FITNESS and SPORTS

季刊誌プライム ２０１７秋号
日増しに秋の深まりを感じる季節。
スポーツに親しみ健康と体力を高めませんか。

特集
県民スポーツの日

ふれあいスポーツ
その他のトピックス
短期教室等のご案内
10.11.12 月の行事予定
施設便り
県民総合運動公園：公園の守人
県立総合体育館特定保健指導のメリット
藤崎台野球場：全早慶野球戦
射撃場：ライフル棟の復旧
など

みどり通信
【指定管理施設】
熊本県民総合運動公園
陸上競技場
パークドーム熊本

熊本県立総合体育館

熊本県スポーツ振興事業団・ミズノグループ

藤崎台県営野球場

熊本県総合射撃場

〒861-8012
熊本市東区平山町 2776 番地 陸上競技場 内
TEL：096-380-0782 FAX：096-389-7280
http://www.kspa.or.jp E-mail：kkwing@kspa.or.jp

県民スポーツの日

ふれあいスポーツ
平成 2９年 10 月 9 日（月）開催

熊本県立総合体育館

ＴＥＬ：096-356-1233

ニュースポーツ体験
場所 １F ロビー

場所 芝生広場（雨天中止）

時間 10：00〜12：00

時間 10：00〜12：00

13：00〜16：00

申込 当日受付

申込 当日受付
※済生会熊本病院の講師による健康相談や、食事

県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」
（主催：熊本県教育委員会）

の栄養バランスがチェックできる SAT 栄養体

自由遊び

各施設で様々なイベントを開催しますので、ぜひご来場、ご参加ください。

験を実施します。

場所 キッズルーム

熊本県民総合運動公園

ＴＥＬ：096-380-0782

時間 9：３0〜16：00
申込 当日受付
※就学前の子ども対象（要保護者同伴）

アクアフィットネス

【ホークスキッズベースボールスクール体験会】

【ヘキサスロン体験教室】
場所 ちびっこ広場

場所 いこいの広場（雨天時は体育館）

時間 13：00〜14：00（3〜6 歳）

時間 10：30〜12：00（午前の部）

14：30〜15：30（小学 1〜3 年生）

定員 40 名
申込 当日受付（先着順）

定員 30 名
申込 当日受付※施設利用料必要

ワンポイント泳法指導

内臓脂肪測定

13：00〜14：30（午後の部）

20 名（小学 1〜3 年生）
申込 当日受付

申込 事前予約（先着順）

時間 1５：０0〜1５：30

※定員に空きがあれば当日参加可

「走る」
「跳ぶ」
「投げる」の運動の基本動作を身につけます。

元プロ野球選手による直接指導が受けられるスクールで、

お気軽にご参加ください。

初心者も大歓迎！お気軽にご参加ください。

※運動の出来る服装でご参加ください。

※運動の出来る服装、グローブ持参でご参加ください。

場所 元気体力測定室

定員 10 名程度
申込 当日受付※施設利用料必要

エアロビックダンス

13：00〜16：00
定員 30 名程度
※（株）ソノらぼ
協力のもと、超音波計測

・内臓脂肪測定
500 円
・内臓・皮下脂肪等測定
1,000 円

により腹部の脂肪厚や筋肉厚を測定します。

時間 10：30〜11：15

ＴＥＬ：096-388-2180

有料プログラム

時間 10：00〜12：00

申込 当日受付

場所 元気体力測定室
定員 30 名
申込 当日受付※施設利用料必要

【体組成測定】

定員 10 名
申込 事前予約（前日締切）

時間 10：00〜16：00（9：30 から整理券配布）

※九州大学協力のもと、超音波筋量計測装置に
より大腿部の筋横断面積（筋量）を計測します。

