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ご覧ください！ 日頃の成果
　なぎなた、太極拳、フラダンス、チアなど日頃から練習を重ねている色々
な教室や自主グループが、１年間の成果を発表します。この日のためにがん
ばってきました。どうぞご覧ください。また体験会もたくさん開催します。
来て見て試して、お楽しみください！

荻窪体育館 〒167-0051 杉並区荻窪 3-47-2
 TEL   03-3220-3381      FAX  03-3220-3516  交通　ＪＲ・地下鉄丸ノ内線『荻窪駅』南口から徒歩７分1

ちびっこ集まれ！みんなで大運動会
　広いアリーナをところ狭しと走りまわってみ
ませんか !?
　１歳半～５歳の未就学児童と保護者の方々を
50組募集します。紅白玉入れ、マットででんぐり
返し、フラフープ潜りなどの障害物競走やバルー
ンで遊ぼう…などなど楽しい催しがいっぱいです。
　お父さん、お母さん、日頃の運動不足解消は
もちろん、思いっきり体を動かしながら、親子の
コミュニケーションを深めましょう！
　そのほか牛乳パックで作る『みんなで飛ばそうエコ・竹とんぼ』など楽しい企画を
ご用意しています。奮ってご参加、お待ちしています。

＊当日は、動きやすい服装でタオル・水分補給用の飲み物をお持ちになりお出かけください。（体育館では体育館シューズ、プールでは水泳帽が必要です。）

公益財団法人 杉並区スポーツ振興財団　〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南 1-14-2 みなみ阿佐ヶ谷ビル 8階　TEL.03-5305-6161　FAX.03-5305-6162　URL http://sports-suginami.org/
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会場 種　目 時　間 対　象 募集人数 申込方法

体
育
館

bjバスケットボール交流試合 8 :30～11:00 bj教室参加者 100名 ―
みんなでチャレンジ！ HIP HOP体験教室 11:00～12:00 小中学生・一般 50名 電話申込み
なぎなた デモンストレーション 12:00～12:20

一般区民
―

当日会場へ

太極拳　デモンストレーション 12:20～13:00 ―
フラダンス　デモンストレーション 13:00～13:30 ―
ちびっこ集まれ！ みんなで大運動会 13:30～14:50 未就学児 100名
京劇　デモンストレーション 14:50～15:15

一般区民

―
ソシアルダンス　デモンストレーション 15:15～15:45 ―
空手　デモンストレーション 15:45～16:15 ―
チアリーディング（ナミーズ）
デモンストレーション 16:15～16:30 ―

チアリーディング（ツイスターズ）
デモンストレーション 16:30～17:15 ―

卓球無料開放 18:00～21:00 100名

小
体
育
室

障がい者ユニカール体験教室 9 :00～11:00 障害のある方 30名
ビームライフル体験会 11:00～12:00 一般区民 20名 電話申込み
みんなで飛ばそうエコ・竹とんぼ 12:00～13:30 未就学児・小学生 20名 当日会場へ
気軽にフラメンコ体験会 13:30～15:00

一般区民

20名

電話申込み

美顔エクササイズ体験会 15:00～16:00 30名
ソシアルダンス体験会 16:00～18:00 20名
ピラティス体験会 18:00～19:00 20名
ルーシーダットン体験会 19:00～20:00 20名
ZUMBA体験会 20:00～21:00 20名

武
道
場

剣道　体験会＋無料開放 9 :00～11:00 30名

当日会場へ

カポエイラ体験会 11:00～12:30 50名
テコンドー体験会 12:30～14:30 30名
空手体験会 14:30～15:30 30名
太極拳（養生健康法）体験会 15:30～16:30 30名
スポーツチャンバラ体験会 16:30～17:50 30名
合気道体験会＆無料開放 18:00～21:00 50名

入口
コンコース ふるさと産直市 10:00～15:00 ― ―

※

参加
無料祝

▲ ちびっこ集まれ ! みんなで大運動会

▲ 障がい者ユニカール体験教室

※一部を除く

本誌はスポーツ振興くじ助成金を活用して制作しております

2012（平成24）年9月16日（日）  1



杉並第十小学校温水プール
〒166-0012 杉並区和田 3-55-49
 TEL   03-3318-8763     FAX  03-3318-8764

8
シンクロナイズドスイミングデモンストレーション＆体験
　今年の体育の日はちょっと特別です。水中での強
く美しい競技、シンクロナイズドスイミングが杉並第
十小学校にやってきます。エキシビション（アクアク
ラブ調布シンクロチーム・Jr 選手による）は間近で
見ることのできる希少なチャンスです。お誘いあわせ
の上ぜひプールサイドまでお越しください。
　また、体験教室では音楽に合わせて楽しく泳ぎましょ
う。泳ぎに自信のある方・興味のある方はふるってご参
加ください。プールがこれまで以上に楽しくなります。

