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2019国際スポーツイヤー

特集

短期教室等のご案内 

1.2.3 月の行事予定 

施設便り 
県民総合運動公園：外国語対応を磨く 

県立総合体育館：水中運動と、そのメリット 

藤崎台野球場：ソフトバンク野球教室 

県総合射撃場：大会結果報告 

など 

みどり通信 

その他のトピックス

2つの国際スポーツ大会が熊本で開催

【指定管理施設】 
熊本県民総合運動公園 

えがお健康スタジアム    パークドーム熊本 熊本県立総合体育館 リブワーク藤崎台球場 熊本県総合射撃場 



2019国際スポーツイヤー

特集

年が明け2019年、熊本県ではラグビーワールドカップ 2019・2019女子ハンドボール世界選手権大会が開催

されます。ここでは各大会の概要と展望を紹介します。熊本をスポーツで盛り上げましょう。 

ラグビーワールドカップ2019

What is the Rugby World Cup? 

4 年に 1度行われる15人制ラグビー世界王者を決める大会です。 

約 7週間で行われるラグビーワールドカップは、テレビ観戦者数は世界 207 の地域で約 39 億人ともいわれ夏季オ

リンピック、FIFA ワールドカップと並ぶ世界三大スポーツイベントのひとつとされています。。 

ラグビーワールドカップ2019 ＆ 2019女子ハンドボール世界選手権大会 

日本全国12都市で開催 

アイルランド ニュージーランド イングランド オーストラリア

スコットランド 南アフリカ フランス ウェールズ

日本 イタリア アルゼンチン ジョージア

ロシア ナミビア アメリカ フィジー

サモア カナダ トンガ ウルグアイ

プール　A プール　B プール　C プール　D

アジア初開催となるラグビーワール

ドカップ 2019 日本大会。全国 12都市が

試合会場となっており、その会場の１つ

に「熊本県民総合運動公園陸上競技場」

が選ばれています。 

当スタジアムでは 2 試合が予定され

ており、いずれもヨーロッパの強豪が登

場する好カードが組まれています。 

SHOW DOWN
France Tonga Wales Uruguay 

× ×
2019.10.6 PM4： 45  kick off 2019.10.13 PM5： 15  kick off 
RANK 8 RANK 12 RANK 3 RANK 18 

2019.9.20 2019.11.2

※                      ※                        ※                       ※

ランキングは 2018年 9月 3日現在

開催地 スタジアム

札幌市 札幌ドーム

岩手県・釜石市 釜石鵜住居復興スタジアム

埼玉県・熊谷市 熊谷ラグビー場

東京都 東京スタジアム

神奈川県・横浜市 横浜国際総合競技場

静岡県 小笠山総合運動公園エコパスタジアム

愛知県・豊田市 豊田スタジアム

大阪府・東大阪市 東大阪市花園ラグビー場

神戸市 神戸市御崎公園球技場

福岡県・福岡市 東平尾公園博多の森球技場

大分県・大分市 大分スポーツ公園総合競技場

熊本県・熊本市 熊本県民総合運動公園陸上競技場
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短期教室紹介
パークドーム熊本 問合せ先： 096-388-2180

初心者の方を対象にした水泳教室です。 

楽しく安全に泳げるよう、クロールの息継ぎなど、基本的な技術の習得を目指します。 

①開催期日：1月19日、26日、2月2日、9日、16日、23日（土）（全6回）18：30～19：30 

②会  場：温水プール 

③定  員：10名（１８歳以上でクロールの息継ぎが苦手な方）※定員になり次第、締め切ります。 

④参 加 費：3,600円 

熊本県立総合体育館 問合せ先： 096-356-1233

子どもの望ましい発育・発達においては、どんなに優れたアプリや知育玩具も親の愛情に勝るものはありま

せん。本教室は、忙しい現代社会でついつい減りがちな親子のふれあいが、いかに大切かを学ぐことができま

す。当日は体を動かし、明日から家でもすぐに実践できる内容を盛り込みながら教室を展開します。 

楽しみながら、我が子を明るい未来へ導くヒントを掴みましょう。 

①開催期日：3月予定 

②会  場：小体育室 

③定  員：20組程度 

④参 加 費：500円（1組） 

⑤対  象：子ども（3歳～就学前幼児） 

      と、その保護者 

障がいのある子ども達を対象に、バスケットボール教室を開催します。スポーツを通して運動発達を促し、

仲間と協調性を身につけ、ルールやきまりの中で社会性を育みながら今後のスポーツ活動を支援することを目

的とした教室です。 

① 開催期日：１月末予定           

② 会   場：中体育室     

③ 定   員：10名（先着順）         

④ 参 加 費：500円 

⑤ 対  象：障がいのある小学生から高校生 
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熊本県立総合体育館 問合せ先： 096-356-1233

