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春から始める「ながらｴｸｻｻｲｽﾞ」

特集

短期教室等のご案内 

4.5.6 月の行事予定 

施設便り 

J2 復帰へ！ロアッソ熊本 
県体ﾌﾟﾗｲﾑ編集部 

ソフトバンクキャンプ見学ツアー 

など 

みどり通信 

その他のトピックス

可能性は無限大！

【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 



初めに 
firstly 

あなたの「運動不足度」をチェック！ 

最近体が重い・だるいと感じることがある 仕事ではデスクワークがほとんど 

特集 運動習慣を日常に・目指せ「ながラー」！ 

マッスル系職員が体験する ＧＯ！ＧＯ！「ながらエクササイズ」 

 春は新しい事を始めるのに絶好の季節！「夏に向けてやせたい」「この春から体を

動かしたい」など運動意欲が高くなりますが、忙しくて時間が取れない方もいらっし

ゃるのではないでしょうか。そこで今回オススメしたいのが「ながらエクササイズ」。 

この「ながらエクササイズ」は普段の生活に“運動”を取り入れるため、特別な道

具も運動の為に時間を割く必要もありません。必要なのは普段の生活の意識を少し変

えるだけです。これからご紹介する「ながらエクササイズ」のポイントを押さえ、確

実に習慣化することができれば、おのずと望む結果がついてくるはずです。 

この機会にあなたも「ながラ 」を目指しましょう！

№１ 

運動不足度0点 

・とても優秀です！これまで通り健康的な生活を継続しましょう！ 

運動不足度1～２点 

・もしかすると運動不足かも？これ以上運動不足にならないよう「ながらエクササイズ」で足りない

運動量をカバーしましょう。 

運動不足度3～6点 

・運動不足気味です。運動する時間を取れない方もいらっしゃるのでは？そんな方には、「ながらエク

ササイズ」が大変お勧めです！「ながらエクササイズ」を習慣化し健康的な体を目指しましょう！ 
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ほり じょうと 1996年生まれ。 