高井戸温水プール9
　高井戸温水プールでは、終日無料公開を行います。
　サブプールにおいてアクアビクス教室や水中
ウォーキング教室等の水中運動の体験教室に加え、
定期開催しております各種水泳教室の体験教室を実
施いたします。また、25m プールにて通常公開時
は使用できないフィン（足ひれ）コースを設置いた
します。お子様向けのイベントも開催予定です。
　なお、イベントの開催時間等につきましては10月1日以降に高井戸温水プール総合
受付までお問い合わせください。

　今年度は区制 80 周年記念イベントとして、「80 周年記念フットサル大会」。
25 ｍ、50 ｍを 80 秒ピッタリでウォーキングまたは、スイムで挑戦する「プー
ルでチャレンジ 80 秒」。杉並区に関連したクイズを解きながら、施設を探検す
る「ウォーキングクイズ」を開催 ! !
　温水プール、トレーニングルームは終日無料開放します。その他にも、各施
設にて子どもから大人まで無料で参加できる、様々なスポーツイベントを開催

〒168-0072 杉並区高井戸東 3-7-5
 TEL　03-3331-7841 

上井草スポーツセンター10 〒167-0023 杉並区上井草 3-34-1
 TEL　03-3390-5707
  FAX　03-3395-3702

● 西武新宿線『上井草駅』から徒歩 5 分　　● JR 中央線『阿佐ヶ谷駅』南口から西武バス『長久保』行き『上井草駅』下車徒歩 5 分 
●  JR 中央線・地下鉄丸ノ内線『荻窪駅』北口から西武バス『上井草保健センター循環』行き 『上井草スポーツセンター』下車徒歩 3 分 
●  JR 中央線・地下鉄丸ノ内線『荻窪駅』北口から 西武バス『石神井公園（上井草駅経由）』 または『長久保』行き『上井草駅』下車徒歩 5 分 
●  JR 中央線『西荻窪駅』から関東バス『井荻駅』行き 『農芸高校』下車徒歩 8 分

種　目 時　間 対　象 募集人数
体育館

チアリーディング 13：00～14：30 ①チアリーディング初心者　②チアリーディング経験者
※①、②共に年中～中学生 各30名

ダブルダッチ ①14：30～15：25 
②15：35～16：30

①5、6歳と小学1、2年生　②小学2～6年生 
※①、②共に保護者の方も参加可 各25名

申込方法 ● 9月21日（金）から9月30日（日）までに電話または直接同センターへ　（０３-３３９０-５７０７）　　　　　
　　　　     ※10月1日以降、定員に空きがある場合は区外の方も申し込み可

小体育室
チャレンジ｢鉄棒・跳箱｣ 小学生編 10：00～10：30 小学生 10名
チャレンジ｢鉄棒・跳箱｣ 幼児編 14：15～14：45 4歳～未就学児 10名
親子でバレトン 11：00～11：45 小・中学生以上とその保護者 25組
ピラティス 12：00～12：45 16歳以上 50名
バレトン 13：00～13：45 16歳以上 50名
リンパマッサージ&骨盤エクササイズ 15：30～16：15 16歳以上 50名
ブレスレッスン 16：30～17：15 16歳以上 50名
申込方法 ● 9月21日（金）から9月30日（日）までに電話または直接同センターへ　（０３-３３９０-５７０７）　　　　　
　　　　  　※10月1日以降、定員に空きがある場合は区外の方も申し込み可

テニスコート
はじめてテニス教室 9：30～10：50 16歳以上 10名
初級・初中級テニス教室 11：00～12：20 16歳以上 10名
中級テニス教室 13：00～14：20 16歳以上 10名
中上級・上級テニス教室 14：40～16：00 16歳以上 10名
申込方法 ● 9月21日（金）から9月30日（日）までに電話または直接同センターへ　（０３-３３９０-５７０７）　　　　　
　　　　     ※10月1日以降、定員に空きがある場合は区外の方も申し込み可

プール
のびのび水中運動 9：25～ 9：50 60歳以上 15名
ファイティングアクア 10：00～10：30 16歳以上 15名
親子水遊び 10：15～10：45 未就学児と保護者 ―
ゆったり水中ストレッチ 11：00～11：30 16歳以上 15名
かんたんアクアビクス 12：00～12：30 16歳以上 15名
親子水遊び 12：15～12：45 未就学児と保護者 ―
ぴよぴよ親子で水中運動 13：00～13：30 2歳半～4歳児とその保護者 15組(30名)
４泳法　ワンポイントアドバイス 14：00～14：40 16歳以上 15名
①チャレンジ「クロール呼吸」 
②チャレンジ「平泳ぎのキック」 15：00～15：40 小学生以上で面かぶりクロールで７ｍ以上泳げる方 各8名