パークドーム熊本 問合せ先： 096-380-2180

講習会等紹介

4 日間で水難救助の技術と知識が学べます。とてもハードな講習ですが、水難事故に遭遇した際、必ず役に立

つ内容ばかりです。検定に合格すれば資格の認定も行います。あなたも水難救助のリーダーになりませんか。 

① 開催期日：1月12・13・19・20日（土・日 全４回） 

② 場  所：温水プール、会議室    

③ 定  員：20名 

④ 参 加 費：3,500円 

⑤ 対  象：15歳以上で一定の泳力を有するもの                              

⑥ そ の 他：日本赤十字社熊本県支部より資格発行あり 資格名：日本赤十字社水上安全法救助員 

イベント紹介 

初心者・初級者対象のダブルステニス大会を開催します。仲間づくりをしたい方や

テニスの好きな方、皆さんが楽しめる交流会です。お気軽にご参加ください。 

① 開催期日：3月１1日（月） 

② 会  場：パークドーム熊本 

② 定  員：30ペア（初心者・初級者対象） 

③ 参 加 費：1ペア 2,000円 

⑤ そ の 他：混合ダブルス・女子ダブルスのどちらかで 

      ※65歳以上の男子ダブルスは可 

熊本県立総合体育館 問合せ先： 096-356-1233

ミニバレー愛好家を対象としたミニバレーボール大会を開催します。 

新たな仲間をつくり、ミニバレーで汗を流す楽しさを共有しましょう！ 

① 開催期日：２月２3日（土） 

② 会  場：中体育室 

③ 定  員：25チーム（初心者・初級者対象） 

④ 参 加 費：1チーム 2,000円 

⑤ 対  象：18歳以上（高校生不可） 

⑥ そ の 他：1チーム 4名（女性がコート内に1名以上いること） 
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月 日 行　　事　　名 施設名

