを７本打ちました。監督、コーチの指導があったおかげだと思っています。本大
会の試合は、他のチームもとてもレベルは高かったですが、相手にリードを許しても全体に勝つという気合いと気持ちが
あったからこそ準優勝という結果が残せたと思います。この３ヶ月間、とても恵まれた環境で野球をやらせてもらったこと
に感謝したいです」と試合を振り返り、スポ少の後輩たちには「ドラゴンズジュニアへの参加を優しく送り出してくれて
ありがとう。そして応援してくれてありがとう。みんなのおかげで準優勝できました。この先みんなも野球を続けていくと思
うけど、今こうやって野球ができていることに感謝の気持ちを忘れずに、全力でこれからも野球を楽しんでください。将来、
どこかでまた一緒に野球ができることを楽しみにしています。これからもお互い頑張ろう！」とメッセージを送りました。
一緒に野球をしよう！新年度からの団員を募集します。

谷口 泰君（滝呂スポ少）が谷口 泰君（滝呂スポ少）が
プロ野球12球団ジュニアの

日本一決定戦に出場！
プロ野球12球団ジュニアの

日本一決定戦に出場！

（感謝と挑戦のTYK体育館）感謝と挑戦のコース型教室

問合せ・申込先問合せ・申込先 22－4108☎22－4111 感謝と挑戦のＴＹＫ体育館　大畑町２-１５０
（休館日：毎週火曜日・年末年始）　受付時間　9：00～21：00

参 加 者 募 集 中 ！！
※各教室の1回
　体験もできます！

お と な

こども

▲市長表敬訪問の様子

多治見市スポーツ推進委員 加藤

教室名 曜日 時間帯 内　容 定員 受講料（税込）

対　　　象：おとな教室：高校生以上　こども教室：上記内容参照　　※祝日等で休講になる場合は料金が変更する場合有。
申　　　込：継続申込者：優先受付期間（前月の1週目から2週目末）までにお申込ください。優先受付期間後は先着順。
　　　　　 新規申込者：継続者の優先受付期間終了後随時受付致します。

ジュニアダンス

キッズダンス

19：00～20：00
（小４～高３）
17：40～18：30
（年長～小３）
16：30～17：20
（幼保育園児）
17：30～18：20
（小学生）　

16：30～17：30
（年中～小2）
17：45～18：45
（小3～小6）

木

木

金

20名

15名

各15名

教室名 曜日 時間帯 内　容 定員

2ヶ月８回　6,400円

2ヶ月８回　6,400円

1ヶ月3回　4,400円

受講料（税込）

キッズチア教室

16：30～17：30
（年中～小2）
17：45～18：45
（小3～小6）

月

キレイになるヨガ 10：00～11：00 10名 2ヶ月8回　6,400円体軸を中心として上下左右に筋肉と関節を伸ばし、身体全体を調整して
いきます。柔軟性や姿勢を改善し向上していきます。月

バレエストレッチ 10：30～11：30 15名 2ヶ月6回　4,800円

バレエの要素を多く取り入れたストレッチと軽い筋力トレーニングのプ
ログラムです。バレエの動きは姿勢を正して、インナーマッスルに働きか
けるのでしなやかで、伸びやかな筋肉を作り上げ美しい姿勢になること
が期待できます。

水

13：10～14：10
14：30～15：30

8名
8名

肩こり・腰痛・膝痛予防を目的とした運動を楽しく行います。運動の強さ
は自身の体力に合わせて調整できるので、だれでも安心して参加できます。ボディコンディショニング 水

エアロビクス 14：20～15：20 15名 2ヶ月8回　4,400円足腰に負担の少ないローインパクトの動きで構成し、脂肪燃焼やカロ
リー消費を目的としたエアロビクスクラスです。水

美ボディ・エクサイズ 15：30～16：30 15名 2ヶ月8回　4,400円身体の歪みなどを整えて体幹を強化し、肩こり・腰痛などの不快感を軽
減しています。またウェストの引き締めにも効果が期待できます！水