申込方法 ● 当日、 直接プールへ、 各教室開始時刻より30分前から受付開始、 プールサイドにて先着順
体育館

体力測定・体組成測定 10：00～12：00 
13：00～16：00 16歳以上 ―

肩こり腰痛予防ストレッチ 10：30～11：00 16歳以上 20名
バランスボール 11：30～12：00 16歳以上 15名
申込方法 ● 当日、 直接会場へ　※定員があるものは、いずれも先着順です。

種　目 時　間 対　象 募集人数
体育館

初心者ピラティス 13：30～14：00 16歳以上 ２０名
障がい者教室  フライングディスク 10:00～11:30 どなたでも　※一般の方も参加可 ―
申込方法 ● 当日、 直接会場へ　※定員があるものは、いずれも先着順です。

トレーニングルーム
初めてのトレーニング 9：00～20：50 15歳以上 (中学生を除く) ―
申込方法 ● 当日、 直接会場へ　※時間内自由参加

弓道場
弓道体験会 13：00～16：00 小学3年生以上 ―
申込方法 ● 当日、 直接会場へ　※時間内自由参加

１階オープンスペース
バルーンパフォーマンス 11：00～16：00 ― ―

ゲートボール場小運動場
ゲートボール体験会 9：00～12：00 4歳～大人の方まで ―
ニュースポーツ体験会「ユニホック」 14：00～15：15 どなたでも ―
ニュースポーツ体験会「ペタンク」 15：30～16：45 どなたでも ―
申込方法 ● 当日、 直接会場へ　※時間内自由参加

野球場
サッカーイベント
※親子サッカー教室も行います／ＦＣ東京

※詳細は、 同センターへお問い合わせください。 
（０３－３３９０－５７０７）

ハンドボール体験会
協力：杉並文化スポーツサポーターズクラブ
親子野球教室／上井草ベースボールアカデミー
協力：シミズオクトベースボールアカデミー

その他
プール・トレーニングルーム終日無料開放 当日、直接会場へ　※時間内自由参加

テニスコート終日無料開放 テニスコートは往復はがきにてお申し込みください。 
※申し込み詳細は9月19日までに同センターへお問い合わせください。

区制80周年記念プログラム
杉並区制80周年記念ウォーキングクイズ 9：30～16：30 どなたでも ―
杉並区制80周年記念プールで
チャレンジ80秒 16：00～16：55 25ｍ以上泳げる方、 又はプールで安全に歩ける方 ―

申込方法 ● 当日、直接プールへ
杉並区制80周年記念
フットサル大会 18：00～21：00 30歳以上の方(必ず女性が1名出場することかつ

20代の方1名まで登録可）1チーム10名まで
40名 

(6チーム)
申込方法 ● 9月21日（金）から9月30日（日）までに電話または直接同センターへ　（０３-３３９０-５７０７）
　 お申込みの際は、参加者全てのお名前・性別・年齢・電話番号をお知らせください。
　 対　象：杉並区内で活動しているチーム　　※ 10月1日以降、定員に空きがある場合は区外活動チームの方も申し込み可 

します。
（イベントごとに申し込み方法や参加資格
が異なりますのでご注意ください）
　皆さまのご来館をお待ちしております。

 交通  
 地下鉄丸ノ内線 『東高円寺駅』 から徒歩２分

種　目 時　間 対　象 募集人数 申込方法
プール

ウォーキング 10:00～11:00 一般区民 30名
電話申込み

アクアビクス 11:00～12:00 一般区民 30名
監視員によるAED公開救助デモンストレーション 12:00～12:30 ― ―

当日会場へ
シンクロナイズドスイミングデモンストレーション 13:00～13:30 ― ―

シンクロナイズドスイミング　体験 13:30～15:00 小学5年生以上で50ｍ
以上泳げる方 20名

電話申込みビデオによるワンポイントレッスン 15:20～16:00 一般区民 20名
タイムトライアル 16:00～16:30 一般区民 20名
フィン体験・ヌードル体験 16:30～17:00 一般区民 20名