1月 20日 ＳＢ食品サンリブチビッコマラソン 陸上競技場

27日 熊本県下高校サッカー大会準決勝 陸上競技場

2月 3日 熊本県下高校サッカー大会決勝 陸上競技場

9日 第19回熊本中央ライオンズクラブ障がい者駅伝大会 陸上競技場

11日 第48回ＲＫＫ女子駅伝大会 陸上競技場・補助競技場

3月 17日 春季熊本県陸上競技記録会 陸上競技場・補助競技場

月 日 行　　事　　名 施設名

1月 12日 熊本県高校1年生テニス団体戦 Ａ・Ｂテニスコート

12・13日 第29回九州小学生ソフトテニス親善大会 メインテニスコート

12・13・
19・27日

全九州高校新人ラグビー県予選 スポーツ広場

12日 九州ニューイヤーカップin熊本（サッカー競技） スポーツ広場

19日 熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会 メインテニスコート

2月
9・16・17

日
第29回熊本県中学生新人テニス選手権大会 メインテニスコート

9・11日 九州クラブユースＵ-17サッカー選手権大会 スポーツ広場

17日 第28回クラブユースサッカー選手権大会 スポーツ広場

3月 8・15日 第66回熊本県下市町村対抗ゲートボール大会 A多目的グラウンド

9・10日 熊本国体二次予選兼九州ジュニアテニス
Ａ・Ｂテニスコート
メインテニスコート

16・17・
21・23～
31日

第46回キャッスルライオンズ旗少年軟式野球熊本市大会
Ａ・Ｂ軟式野球場
A・Bソフトボール場

21日 第3回ＫＡＢドリームキッズサッカー大会 スポーツ広場

24日
熊本県シングルス選手権大会兼全日本シングルス選手権熊本予
選会

メインテニスコート

えがお健康スタジアム・補助競技場

熊本県民総合運動公園

TEL：096-380-0782
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月 日

1月 12日 第18回九州沖縄地区国立専門学校テニス新人大会

13日 第29回九州小学生ソフトテニス親善大会

26・27日 九州ジュニアU-16対抗戦（テニス競技）

2月 3日 第5回九州選抜中学生ソフトテニス優勝大会

9・10日 第29回熊本県中学生新人テニス選手権大会（学年別個人戦）

16・17日 中央ロータリー旗九州中学生ソフトテニス大会

23日 南阿蘇村ティーボール大会

3月 2・3日 熊本県室内テニス選手権大会

9・30・31日 熊本国体一次予選兼九州ジュニアテニス選手権大会熊本県予選大会

10日 第37回熊本市クラブ対抗大会（テニス競技）

21日 ポカリスエット女子ダブルス

24日 熊本県ジュニアテニス選手権’19（ヨネックス杯、米村知子・明子杯）

月 日 行　　事　　名 施設名

1月 19・20日 熊本県下高等学校バレーボール大会 大・中体育室

31日

2月 1～3日

7～10日 S/Jリーグ2018熊本大会 大・中体育室

11日 KKT親子バドミントン大会 大体育室

3月 9・10 Rin新体操クラブ発表会 中体育室

16・17日 第12回全国スペシャルトランポリン交流大会 中体育室

21日 Shuetto RG発表会 中体育室

23日 熊本地区勤労協ミニバレー大会 中体育室

24日 ＹＯＮＥＸカップバドミントン大会 中体育室

行　　事　　名

Ⅴスーパーリーグ男子熊本大会 大・中体育室

パークドーム熊本

熊本県立総合体育館

TEL：096-388-2180

TEL：096-356-1233
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月 日 行　　事　　名 主催者

1月 14日 2018-19 B2リーグ　ｖｓ 香川ファイブアローズ

26・27日 2018-19 B2リーグ　ｖｓ 信州ブレイブウォーリアーズ

2月 16・17日 2018-19 B2リーグ　ｖｓ 金沢武士団

月 日

1月

5～7日
12～14日
19・20日
26・27日

2月 23・24日

3月 3日

10日 第14回四校定期戦

16・17日

21～31日

月 日 行　　事　　名 施設名

1月 5・6日 冬季AR・APランクリスト競技会1月度 ライフル射撃

12・13日 ヤングスターランクリスト競技会（ウィンターカップ） ライフル射撃

2月 2・3日 冬季AR・APランクリスト競技会２月度 ライフル射撃

3月 23・24日 冬季５０ｍランクリスト競技会 ライフル射撃

※予定は変更される場合があります。詳しくは施設へお問い合わせください。
　また、月行事予定は事業団ホームページ（http://www.kspa.or.jp）にも掲載いたします。

行　　事　　名

KSPAミズノ藤崎台ドリームマッチ

第144回九州地区高校野球熊本大会

第19回南九州地区大学準硬式野球春季大会

審判講習会

TKU旗争奪リトルシニア九州連盟春季大会

リブワーク藤崎台球場

熊本県総合射撃場

TEL：096-322-3367

TEL：096-288-8805

熊本バスケットボール（株）
〒862-0903
熊本市東区若葉１丁目13-5
TEL：096-284-1555

熊本ヴォルターズ ホームゲーム（熊本県立総合体育館）
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いよいよ開催される、2つの国際大会！！ 

運動公園の施設にも多くの外国人観戦客が訪れることが予想されます！ 

そこで運動公園では、外国語での簡単な挨拶や基本会話などの勉強会を開いています。 

Lesson① あいさつ編 

・Nice to meet you (はじめまして) 

・Thank you for coming(ようこそお越しくださいました) 

・Watch your step going home (お気をつけて) 

あいさつ編では英語以外にフランス語・ドイツ語・スペイン語 

ロシア語・中国語・韓国語を学んだ 

Lesson②  基本会話編 

・Restrooms are on the ○○ (トイレは○○にあります) 

・Please see this map (こちらのマップをご覧ください) 