ヨガ 10：00～11：00 15名 2ヶ月8回　6,400円体軸を中心として上下左右に筋肉と関節を伸ばし、身体全体を調整して
いきます。柔軟性や姿勢を改善し向上していきます。

木

ダンスグルーブ 11：15～12：15 15名 2ヶ月8回　6,400円
ヒップホップやラテン・サルサなどさまざまなダンスの要素を盛り込んだ
有酸素運動です。ノリのいい音楽に合わせて楽しく踊りながらシェイプ
アップを目指します。動きは簡単なので初めてでも安心して参加できます。

木

らくらくシェイプ 15：20～16：20 15名 2ヶ月8回　4,400円
簡単で大きく動くエアロビクスダンスを基本に、しっかり有酸素運動を
行い脂肪燃焼を図るシェイプアップクラスです。初めての方でも安心し
て参加できます。

木

バレエエクササイズ 10：30～11：30 10名 2ヶ月8回　4,400円エクササイズにバレエの要素を取り込み、バレエの動きがインナーマッ
スルを鍛え、姿勢改善や代謝アップにつながる運動を行います。金

コアトレーニング
（都度参加） 13：20～13：50 13名 300円/1回バランスボールを使用し、身体の中心部「コア」を鍛えます。運動強度は

少し高めで、しっかりターゲット部位に利かせた運動を行います。木

各20名

１ヶ月　4,950円

１ヶ月　4,950円

音楽に合わせたリズムトレーニングやステップを通したダンススキルを
高めた指導を行います。リズム感に満ちた全身運動は、身体能力を向上
させ、表現力やコミュニケーション能力も身につけることを目指していき
ます。

音楽に合わせて楽しくダンスを踊るのに加え、柔軟性・体幹筋力をつけなが
らダンススキルを身に付けてまいります。（ダンス経験者がおすすめです。）

音楽に合わせて楽しくダンスを踊り、ダンスの基礎を学びながらリズム感・協調性を養う
ことを目標にしています。柔軟性・体力も身につけながら、お友達と楽しく踊りましょう♪

鉄棒、マット、とび箱や、多種多様な運動遊びを通して数多くの運動を体
験します。楽しく安全に指導を行います。自らすすんで運動しようとする
運動好きな子どもになることをねらいとしています。

わくわく体育教室 金

2ヶ月8回　4,400円
2ヶ月8回　4,400円

いきいき健康講座 11：30～12：30 10名いつまでも自分のことは自分でできる身体でいるために「健康長寿」に
欠かせない筋力を養う運動を行います。

月 1ヶ月4回　3,200円

ターゲットストーン（緑色）1個
フロッカーストーン（赤色・黄色）各3個

用具

ゲームの進め方

●先攻チームはターゲットストーンを投球する
●先攻チームからターゲットストーンに近づけるようにフロッカーストーン
　を投球し、続いて後攻チームがフロッカーストーンを投球する
●1投終わった時点でターゲットストーンから遠いチームが次に投球する
●相手のストーンより近づくまで続けて投げる
●一方のストーンがなくなった場合はもう一方の
　チームは手持ちのストーンがなくなるまで投げる
●次のセットでは先攻後攻を入れ替える

多治見市ではフロッカーをはじめ
様々な軽スポーツ用具の貸し出しを
しています。各校区のスポーツ推進
委員に気軽にお問い合わせください。

毎クール申込手続きをお願いします。（電話・FAXでの受付不可） 
申込者数が少ない場合、教室を閉鎖させていただく場合がございます。予めご了承ください。休館日（火曜日）は、受付しておりません。
申込後の種目、コース変更はできません。また申込後の受講料の還付はいたしかねます。教室をお休みされた場合も受講料の還付はいたしかねます。
※定員枠が既にいっぱいの教室にはお申込できませんので予めご了承ください。
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クラブインフォメーション