当日会場へ
無料開放 ① 9 :00～13:00

② 15:00～20:50 一般区民 ―

幼児用プール

ちびっこ集まれすべり台 ① 10:00～12:00
② 14:00～15:00 未就学児 ― 当日会場へ

１Ｆロビー
保健センター　血圧・体組成計測定コーナー

10:00～15:00
― ―

当日会場へ
クッキーの販売（アゲイン） ― ―

Ｂ１ドライエリア
ヨーヨー釣り 10:00～15:00 ― ― 当日会場へ

種　目 対　象 定　員 参加方法
25m プール

フィン専用コース 25m 以上泳げる方 希望者 当日会場へ
サブプール

体験①エクササイズ（アクアビクス）

16 歳以上

30 名

当日、プールサイドで受付 
開始時刻から先着順で締め
切り
受付は教室開始15分前か
ら行います

体験②エクササイズ
（水中ウォーキング & ストレッチ） 30 名

リラクゼーションヌードル 15 名
体験③初心者水泳 20 名
体験④レディース 20 名

体験⑤親子水泳 未就学児
（4 歳～ 6 歳と保護者） 10 組 20 名

体験⑥小学生水泳 小学生 20 名
子供向け水中イベント① 未就学児は、保護者同伴 20 名
子供向け水中イベント② 小学生 20 名

交
通

 交通　 ●京王井の頭線『高井戸駅』から徒歩 3 分
  ● JR・地下鉄丸ノ内線『荻窪駅』南口から関東バス『芦

花公園駅入口（荻54）』・『給田（荻57）』行き『高井
戸駅』下車徒歩 2 分

▲ シンクロナイズドスイミングエキシビション
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高円寺体育館

永福体育館

大宮前体育館

〒166-0003 杉並区高円寺南 2-36-31
 TEL   03-3312-0313 
 FAX   03-3312-0312

〒168-0064 杉並区永福 3-51-17
 TEL   03-3328-3146
 FAX   03-3328-3155

ニュースポーツ体験！ ミニテニス ＆ バウンドテニス ＆ インディアカ
　高円寺体育館では、昨年に引き続き３種目のニュースポーツ体験を行います。「ミニテニス」は小さ
なテニスラケットと小さなビーチボールを使いバドミントンコートと同じ広さのコートでプレイします。
「バウンドテニス」は細長いコートで柔らかなゴムボールをテンポよく打ち合う体育館でできるテニス。
「インディアカ」は赤い羽根がついたボールをバレーボールのように手で打ち合うスポーツです。どれ
も初めての方、また小学生から高齢者の方まで広く楽しんでいただけるスポーツです。この機会にぜ
ひ３種目とも体験してみてください！

フェンシングデモンストレーション＆体験会＆無料開放
　互いに向き合った 2 人の選手により、細長い演台あるいはピストの上で、繊細かつスピー
ディーに行われるフェンシング。日本は北京につづきロンドンオリンピックでもメダルを獲得し、
注目を集め関心が高まっています。そのためフェンシングのルールなどをご存知の方も多いので
はないでしょうか。この機会に、実際にマスクとジャケット、グローブを付けて剣を握ってみま
せんか。子どもから大人の方まで、フェンシングの楽しさを知っていただきたいと思います。
　ぜひ遊びにきてください！お待ちしています。

 交通　
   地下鉄丸ノ内線『東高円寺駅』 から
 徒歩５分

〒168-0081 杉並区宮前 2-11-11
 TEL   03-3334-4618
 FAX   03-3334-2063

 交通 
ＪＲ・地下鉄丸ノ内線『荻窪駅』南口から関東バス『宮前
三丁目（荻 60）』 行き 10分『宮前公園』下車徒歩１分

 交通　
  京王井の頭線『西永福駅』 から徒歩５分

スポーツ・イベント＆ご招待！
杉並区の

杉並区区制施行８０周年を記念して「杉並区８０周年まつり」を開催します。
❶  親子でスポーツデビュー（13日10：30～15：30・14日10：30～14：30）
 やわらかいフリスビーで的を射抜くディスゲッター・フラフープを使ったジャンボ輪投げ
❷  ラジオ体操（14日10：00～10：25）
 スポーツ祭東京 2013（東京国体）のマスコット「ゆりーと」と一緒にラジオ
体操＆「ゆりーとダンス」

❸  桃井原っぱ公園に歩いて行こう(14日 )
 ◇楽しくウォーキングできる特製まち歩きマップ配布（11：00～12：00）
 　JR荻窪駅・西荻窪駅、西武新宿線上井草駅にて
 ◇ガイド付きウォーキング（各コース11：30～と12：00～の2回 各回定員20名）
　　   コース①…JR荻窪駅北口～産業拠点と旧跡巡り　神社・博物館・人気ビストロまで
　　　 コース②…JR西荻窪駅北口～自遊ゆうゆう散歩　今に息づくレトロに会いに行こう
　　　 コース③…西武新宿線上井草駅南口～歩いて気づく歴史と文化　世界的アニメの誕生地から
問合せ：❶・❷はスポーツ振興課　TEL 3312-2111（区代表）
　　  ❸は社会教育センター　TEL 3317-6621まで