・This is where we are right now（現在地はここです） 

基本的なものから試合会場で想定される会話まで幅広く学びました。 

勉強会は今後も試合直前まで定期的に開催し積極的に声掛けできるよう準備をしています。 

完走 向 日々 前進中           教室進捗状況 

慣れない発音に苦戦しながらも繰り返し練習を重ねた 

ラグビーワールドカップ・女子ハンドボール世界選手権に向け外国語対応を磨く！

熊本城マラソン等の完走を目指す、初心・初級者ランナー20名が仲間と共に日々、前進中です！ 

ＳＴ ＡＲＴ

ランニングの基本を学び、先ずはスロージョギン

グからスタート！千里の道も一歩から 

マラニック（マラソン+ピクニック）で景色を楽し

みながら走る距離を伸ばしました！ 

栄養講座

フルマラソン完走に不可欠な食事についての講

座。日頃の食事を見直す機会となりました。 

マラニックに挑戦

ランニングの基本動作を取り入れたドリル 

ランニング姿勢の習得と改善に取り組みました。 

ランニング基本ドリル

次号は完走編です！はたしてゴールはできたのか・・・ 

施設便り 
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施設便り 

運動したいけど、まだ子供が小さいので．． 

小さいお子さんがいらっしゃる方、ぜひご利用ください。（有料・要申請） 

パークドーム熊本では子育て中の皆様のスポーツを応援します！ 

託児サービスをご利用下さい！ 

・日  時：毎週月曜（祝日を除く）１３：３０～１５：３０ 

・対  象：２歳～就学前の幼児 

・定  員：５名 

・料  金：１人１回 ５００円（託児料）※親御様の教室参加料、初回登録料は別途必要です。 

・申込方法：１週間前の月曜日午後５時までに、託児サービス参加申込書に必要事項をご記入のうえ、 

ＦＡＸ又は直接受付で申し込んでください。（火曜休館日） 

      ※申込書はホームページからダウンロードできます。 

・準 備 物：お子様の着替え、おむつとビニール袋、タオル、おしぼり、お茶、おやつ等 

      ※持物には名前を明記してください。 

・条  件：次のスポーツプログラムにご参加の方のお子様に限ります。 

【 お申込み・ お問い合わせ先】  

パークドーム熊本 〒８６１―８０１２ 熊本県熊本市東区平山町2972番地 

         TEL： ０９６―３８８―２１８０ FAX： ０９６－３８８－２２３４ 

パークドームの若きエース候補 

こんにちは！！ 

私はプールとパークドーム事務所の仕事を担当する二刀流の財満 晃貴

です！スポーツ教室ではスイミングを担当しています。 

泳ぎが苦手な方や泳ぎの上達を目指す方などの参加をお待ちしておりま

す！ 

もし見かけたら気軽に声をかけてください。 

パークドームの今後の活躍が期待される若き新人職員を紹介します 

託児サービス対象のスポーツプログラム紹介

【テニス教室】時間・・・13：30～15：00（初心者コース） 

  初心者の方を対象とした教室です。テニスの基本的な技術を

お教えします。初めての方でも安心して参加できます。 

【ヨ  ガ】時間・・・13：30～14：30 

  無理なく身体を動かし、心と身体のバランスを

整えるプログラムです。       
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施設便り 

水中運動を実際に、体育館スタッフ ”かえちゃん” に体験してもらいました！ 

初心者にまずオスス

メしたいのが水中ウォ

ーキング。空気と比較し

て約８００倍の水抵抗

をフル活用すれば、脂肪

燃焼から筋トレ効果ま

で期待できる素晴らし

い運動になります。 

ウォーキングに 

飽きたら次はアク 

アビクス教室がお 

すすめ！リズムに 

合わせてインスト 

ラクターが水の特 

性を最大限に活かした運動を提供してくれます。単調にな

らず、楽しみながら、より効果的な運動ができるので、ひ

とりで運動するのが苦手な方や飽きっぽい方には特にう

ってつけのプログラムです！ 

泳法教室 

水中ウォーキング

水泳に期待されるカロリー

消費は、今回紹介した運動中最

も高く、健康的な体づくりだけ

でなくダイエットにも非常に

効果的です。そして何より、格

好よく泳げると嬉しいですよ

ね！プールに慣れたら是非水

泳にも挑戦してください！ 

アクアビクス 

ステップ１ 

ステップ２ 

ステップ３ 

Let`s go!! 