歩き方で変わる？！
元気になるウォーキング

日　時：4/4（日）9：30～11：00
場　所：ふれあいセンター姫駐車場
対　象：どなたでも
講　師：MPC（南姫振興委員会）
参加費：無料
持ち物：動きやすい服装、飲み物、タオル
申込み：不要
　　　  時間までに集合場所へ
　　　  お越しください。
問合せ：南姫公民館 ☎29-4880

南姫公民館

☆今より10歳若返ると言われるインター
バル速歩を、みんなで一緒に楽しみま
せんか？

ひめの朝時間

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

☆コロナに負けない体力づくりに、
楽しい体操の習慣はいかが？

☆椅子に座ってできる体操を一緒におこないます。
市之倉元気アップひろば
市之倉公民館

日　時：毎月第２水曜日・第４月曜日
　　　  10：00～11：00
場　所：市之倉公民館　大ホール
対　象：どなたでも　
参加費：無料
持ち物：室内用シューズ、飲み物、タオル、マスク
申込み：不要
問合せ：市之倉公民館 ☎22-3776

みんなでラジオ体操

日　時：第1週目を除く毎週金曜日
　　　  9：30～9：45
場　所：脇之島公民館　大ホール
対　象：どなたでも
講　師：深尾由美氏（多治見市ラジオ体操連盟）
参加費：無料
持ち物：室内用シューズ、飲み物
申込み：不要
問合せ：脇之島公民館 ☎25-5611

☆ラジオ体操（みんなの体操、ラジオ体操第１・
第2）の正しい動きの指導を受けながらしっ
かりと運動をします。短時間でも継続するこ
とで、健康づくりの効果が実感できます。

脇之島公民館

ラジオ体操で楽しいひとときを

日　時：毎週月曜日～木曜日
　　　  ①9：20～　②9：40～（入替制）
　　　  8：00の時点で警報が発令されて
　　　  いる日はお休み
場　所：旭ケ丘公民館 大ホール
対　象：どなたでも　
参加費：無料　申込み：不要
問合せ：旭ケ丘公民館
           ☎27-6826

旭ケ丘公民館

☆毎日の習慣にラジオ体操はとてもおススメ！
筋力をつけると介護予防にもなりますよ。

勤労者センター

バランス「力」アップ！
健康太極拳講座

日　時：3/20、3/27土曜日　全2回
　　　  10：00～11：30
会　場：勤労者センター　
対　象：成人　定　員：15人　
講　師：荒木真奈美氏　参加費：600円
持ち物：動きやすい服装、飲み物、タオル、靴
申込み：受付中
問合せ：勤労者センター（幸町1-54）
           ☎29-2283

☆どなたでもできる太極拳の体験講座
です。身体、呼吸、心を整え、リラックス
してみましょう。

申 込 要　E-mail : setosous@ngu.ac.jp

問 合 せ 名古屋学院大学 瀬戸キャンパス
TEL.0561-42-0350

令和3年3月13日(土) ※雨天中止
①9:15～10:15　②10:45～11:45
※いずれかにご参加ください。

開 催 日 時

小学1年生～3年生対 　 　 象

300円/人参 加 料

名古屋学院大学　陸上部指 導

持 ち 物 運動のできる服装、運動靴、飲み物、
タオル、マスク等

10人/回　(各回先着１０人)定 員

星ケ台競技場場 　 所

問合せ・申込先問合せ・申込先 星ケ台管理事務所　☎２２－２５６４ E-mail  info-hoshigadai@kk-giken.jp

正しい動きでグングン早くなる! かけっこ教室

市内公民館健康だより
この春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。
新型コロナウィ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。