幼少期から体を動かすことが得意で、小・中

学校では野球部に所属し高校からラグビー

を始め、筋力トレーニングの楽しさにのめり

こんでゆく。現在は熊本県立総合体育館に勤

め、週に5回筋トレを行い、エアロビクスや

筋力トレーニング系の教室をやりこなすマ

ッスル系職員。そんな彼がこの「ながらエク

ササイズ」にチャレンジします。 

可能性は無限大。春から始める「ながらエクササイズ」 

堀 丈人 
チャレンジャー

階段を上っただけで息が上がってしまう 20代のころと比べてウエストが3㎝以上太い 

普段の生活でエレベーターなどを使う機会が多い 

※チェック項目一個に付き１点とします。 

運動をする時間が取れない 

項目に一つでも当てはまったら「ながらエクササイズ」を実践しましょう！

普段のちょっとした意識を変えることが「ながラー」への第一歩 

ドラマを観ながら腹筋を鍛えよう お風呂で背中のトレーニング 

ポイントを押さえて「ながらエクササイズ」に挑もう！ 

移動は「歩幅を大きく」を意識する 挨拶しながらお尻の筋トレ 

結論「ながらエクササイズ」やる価値あり！！

POINT

歯磨きしながらカカトの Up↑Down↓

下半身全体を鍛えて、太りにくい体を目指せ！ 

1.足の裏に体重が均等にかかる 

ような姿勢を作る。 

2.便座ぎりぎりまでおろす 

3.肩甲骨をよせ胸を張る 

番外編 

ふくらはぎを鍛えて、キュッとした足を目指せ！ 

トイレしながらスクワット！ 

POINT

実際にチャレンジしてみて、こんなことを

感じました！ 

・時間を有効活用でき手間いらず！ 

・すぐに実践できるぐらい簡単 

・正しいフォームで行えば、ダイエット

効果も期待できる！ 

その他にも、やらない理由がみつからない 

くらい「ながらエクササイズ」魅力的でし 

た！皆さんも僕と一緒に、立派な「ながラ 

」を目指しましょう！ 

1.目線は前方で、背中が 

丸まらないよう注意する。 

2.かかとを上げ、下げた時に床に付くギ

リギリで止める。これを繰り返す。 

（１５回を目標に） 

（もぐもぐタイムがかなり重要） 

（トイレ終わるまで） 

「意識改革系」 

噛めば噛むほど 

小顔効果アップ！ 

咀嚼回数の重要性 

（移動は全て大股で） 

「よく噛む」ことを意識する

だけで、満腹中枢が働き、少

し食べただけで「「お腹いっ

ぱい」と感じることができま

す。また、口の周りには筋肉

がたくさんあるので、小顔効

果も期待大！ 

僕も小顔美人に

なるぞ～♪ 

移動はカロリー消費のチャンス！ 

人よりダイエットも移動も先を行け！ 

あいさつで、あなたのヒップと印象アップ！

（一日10人を目標） POINT

1.目線は少し先を向く 

2.腕をしっかり振る 

3.大股でかかとから着く 

POINT

1.満面の笑みで大きく挨拶 

2.お辞儀はなるべく深く 

3.背中が丸まらないよう注意 

（TV視聴中に） 

ドラマの感動とシックスパックを手に入れろ！ 

POINT

1.イスに浅く腰掛ける 

2.背中と腰を軽く丸める 

3.膝を曲げ腹部へ引寄せる 

（肩甲骨をよせた状態で、胸を張り洗い続ける） 

お風呂で背中の汚れと脂肪におさらば！

POINT

1.肩甲骨をよせた状態を作る 

2.あらゆる方向から洗う 

3.背中を丸めない 

くの字を 

イメージ 

背中からお尻に

かけて一直線 

お腹の力を 

抜かない 

実践編 
№２ 

practice 

Up

Down

Keep!