水の中って 

結構抵抗があって 

動きにく～い！汗 

プールでおすすめの 

運動を、私が実際に 

体験してきます♪ 

最初は動きにくいですが、

すぐに慣れていい運動に

なりました。初めての方に

おススメですね♪ 

ナイスWalk！ 

次はアクアビクスです 

ついて来れますか？ 

はい！まだまだ 

元気有り余ってます 

がんばるぞ～♪ 

きついけど 

リズムがあると 

めっちゃ楽しい！

♪ 

♪ 

音楽が 

あるから 

断然楽しい 

し、インストラクタ

ーの人がしっかり

運動させてくれる

ので安心です♪私

は1人で歩くより

こっちが好き 

やっぱり 

我流の泳ぎ 

より、ちゃんと 

習った方が楽に 

長く泳ぐことができます

ね！先生が沢山褒めてく

れるので、前向きに頑張

れました♪疲れたー！！ 

スイスイ泳げるように 

なったぁ♪嬉しい！ 

スタッフが 

優しく丁寧に 

教えます！ 

かえさん、お疲れ様でした！水中運動を

実際に体験してみてどうでしたか？ 

プールでは様々な運動ができるという事がよ

く解りました。無理なく動いた程度なのに、

疲労感と空腹を実感！なんだか水中運動にす

ごく興味が湧いてきました♪ 

いいですね！では、これから素敵なお店

で空腹を満たしながらプールの魅力につ

いてさらに語り合いましょ… 

これから焼肉なんで 

帰ります！やっほー 

お疲れ様でした！ 

お…お疲れ様でした…泣

頑張りましたね！ 

次は僕の専門、水泳で 

ビシバシ鍛えます！…って 

かえさん？聞いてます？ 

プールには、誰でも簡単で効率のよい運動が行えるという、

決して陸上では得ることのできない大きなメリットが存在し

ます。浮力が体の動きをサポートし、膝や腰の痛みを和らげ

ながら運動・改善を可能にします。また、水圧はむくみや心

肺機能を改善・向上させ、水抵抗は全身の筋バランス調整や

沢山の消費エネルギーを生み出します。このような理由から、

時代と共にプールは『泳ぐ』だけの場所から『様々な運動』

を行う場所へと進化を続けています。皆さんの望む運動次第

では、プールがジムより最良の選択となるかもしれません。 

まだプールで運動してないの？ 

水中運動の良さを知る元スイマー職

員。年中変わらない個性的な髪型が持

ち味の26歳。 

今回のナビゲーター 

松村
まつむら

 周作
しゅうさく

水中運動とそのメリット、私たちが教えます 

素晴らしい水中運動の世界を覗いてみましょう！ 

（心の声） 

お腹すいたな… 

何か食べたい 

体を動かす事と美味しい物が大

好きな 25 歳。バドミントンで

鍛えたカモシカのようなふくら

はぎがチャームポイント。 

リポーター 

井芹
い せ り

 加愛
か え

End…
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今年、２年連続日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークスの現役選手による野球教室が、11