400mトラックの中に芝生のサッカーコートがある大きな運動広場が
誕生します！

お子さんから高齢の方まで楽しめるイベントをたくさん用意しています。
また、キッチンカー・町会などから模擬店が多数出店します。

参加費無料

まだまだあるよ！

プ
ロ
グ
ラ
ム

▲

10/27 土17：00キックオフ！     会場 : 味の素スタジアム
FC東京「AJINOMOTO Day」にご招待！

東京ヴェルディ杉並サンクスマッチ▲

10/21 日16：00キックオフ！　 会場 : 味の素スタジアム

済美山運動場オープン記念  大運動会▲

9/30日 開会宣言 12：00～  会場 : 都立済美山運動広場
 (杉並区堀ノ内１-１５)

10：00～ 16：00
杉並区８０周年まつりin桃井原っぱ公園▲

10/13 土
　　  14 日 10：00～ 15：00

地域大運動会

●大玉ころがし（定員 100名） ●済美小学校児童によるバトントワラー
●大宮小学校児童によるダンス ●パン食い競争（定員300名）
●障害物競争（定員 100名） ●○×クイズ（自由参加）
※定員のあるプログラムはいずれも先着順です。

時　間：１４：00 ～16：00　   申　込：当日直接会場へ（13：40受付開始）
集合時間・場所：競技開始20分前から。サッカーコート内
問合せ：地域課高円寺地域活動係  TEL 3317-6561

９１年東京国際女子マラソンで優勝した谷川真理さんに、正しい走り
方を習って美しいフォームで楽しく走りましょう。

財団ホームページからダウンロード又は、区体育施設（上井草スポーツセ
ンターは除く）にある「特別チケット引換えカード」に必要事項を記入して、
当日味の素スタジアムメインゲート左のチケット引換所へお持ちください。

参加費無料谷川真理 ランニングクリニック

区内在住の小学生親子ペア、 200 組（400名）を無料でご招待します。

栃木 SC戦に特別価格でご招待！

時　間：12：45 ～13：40
対　象：区内在住・在勤・在学の方 　　申　込：当日直接会場へ
集合時間・場所：11：30から。トラック内パラソル下
問合せ：（公財）杉並区スポーツ振興財団  TEL 3312-2111（区代表）

電車…… 東京メトロ丸の内線方南町駅から徒歩１０分
バス…… 京王井の頭線永福町駅北口から京王バス（宿 33）「大宮八幡入口」下車徒歩10分
※駐車場はありません。自転車での来場は可能です。

都立済美山運動場アクセス

　  ホーム自由席

ホーム自由席

Vシート（ホーム側）

小学生：無料／中高生・65歳以上：３００円／大人：１,０００円
小学生：１００円／中高生・65歳以上：５００円／大人：１,５００円

観戦をご希望の方

申込方法

コンサドーレ札幌戦にご招待。
親子でFC東京を応援しよう！

往復ハガキに「AJINOMOTO Dayご招待」と明記の上
①〒住所　②親子2名の氏名（フリガナ）　③お子さんの学年　④電話番号を書いて、
９月２４日（必着）までにお申し込みください。応募多数の場合は抽選となります。