Bath time

噛めば噛むほど健康に！ 



短期教室紹介
熊本県民総合運動公園 問合せ先：096-380-0782 

パークドーム熊本 問合せ先：096-388-2180 

運動が苦手な小学生を対象とした教室です。 

マット運動や跳び箱、鉄棒の逆上がりなどのコツをスタッフが丁寧に指導。 

開催日時：6月予定 

②会  場：運動公園体育館 

③定  員：20名 

④参 加 費：1,000円 

小学生を対象に、速く走るための基本動作やスタートダッシュのコツ 

を伝授します。また、足型測定を行いシューズの選び方を紹介します。 

①開催日時：5月予定 

②会  場：陸上競技場 

③定  員：30名 

④参 加 費：2,000円 

中高年の方を対象に、運動と食事の面からダイエットに取り組みます。 

膝が痛い、腰が痛い方でも大丈夫！ 

ダイエットを始めたい方、継続されている方にもお勧めです。 

①開催日時：6月～7月（全7回） 

②会  場：パークドーム熊本  

③定  員：10名 

④参 加 費：7,000円 

専門家を講師に迎え、管理方法や楽しみ方の講習会を行います。運動公園のバラ園には珍しい種類のバラ

も多くありますので、観賞もあわせてご参加ください。 

① 開催日時：5月予定     ②会 場：バラ園 

講習会等紹介

熊本県立総合体育館 問合せ先：096-356-1233 

2回の教室でご自身のロコモ度を知り、自宅で行うトレーニングや栄養の知識を学んで 

長生きを支える、足腰づくりの第一歩を踏み出しましょう。 

①開催日時：5・6月予定 

②会  場：元気体力測定室ほか   

③定  員：２０名 

④参 加 費：2,000円 

短期教室紹介

水中運動の特性、有効性を学び、より効果的な水中ウォーキングを紹介します。 

水の抵抗を活用した様々なウォーキングの方法を4回にわたって学べます。 

①開催日時：5月予定 

②会  場：温水プール   

③定  員：10名 

④参 加 費：2,000円 

熊本県民総合運動公園 問合せ先：096-380-0782 

無理をしない、健康的で快適なダイエットを10回にわたって提案します。挫折しない習慣作りと正し

い運動の方法、栄養の摂り方を学び、自分自身で長く続けられるダイエットを身につけましょう。 

①開催日時：6～７月予定 

②会  場：元気体力測定室ほか   

③定  員：１０名 

④参 加 費：１0,000円（内臓脂肪測定２回含む） 

ロコモとは・・・ 

「立つ」「歩く」といった機能が低

下している状態をロコモティブシ

ンドローム（略称：ロコモ）といい

ます。 

③ 定    員：20名     ④参加費：500円 



月 日

4月 14日

27・28日

5月 4日

6日

12日

17～19日

31日

31日

6月 1～6日

8・9日

22日

23日

月 日 行　　事　　名 主催者

4月 7日 2019　J3　第5節　　 ｖｓ SC相模原

5月 5日 2019　J3　第8節　　 ｖｓ ヴァンラーレ八戸

19日 2019　J3　第9節　　 ｖｓ ガイナーレ鳥取

6月 9日 2019　J3　第11節　  ｖｓ セレッソ大阪U-23

15日 2019　J3　第12節　  ｖｓ FC東京U-23

30日 2019　J3　第14節　  ｖｓ ザスパクサツ群馬

月 日 行　　事　　名 施設名

4月 1～3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 軟式野球場A・B

2～4日 第2回ステップアップリーグ　西日本大会 スポーツ広場

2～4日 九州高校選抜火の国大会（ソフトテニス競技）
テニスコートA・B
メインテニスコート

14日 熊本県春季クラブ対抗
テニスコートA・B
メインテニスコート

20・21日 平成31年度熊本県高等学校ソフトボール選手権大会
ソフトボール場A・B
軟式野球場A・B

5月 3日 第19回熊本県養護協議会球技大会
体育館

軟式野球場A・B

第1回熊本県長距離記録会

第38回熊本市陸上競技選手権大会

熊本県陸上競技選手権大会兼国体一次予選

行　　事　　名

GP第28回金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会

第35回日清カップ全国小学生陸上競技熊本予選

第13回熊本県陸上競技記録会兼国体2次予選

第34回熊本県中学陸上競技選手権大会兼第18回中学校混成競技大会

平成31年度第47回熊本県高等学校総合体育大会陸上競技大会

平成31年度第47回熊本県高等学校総合体育大会（開会式）

第89回九州学生陸上競技対抗選手権大会

第18回くまもと障がい者スポーツ大会

えがお健康スタジアム・補助競技場 TEL：096-380-0782

ロアッソ熊本ホームゲーム

(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
FAX：096-283-1300

11日 第33回九州自治体ラグビーフットボール大会 スポーツ広場

12～16日 第31回熊本県シルバースポーツ交流大会（各種競技） 各施設

25日
平成31年度第47回熊本県高等学校総合体育大会
サッカー競技大会

スポーツ広場

25・31日
平成31年度第47回熊本県高等学校総合体育大会
テニス競技大会

テニスコートA・B