月 23日に開催されました。 

講師は、松田選手・川島選手・大竹選手・九鬼選手・中村選手の5選手で、各選手による様々

な指導が行われ、参加した子ども達もプロ野球選手とのふれあいに目を輝かせていました。 

『ソフトバンクホークスベースボールキッズ』開催報告

部活動を引退した中学３年生へ、熊本の野球の聖地で思い出作りを 

KSPA・ MIZUNOカップ熊本県中学校軟式野球大会
リブワーク藤崎台球場で不動の人気を誇る、「KSPA・MIZUNOカップ熊本県中学校軟式野球大

会」、通称 “中 3大会”を、10月 13日～12月 1日の期間で開催しました。今年も県内全域か
ら27チームの参加がありました。 

熱戦を繰り広げ優勝した○○チーム 

【決勝戦試合結果】 
菊池ＢＲＯＴＨＥＲＳ  ２   0  Ｕ-15

試合形式も高校のルールや審判を採用するなど、進学後に野球を続ける選手にも意義のある内容にな

っており、毎年好評をいただいている大会です。

守備指導する松田選手 打撃指導する川島選手 投球指導する大竹選手

皆で集合写真♪運動指導する中村選手走塁指導する九鬼選手

熱戦を繰り広げ優勝した 菊池ＢＲＯＴＨＥＲＳ 

施設便り 
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施設便り 

ビームライフル教室
毎月第4日曜日ビームライフル教室を開催しています。 

 参加対象に制限はなく、子どもから大人まで誰でも参加できます。 

皆さまに楽しんでいただける教室です。 

興味がある方は見学もできますのでご来場ください。 

毎月第4日曜日午前１０時から正午まで 

参加費：１回 3００円 （参加者は随時募集中） 

第 11 回 KSPA・MIZUNO カップビームライフル大会 10月21日（日）

この大会は熊本県スポーツ振興事業団・ミズノグループが主催するビームライフル大会です。 

子どもから大人までたくさんの方が参加し点数を競い合いました。 

熊本県民体育祭（クレー射撃） 9月8日（土）

【お問合せ先】096-288-8805 

熊本県民体育祭は年に一度行われ、各郡市対抗で３人の合計点数で競います。 

いつもの公式戦とは違い、和気あいあいとした試合の雰囲気でした。 

-大会結果- 

第１位 上益城郡 

第２位 熊本市 

第３位 球磨郡 

第４位 水俣市 

第５位 八代市 
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施設便り 

平成31年 2月 24日（日曜日）にエコパーク水俣のテニスコートで開催します。（※雨天中止） 

男女別にアドバンスクラスとレギュラークラスで行い、定員は各クラス16組 

参加費は一般 1名につき2,000 円（学生は 1名１，０００円） 

9月・10月に小学生を対象とした「走り方教室」と「はらっぱ

運動教室」の２つと、一般の方を対象とした「ノルディックウ

ォーキング教室」を行いました。 

各教室いずれも天候にも恵まれ

て、参加者の皆さん真剣に取り組ん

でいる姿が印象的でした。また分か

らないこと、できないことを積極的

に質問し、直に実践していました。 

走り方教室（９月１５日･土曜日）

はらっぱ運動教室（１０月１３日･土曜日）

ノルディックウォーキング教室（１０月３日･水曜日）

エコカップダブルステニス大会参加者募集 

短期教室開催報告 

Serve Forehand 

皆さまのご参加お待ちしてます！ 

詳しくはエコパーク水俣管理事務所にお問合せください。TEL/FAX 0966-62-7501 
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熊本県民総合運動公園の見ごろの草木花を紹介します。 

ツバキ（ツバキ科） 

 ツバキは冬の花の代表格で、北海道を除く日本全域を生息地帯としてい

ます。「和製オリーブオイル」ともいわれる椿油をはじめ、木は工芸品に使

われるなど実用性にも富んでいます。各地域に多様な品種がありますが、

「肥後ツバキ」は肥後六花の一つとして古くから受け継がれてきました。

運動公園では、和風庭園の「肥後ツバキ通り」で多彩な「肥後ツバキ」を

ご覧いただけます。 

2019 年に開催されるラグビーワールドカップ日本大会の試合日程が発表され、熊本県民総合

運動公園えがお健康スタジアムでは 1次リーグの2試合が行われます。 

前号に引き続き、えがお健康スタジアムで試合を行う出場国の横顔を紹介します。 

URUGUAY ウルグアイ
前回大会プール敗退/世界ランキング 18位
協 会 創 立 ：１951年 エンブレム：テロ（国鳥ﾅﾝﾍﾞｲﾀｹﾞﾘ）

チームネーム：Los Teros ロス・テロス 

ラグビーワールドカップ 2019 TEAM PROFILE

白と水色を基調としたジャージで『ロス・テロス』の愛称で親しまれている。 

ロス・テロスとは国鳥ナンベイタゲリのように警戒心が強く勇敢な攻撃力が由来。 

ウルグアイのラグビー競技人口は約9,000 人と、決して多いとは言えないがアメリカ大陸間プ

レーオフでカナダ代表を破り2大会連続 4回目の出場を決めた。 

プレースタイルはスクラムの強さに加え、海外でプレーする選手が増え個の力も上昇している。 

これまで 4回の出場で 2勝にとどまっているが、2019年大会は飛躍を目指す大会となる。 

ウェールズチームの試合は、 

2019年 10月 13日（日）17：15キックオフ（対戦国ウェールズ） 

※2018 年 9月 3 日現在 

和風庭園 
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