（公財）杉並区スポーツ振興財団
〒166-0004  杉並区阿佐谷南 1-14-2 みなみ阿佐ヶ谷ビル8階
TEL  ３３１２－２１１１（区代表）

宛先：

会場 : 桃井原っぱ公園
（杉並区桃井 3-8-1）

せい   び  やま

会　場 種　目 時　間 対　象 募集人数 申込方法

体育室

体力測定・保健所相談コーナー
10:00～12:00

一般区民
150名

当日会場へ

スポーツデビュー
ラジオ体操 12:30～13:10 30名
HIPHOPダンス体験教室 13:10～14:00 30名
チアリーディング

（専修大学附属高等学校） 14:00～15:00 ― ―

護身術体験教室 15:00～16:00
一般区民

30名
セパタクロー（明治大学）体験教室 16:00～17:00 30名
バドミントン無料開放 17:30～21:00 ―

駐車場
フリーマーケット・産直野菜
和菓子（永福青柳）・
パン（PukuPuku)販売

10:00～15:00 ― ―

会　場 種　目 時　間 対　象 募集人数 申込方法

体育室

ファミリー体操教室 9 :00～10:30 4～6歳児と保護者 20組

電話・FAX受付
小学生のミニ運動会 10:30～12:00 小学生 40名
ニュースポーツ体験
　①インディアカ　
　②バウンドテニス　 ③ミニテニス

12:00～13:30 小学生～大人 30名

阿波おどりデモストレーション 13:30～13:45 ― ― 当日会場へ

小体育室

健康体操 9 :00～10:30

一般区民

20名 電話・ＦＡＸ受付
スポーツ吹き矢 10:30～13:00 30名

当日会場へ
阿波おどり体験教室 14:00～15:00 40名
ボディーワーク体験 19:30～21:00 20名 電話・ＦＡＸ受付

エントランスホール パン販売 10:00～15:00 ― ― 当日会場へ

会　場 種　目 時　間 対　象 募集人数 申込方法

体育室

インディアカ交流試合 9 :00～11:00 中学生以上
（チームも可） 50名 電話・ＦＡＸ・財団ホームページ・当日の窓口

フラダンス発表会 11:00～12:00 「はじめて  フラ教室」
受講生によるデモンストレーション ― ―

ママさんバレーボール大会 12:00～15:30 女性（一般区民）チームも可 40名

電話・ＦＡＸ・財団ホームページ・当日の窓口
ソフトバレーボール交流会 15:30～19:00 16歳以上・チームも可 100名
フェンシングデモンストレーション・教室

19:00～21:00 一般区民 30名
フェンシング無料開放

庭

子ども向けヨーヨー釣り・シャボン玉 10:00～15:00
（物品がなくなり次第終了）

小学3年まで 200名 ―わなげ・かたぬき・ぬりえ

折紙教室　 ①11:00～12:00
②13:00～14:00

トラストガーデン 
杉並宮前 元気にイス体操！ 10:30～11:30 70歳以上

（医師の制限を受けていない方） 10名 往復ハガキ・電話

 

HIPHOP ダンス体験教室
　HIPHOP ミュージックに合わせて踊る、型にとらわれない「なんでもあり」の自由なダンスで
す。経験・性別・年齢に関係なく、子どもから大人まで参加 OK。
　アップとダウンのリズムにのせて、身体を大きく使って踊ります。様々なステップがあります
が、これといったルールはなく、色々なダンスの要素が取り入れられていてとても楽しめます。
元気いっぱい、パワー溢れる aya 先生と一緒に、広い体育館で音楽に合わせて思いっきり楽しく
身体を動かしましょう。
　「音楽好き！」「身体を動かすのが好きな人！」集まれ！

▲ スポーツデビュー  わなげ

▲ ニュースポーツ体験  バウンドテニス

財団・高円寺純情商店街杯
フットサル大会

対象：一般区民
募集：8 チーム

  参加費用：1 チーム ¥5,000

追加募集中

10/8  14:00～20:00

2012（平成24）年9月16日（日）  3

（公財）杉並区スポーツ振興財団ホームページ　URL  http://sports-suginami.org/



妙正寺体育館4

 交通　
 ●京王線『桜上水駅』 から徒歩８分
 ● 京王井の頭線『西永福駅』 から

徒歩 10 分

 交通　
●    西武新宿線『井荻駅』 から徒歩 10 分
●    JR・地下鉄丸ノ内線『荻窪駅』 北口から

関東バス『下井草駅（荻 10）』行き 10
分『妙正寺池』下車徒歩２分

 交通　
  ●   京王井の頭線『永福町駅』 から関東・京王バス
  『新高円寺駅（新 02）』 または『高円寺駅（高 45）』

行き 10 分『都立和田堀公園』下車徒歩１分 
 ●    丸ノ内線『新高円寺駅』 から関東・京王バス

『永福町駅（新 02）（高 45）』行き 10 分『都立
和田堀公園』下車徒歩１分 

〒167-0033 杉並区清水 3-20-12
 TEL   03-3399-4224
 FAX   03-3399-4210 7

高円寺体育館

永福体育館

大宮前体育館
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ニュースポーツ体験！ ミニテニス ＆ バウンドテニス ＆ インディアカ
　高円寺体育館では、昨年に引き続き３種目のニュースポーツ体験を行います。「ミニテニス」は小さ
なテニスラケットと小さなビーチボールを使いバドミントンコートと同じ広さのコートでプレイします。
「バウンドテニス」は細長いコートで柔らかなゴムボールをテンポよく打ち合う体育館でできるテニス。
「インディアカ」は赤い羽根がついたボールをバレーボールのように手で打ち合うスポーツです。どれ
も初めての方、また小学生から高齢者の方まで広く楽しんでいただけるスポーツです。この機会にぜ
ひ３種目とも体験してみてください！

フェンシングデモンストレーション＆体験会＆無料開放
　互いに向き合った 2 人の選手により、細長い演台あるいはピストの上で、繊細かつスピー
ディーに行われるフェンシング。日本は北京につづきロンドンオリンピックでもメダルを獲得し、
注目を集め関心が高まっています。そのためフェンシングのルールなどをご存知の方も多いので
はないでしょうか。この機会に、実際にマスクとジャケット、グローブを付けて剣を握ってみま
せんか。子どもから大人の方まで、フェンシングの楽しさを知っていただきたいと思います。
　ぜひ遊びにきてください！お待ちしています。
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会　場 種　目 時　間 対　象 募集人数 申込方法