場所 室内温水プール

時間 10：00〜17：00

場所 元気体力測定室

時間 10：00〜10：45

定員 各 30 名（5 歳〜小学 2 年生）

場所 体組成測定室

超音波筋量測定（足腰年齢測定）

場所 室内温水プール

定員 20 名（3〜6 歳）

パークドーム熊本

健康相談

ランニングフォーム診断体験
場所 前庭

リラックスアロマストレッチ

有料プログラム
測定料金 850 円

時間 10：00〜16：00（1 名 20 分程度）

場所 元気体力測定室

定員 18 名

時間 13：30〜14：00

申込 事前予約（先着順）
※高校生以上対象

定員 30 名
申込 当日受付※施設利用料必要

専用マーカーを装着して走るだけ！

【水中エクササイズ】
場所 室内温水プール

【オリジナルキーホルダー製作体験会】

時間 11：15〜12：00

からだ測定（フィジオン）

場所 パークドーム正面玄関前

時間 10：00〜16：00

申込 当日受付

時間 10：00〜1６：00

定員 ３0 名

定員 70 組（5 歳〜小学生 ※要保護者同伴）

申込 事前予約（前日締切）

申込 当日受付
※30 分毎 10 組づつ実施します。

場所 多目的室
時間 13：30〜14：15
定員 25 名
申込 当日受付

青いトラックが目印です。

場所 元気体力測定室

定員 20 名

【かんたんストレッチ】

ランニングフォームを項目別にチェックします。

野球バット端材やグラブの残革を使用し、オリジナル
キーホルダーを製作する体験会です。

熊本県総合射撃場
ＴＥＬ：096-288-8805

有料プログラム
測定料金 8５0 円

ビームライフル射撃体験
場所 ビームライフル射撃場
時間 10：00〜1５：00
申込 当日受付
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公園受付
TEL：096-380-7599
ﾒｲﾝﾃﾆｽｺｰﾄ TEL：096-389-2870

熊本県民総合運動公園
陸上競技場(えがお健康スタジアム)・補助競技場

TEL：096-380-0782
月

行

事

名

施設名

日

日

10月

1日

フットボールデー

補助競技場

7〜9日

7日

熊本マスターズ陸上競技選手権大会

陸上競技場

8・15日

9日

県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」

陸上競技場・補助競技場

14日

第43回熊日学童オリンピック（陸上競技）

陸上競技場・補助競技場

15日

第3回熊本県長距離記録会

陸上競技場・補助競技場

21日

第37回熊本市小体連陸上競技大会

9日

11月

12月

陸上競技場

27日

平成29年度熊本県消防職員駅伝大会

陸上競技場・補助競技場

29日

秋季熊本陸上競技記録会

陸上競技場・補助競技場

第69回熊本県高等学校駅伝大会
第31回熊本県高等学校女子駅伝大会

陸上競技場・補助競技場

4日

軟式野球場A・B
ソフトボール場A・B

第38回熊本市小・中学生軟式野球大会
九州学生アメリカンフットボール連盟秋季大会

スポーツ広場
テニスコートA・B
メインテニスコート
スポーツ広場
A多目的グラウンド

県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」

平成29年度西日本小学生ソフトテニス選手権大会

スポーツ広場
メインテニスコート

11月 4・11・18日 第97回全国高等学校ラグビー選手権熊本県予選大会
4・5・11・
12・18・
19・24〜26
日
11・12・
18・19日
9・10・16・
17日