参加費無料
申込み不要

元気なまち多治見
みんなで楽しいウォーキング

5.0km

6.0km

5.5km

3.6km

5.0km

4.0km

3.0km

2時間

2時間

2時間30分

1時間

1時間40分

2時間

2時間

3/27（土）

4/10（土）

4/13（火）

4/24（土）

5/8（土）

5/17（月）

5/23（日）

日にち

姫川沿いポールウォーキング

根本名刹コース

市之倉おりべの森からどんぐりの森を歩く

星ケ台競技場から冒険公園

旭ヶ丘から高根山ミニ登山

文化財保護センターと美濃焼センター

池田町寺社巡り

コース名

南姫公民館

根本22区民館

市之倉運動広場

星ケ台競技場第2駐車場

旭ヶ丘運動公園

西坂町第1集会所

永泉寺駐車場

集合場所 距離 所要時間

全コースとも集合時間は9：30　雨天中止（中止の問い合わせは当日8：30～）
【持ち物】飲み物・帽子・タオル・マスク・年間パスポート（3月のみ、あれば）

小泉オアシスカレッジ2021

バランスボールで体幹を鍛えよう

日　時：4/5，4/19、5/17、5/31、6/7、6/21
           月曜日　6回　13：30～15：00
場　所：小泉公民館　研修室（大）
対　象：中高年　定　員：12人
講　師：太田志名子氏
参加費：1,800円
持ち物：動きやすい服装、飲み物、室内シューズ
           バランスボール（ご自身でご用意ください）
申込み：受付中
問合せ：小泉公民館 ☎29-1377

小泉公民館

☆バランス感覚を鍛えるにはバランスボール
が一番！さあ、はじめてみましょう！

☆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！

さわやか体操♪

日　時：4/19、5/17、5/31、6/21、7/5
　　　　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　定　員：30人
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、室内用シューズ、飲み物
申込み：受付中
問合せ：精華交流センター ☎25-1533

精華交流センター

マスク着用で
ご参加ください。

平日　☎23-5960
土・日・祝日 ☎22-1111（中止の問い合わせのみ）

【問合せ】多治見市保健センター

多治見市陸上競技協会多治見走友

主な活動日時：毎週水曜日／17時～19時　毎週土曜日／9時～12時
主な活動場所：星ケ台競技場
連絡先：会　長　高木貴行　☎090-2137-4686　
　　　 理事長　西垣幸司　☎090-1416-5712

県をはじめ東濃地区の各種大会にて
日ごろの練習成果を発揮するととも
に、県や東濃地区、多治見市の各種
陸上競技会運営に協力し、陸上競技
発展に寄与していただける方の加入
をお待ちしております。

多治見市柔道協会

多治見ジュニアテニスクラブ

柔道の基本理念「精力
善用」柔道に打ち込
み、練習を行うことに
より、世の中に役立つ
ことを目標としていま
す。 柔道教室は随時
開催しています。

多治見市テニス協会は
多くの子どもたちに硬式
テニスを楽しんでいただける
ようクラブを運営しています。
無料体験できますので気軽
にお越しください。

チ ー ム 生 募 集 中 で す ！私たちと一緒に汗を流しませんか！？

主な活動日時：毎週月、水、金　19:00～21:00
主な活動場所：TYK体育館　第3競技場
連絡先：田辺　☎ 090-6576-0395
　　　　　    　 atsuhiro5611@gmail.com

主な活動日時：毎週土曜日　　８時～１１時
主な活動場所：星ケ台第１テニスコート
連絡先：西尾正文　☎ 090-6241-0620

大会情報
期　日 場　所大会名 期　日 場　所大会名

4月10日（土）

5月1日（土）

陸上：岐阜県春季大会

陸上：多治見市総合体育大会＋県マスターズ大会

星ケ台競技場

星ケ台競技場

5月10日（月）

5月16日（日）

陸上教室

多治見市総合体育大会　総合開会式

星ケ台競技場

クラブPR クラブPR

感謝と挑戦の
TYK体育館

各地で大会開催！見に行きませんか！？

体力テスト、
運動会が
楽しみに !

件名に「かけっこ教室申込」、本文に希望時間「①」又は「②」又は
「どちらでも」を入力の上、送信してください。追って書類をメール
添付にてお送りします。
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各公民館だより 屋外体育施設だより
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