体育室

ユニークダンス 9 :00～ 9 :40 知的障がい者・車いすの方・
どなたでも 30名 当日会場へ

知的障がい者バスケットボール教室 9 :45～12:00 知的障がい者 30名 往復ハガキ・FAX

財団杯バスケットボール大会 12:30～21:00 16歳以上の在住・在勤・在学の
方が2名以上含まれるチーム 混合12チーム 詳細は同体育館へお問合せください

庭球場

ジュニア硬式テニス入門教室 Bコート 9 :00～12:00 小学生 30名

往復ハガキ
ワンポイントレッスン（初級者） Aコート 9 :00～10:20 中学生以上の

区内在住・在勤・在学の方 15名

ワンポイントレッスン（中級者） Aコート 10:40～12:00 中学生以上の
区内在住・在勤・在学の方 15名

ダブルス交流大会（男女混合チーム） 12:30～17:30 中学生以上の
区内在住・在勤・在学の男女 16チーム

下高井戸運動場 〒168-0073 杉並区下高井戸 3-26-1
 TEL   03-5374-6191
 FAX   03-5374-6193

『ブラインドサッカー』をご存知ですか？
　視覚障がい者と健常者が一緒にプレイするサッカーのことです。アイマスクを付けた４人のフィー
ルドプレーヤーと晴眼者のゴールキーパーがピッチでプレイします。
　攻撃する側のゴール裏で指示を出す ｢コーラー｣ と呼ばれる人が、瞬時に的確な指示を出してプ
レーヤーをガイドします。ボールには特殊な鈴が入っていて「シャカシャカ」と音がします。この

「ブラインドサッカー体験」で、視野に頼らない時いかに他の感覚を使うか、どのようなコミュニケー
ションでボールを蹴ることができるのか…そんな日常では出来ない体験をしてみませんか？

会　場 種　目 時　間 対　象 募集人数 申込方法

運動場

全面 ヴェルディ　サッカーフェスティバル 9 :00～12:00 区内小学生 150名 往復ハガキ
A 面 ブラインドサッカー体験 10:00～12:00 一般区民 50名 当日会場へ
A 面 チアリーディング　デモンストレーション 11:45～12:00 ― ― 当日会場へ

全面 ジャイアンツアカデミー野球教室 12:30～14:30 区内小学生とその保護者　 
　チーム参加10チーム

親子50組 
10チーム 往復ハガキ

Ａ面 ファミリーラクロス体験教室
15:00～17:00

一般区民・親子 50名 当日会場へ

B 面 チャレンジスポーツ3種
（かけっこ･ハードル･フライングディスク) 区内小学生50名 50名 往復ハガキ

全面 個人フットサルナイト 18:00～21:00 一般区民 40名
当日会場へ

地元野菜・小千谷市物産・植木販売
9 :00～17:00

― ―

「本をください」プロジェクト いらなくなった本を寄付してください。（どんな本でも大丈夫です）
集まった本は「陸前高田市に図書館をつくる」プロジェクトと「ブラインドサッカー」のために使われます。

ユニークダンス
　「ユニークダンス」…聞きなれない言葉ですが、妙正寺体育館では今年初めて開催します。
ユニークダンスは何らかの障がいをお持ちの方と、そうでない方がペアを組んで踊るダンスです。
障がいの箇所や程度によって工夫をしながらダンスを楽しみます。簡単なステップなので、どな
たでもすぐに踊ることができます。これまで体育の日に荻窪体育館、高円寺体育館で開催され、
大勢の方に参加していただきました。生バンドのジャズ演奏に合わせて、思い思いのステップで
笑顔のユニークダンスを楽しんでみましょう！ダンスの得意な方、苦手な方、初めての方、どな
たでも大丈夫です。運動不足の方もぜひどうぞ。

松ノ木運動場 〒166-0014 杉並区松ノ木 1-3-22
 TEL   03-3311-7410
 FAX   03-3311-4420

親子野球教室＆親子で楽しむテニス（無料・貸切）
　小学１年～３年生とその保護者の方で参加していただく「親子野球教室」を開催します。
　今年のコンセプトは「野球を楽しむ」。元プロ野球選手で、杉並区でも野球塾を運営されている
若林憲一さんが、投げる、捕るはもちろんのこと、ティーバッティングを中心に野球の技術だけ
ではなく、野球の楽しさを教えてくれます。この機会にぜひ親子で「楽しい野球」を体験してく
ださい。またテニスコートでは、今年も年に一度の「親子で楽しむテニス（無料貸切）」を行いま
す。1 組 1 時間半の貸切です。ご希望の時間帯をご記入の上、ふるってご応募ください。