18日

第70回熊本市中長距離陸上選手権大会

陸上競技場

23日

第6回熊日リレーマラソン

25日

JFAユニクロサッカーキッズIN熊本

陸上競技場

2日

第17回RKK学童駅伝大会

陸上競技場

9日

熊本県長距離記録会

陸上競技場・補助競技場

月

日

日本陸連U-16九州ブロック合宿

陸上競技場・補助競技場

10月

9日

12月

23日

スポーツ広場
A・C多目的グラウンド
スポーツ広場（25日）

全日本少年サッカー熊本県大会

軟式野球場A・B
ソフトボール場A・B

第18回武蔵ヶ丘旗争奪学童軟式野球大会
第8回日本プロ野球OBクラブ杯熊本県中学生軟式野球
大会

軟式野球場A・B

熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会

テニスコートB

陸上競技場・補助競技場

パークドーム熊本

ロアッソ熊本 ホームゲーム
月

日

行

10月

1日

2017 J2 第35節 ｖｓ 愛媛FC

11月

メインテニスコート

27〜28日

陸上競技場

22日

施設名

第97回全国高等学校ラグビー選手権熊本県予選大会

全国高校サッカー選手権熊本大会 準決勝

事

名

21・28日

12日

26〜28日

事

7・8・14・
平成29年度熊本県高等学校テニス新人大会
15日

月

10月

行

名

2017 J2 第38節 ｖｓ 徳島ヴォルティス

28日

2017 J2 第39節 ｖｓ V・ファーレン長崎

11日

2017 J2 第41節 ｖｓ ツエーゲン金沢

主催者

11月
12月

行

事

名

県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」（フットサル競技）

14日

平成29年度熊本県人権子ども集会

15日

熊日学童オリンピックソフトテニス競技

21・22日

熊日学童オリンピックテニス競技

28・29日

第11回平成29年度西日本小学生ソフトテニス選手権大会

18・19日

第21回熊本県中学生新人テニス選手権大会（団体戦）

30日
(株)アスリートクラブ熊本
〒862-0954
熊本市中央区神水３丁目
10-10 片岡ビル
TEL：096-283-1200

TEL：096-388-2180

9日

第13回Nツアーふれあいグラウンド・ゴルフ九州大会IN熊本
全国高等学校ゲートボール選手権大会（ﾘﾚｰｼｮﾝ3）

10・11日

第47回九州高校新人ソフトテニス大会兼第43回全日本高等学校ソフトテニス大
会九州地区予選会

26・27日

九州ジュニア選抜インドア大会（ソフトテニス競技）

28日

平成29年度第12回尚絅杯女子ソフトテニス大会
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あなたのお住まいの地域に総合型地域スポーツクラブはありますか？
総合型地域スポーツクラブとは？

どんな活動をしているの？

全国・県内のクラブ数って？

各地域の特色や課題等に合わせて
子どもから高齢者まで、様々な
プログラムが行われています。
また、年に 1 回、熊本県総合型地域
スポーツクラブ連絡協議会と共催で
県内クラブ交流大会を開催しています。

1995 年より文部科学省が実施する
スポーツ振興施策の 1 つで、各市町村や
校区といった地域を主体に、幅広い世代の
人々が各自の興味関心・競技レベルに
合わせて様々なスポーツに触れる機会を
提供する
「地域密着型のスポーツクラブ」
のことです。

全国には 3,582 クラブ
（Ｈ28.7.1 現在創設準備中含）
県内では 68 クラブが活動しており
3 地域で設立準備が行われています。
クラブによっては、40 を超える
プログラムがあり、約 1,000 人の
会員規模のクラブもあります。

☆総合型地域スポーツクラブの会員になるには、各クラブ事務局にて入会手続きを行ってください☆ 熊本県体育協会 総合型

オレンジはあとクラブ
ＮＰＯ法人Ａ-Life なんかん

小国ゆうあい倶楽部

やまが総合ＳＣ
クラブこうし
ヴィーブル FUN クラブ

中央ふれあいＳＣ
日吉地域総合型 SC
ＮＰＯ法人桜木ふれあい SC
龍田地域なかよし SC
東部地域総合型 SC
託麻西校区総合型 SC
ＮＰＯ法人ｕ＆ｕＮスポ植木
ＮＰＯ法人スポレク・エイト
天明総合 SC
長嶺地域 SC
エス・エス・月出
城北 SC
ほくぶ総合 SC
花園 SC
帯山地域 SC
御幸 SC
あきた総合型 SC
川尻 SC
出水南どっとネット 火の君 SC
くまもと城南 SC
田迎地域 SC

一般社団法人菊池 ゆ ったりＳＣ

なごみだっでんクラブ

×

NPO 法人クラブきくよう
ＮＰＯ法人クラブおおづ
NPO 法人火の山ＳＣ
産山ヒゴタイ SC
クラブ南阿蘇
高 SPO

NPO 法人長洲にこにこクラブ
益城わくわくＳＣ
嘉島町総合型地域クラブ

ＮＰＯ法人うとＳＣ

フネッピーすこやか SC
ＮＰＯ法人不知火クラブ
ＵＫＩおがわクラブ
ＮＰＯ法人総合型クラブ SCC 宇城

山都ふれあいＳＣ
Ｉ・ＹＯＵ ＳＣ

クラブれいほく

ひかわＳＣ

元気・夢クラブ
太田郷ＳＣ
さかもと未来クラブ
ＤＲＥＡＭ火流
やつしろ総合型ｸﾗﾌﾞ｢ﾘ・ﾎﾞﾝｽﾞ｣

NPO 法人上天草ＳＣドリームズ
アロマクラブ
うしぶかイキイキクラブ

ＪＫＡトレジャークラブ

水上元気クラブ

つなぎ運動します隊

湯前さわやかクラブ
「だんだん」

サンビレッジみなまたＳＣ
NPO 法人ヴィラノーバ水俣
≪現在設立準備中の地域≫
熊本市西原地域・玉名市
・天草市本渡地区

あいあいＳＣたらぎ
ふれあいＳＣあさぎり
くまむらスマイルＳＣ
わいわいクリスポやまえ

茶れんじクラブ
カルヴァーリョ・ラッソ人吉

H29.8.1 現在

【総合型スポーツクラブに関することは、お気軽にお問い合わせください】
熊本県体育協会 担当：永田・太田黒