会　場 種　目 時　間 対　象 募集人数 申込方法

野球場
元プロ野球選手若林憲一に学ぶ親子野球教室 9 :00～11:00 小学1～3年生の初心者と

その保護者 50組100名 往復ハガキに参加者名（親子）も記載

地域少年野球交流試合 11:00～19:00 小学生・中学生 8チーム ―
成人野球チーム練習試合（無料・貸切） 19:00～21:00 勤労者・大学生 1組（2チーム） 往復ハガキにチーム名（相手方を含む）、代表者名も記載

人工芝コート 中学生硬式テニス交流会 9 :00～14:30 中学生 6～8チーム ―

親子で楽しむテニス（無料・貸切）

9 :00～21:00

小・中学生とその保護者

22枠 往復ハガキに種目、参加者名、希望コート、希望時間帯 
（第3希望まで記載）も記載
〈時間帯〉
① 9：00～10：30　　②10：30～12：00
③12：00～13：30　　④13：30～15：00
⑤15：00～16：30　　⑥16：30～18：00
⑦18：00～19：30　　⑧19：30～21：00

クレーコート 9 :00～21:00 16枠

調節池庭球場 9 :00～16:30 5枠

壁打ち場
（5番・6番裏） 無料開放 9 :00～11:00 一般区民 ― 先着順、15分交代制
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会　場 種　目 時　間 対　象 募集人数 申込方法

体育室

体力測定・保健所相談コーナー
10:00～12:00

一般区民
150名

当日会場へ

スポーツデビュー
ラジオ体操 12:30～13:10 30名
HIPHOPダンス体験教室 13:10～14:00 30名
チアリーディング

（専修大学附属高等学校） 14:00～15:00 ― ―

護身術体験教室 15:00～16:00
一般区民

30名
セパタクロー（明治大学）体験教室 16:00～17:00 30名
バドミントン無料開放 17:30～21:00 ―

駐車場
フリーマーケット・産直野菜
和菓子（永福青柳）・
パン（PukuPuku)販売

10:00～15:00 ― ―

会　場 種　目 時　間 対　象 募集人数 申込方法

体育室

ファミリー体操教室 9 :00～10:30 4～6歳児と保護者 20組

電話・FAX受付
小学生のミニ運動会 10:30～12:00 小学生 40名
ニュースポーツ体験
　①インディアカ　
　②バウンドテニス　 ③ミニテニス

12:00～13:30 小学生～大人 30名

阿波おどりデモストレーション 13:30～13:45 ― ― 当日会場へ

小体育室

健康体操 9 :00～10:30

一般区民

20名 電話・ＦＡＸ受付
スポーツ吹き矢 10:30～13:00 30名

当日会場へ
阿波おどり体験教室 14:00～15:00 40名
ボディーワーク体験 19:30～21:00 20名 電話・ＦＡＸ受付

エントランスホール パン販売 10:00～15:00 ― ― 当日会場へ

会　場 種　目 時　間 対　象 募集人数 申込方法

体育室

インディアカ交流試合 9 :00～11:00 中学生以上
（チームも可） 50名 電話・ＦＡＸ・財団ホームページ・当日の窓口

フラダンス発表会 11:00～12:00 「はじめて  フラ教室」
受講生によるデモンストレーション ― ―

ママさんバレーボール大会 12:00～15:30 女性（一般区民）チームも可 40名

電話・ＦＡＸ・財団ホームページ・当日の窓口
ソフトバレーボール交流会 15:30～19:00 16歳以上・チームも可 100名
フェンシングデモンストレーション・教室

19:00～21:00 一般区民 30名
フェンシング無料開放

庭

子ども向けヨーヨー釣り・シャボン玉 10:00～15:00
（物品がなくなり次第終了）

小学3年まで 200名 ―わなげ・かたぬき・ぬりえ

折紙教室　 ①11:00～12:00
②13:00～14:00

トラストガーデン 
杉並宮前 元気にイス体操！ 10:30～11:30 70歳以上

（医師の制限を受けていない方） 10名 往復ハガキ・電話

 

HIPHOP ダンス体験教室
　HIPHOP ミュージックに合わせて踊る、型にとらわれない「なんでもあり」の自由なダンスで
す。経験・性別・年齢に関係なく、子どもから大人まで参加 OK。
　アップとダウンのリズムにのせて、身体を大きく使って踊ります。様々なステップがあります
が、これといったルールはなく、色々なダンスの要素が取り入れられていてとても楽しめます。
元気いっぱい、パワー溢れる aya 先生と一緒に、広い体育館で音楽に合わせて思いっきり楽しく
身体を動かしましょう。
　「音楽好き！」「身体を動かすのが好きな人！」集まれ！

▲ ファミリーラクロス体験教室

▲ 杉並区役所音楽部
　 リズムティーストの生演奏
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「My Sportsすぎなみ」に広告を掲載しませんか？　TEL.03-5305-6161