26・31日
平成31年度第47回熊本県高等学校総合体育大会
ソフトテニス競技

メインテニスコート

31日
平成31年度第47回熊本県高等学校総合体育大会
サッカー競技大会

スポーツ広場

31日
平成31年度熊本県高等学校総合体育大会
ソフトボール競技大会

ソフトボール場A・B
軟式野球場A・B

6月 1・2日
平成31年度第47回熊本県高等学校総合体育大会
サッカー競技大会

スポーツ広場

1・2日
平成31年度熊本県高等学校総合体育大会
ソフトボール競技大会

ソフトボール場A・B
軟式野球場A・B

1～3日
平成31年度第47回熊本県高等学校総合体育大会
テニス競技大会

テニスコートA・B

1～3日
平成31年度第47回熊本県高等学校総合体育大会
ソフトテニス競技

メインテニスコート

9・15・16
日

第39回熊本県中学生テニス選手権大会
テニスコートB

メインテニスコート

26日 熊本市中学校総合体育大会テニス競技 メインテニスコート

28・29・30
日

熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技
A多目的グラウンド
軟式野球場A・B

29日 熊本市中学校総合体育大会ラグビー競技 ラグビー場

29・30日 熊本市中学校総合体育大会サッカー競技 スポーツ広場

29・30日 熊本市中学校総合体育大会ソフトボール競技 ソフトボール場A・B

29・30日 熊本市中学校総合体育大会ソフトテニス競技 メインテニスコート

月 日

4月 2～4日

13日

28日

5月 4～6日

15日

19日

25・31日

26日

6月 1～3日

6日

8・15・16日

22日

26・27日

28日

第43回岩永組大運動会

第17回くませいフェスタ

行　　事　　名

平成31年度第47回熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会

平成31年度第47回熊本県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技

平成31年度第47回熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会

全九州小学生ティーボール大会

第31回熊本県シルバースポーツ交流大会テニス大会

中九州春季ソフトテニス研修大会

平成31年度熊本市内高等学校ソフトテニス競技大会

菊池郡市中学校総合体育大会ソフトテニス・テニス競技

熊本市中学校総合体育大会テニス競技

第35回肥後銀行青婦人部大運動会

第39回熊本県中学生テニス選手権大会

九州高校選抜火の国大会（ソフトテニス競技）

パークドーム熊本 TEL：096-388-2180



月 日 行　　事　　名 施設名

4月 19日 熊本看護学校新入生歓迎会 中体育室

24日 熊本県中小企業新入社員研修 中体育室

5月 11日 熊本県体操競技国体予選･上田杯 大・中体育室

12日 熊本県小学･中学生体操競技選手大会 大・中体育室

17日 熊本電子ビジネス専門学校レクレーション大会 中体育室

18・19日 西部ガス杯第7回熊本県ママさんバレーボール大会 大・中体育室

24～26日 熊本県高等学校総合体育大会体操競技新体操選手権大会 大体育室

31日 大・中体育室

6月 1～3日 大・中体育室

5日 中学校保健体育指導力向上研修 中体育室

12～17日 おりひめトライアルゲームズ 大・中体育室

20～23日 全九州高等学校体育大会卓球競技大会 大・中体育室

22・23日 2020年度日韓スポーツ交流フェンシング競技会 小体育室

24日 まちくらネットワーク熊本球技大会 大体育室

29・30日 熊本市中学校総合体育大会卓球競技 大体育室

30日 熊本県スポーツ推進委員会競技会新任研修会 中体育室

月 日

4月 1～7日

17日

20・21・
27・28日

5月 6・11・12日

18

23～31日

6月 1・2日

30日

月 日 行　　事　　名 施設名
4月
5月
6月

第90回都市対抗野球大会九州地区予選　

熊本県高等学校総合体育大会剣道競技大会

行　　事　　名

プロ野球2軍戦　ソフトバンクホークス　VS　オリックスバファローズ

クレー射撃場は地震災害復旧工事のため閉鎖しています。
ライフル射撃場の行事予定は4月以降に事業団ホームページに掲載します。

※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。

第144回九州地区高校野球熊本大会

プロ野球公式戦　　読売ジャイアンツ　VS　広島東洋カープ

熊本県四大学春季リーグ（九州地区南部ブロック予選）

第４８回RKK旗争奪選抜高校野球大会

プロ野球公式戦　ソフトバンクホークス　VS 　日本ハムファイターズ

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

TEL：096-356-1233

TEL：096-322-3367

TEL：096-288-8805

昨シーズン２１位で終了しJ３降格となったロアッソ熊本。2019クラブスローガン「我心勝鍛」の思いを胸に 

J２復帰へ闘志を燃やすJリーグ参入12年目のシーズンが始まる。 

1/18（金）・19（土）リーグ開幕に先立ち、トップチームが始動。 

えがお健康スタジアムには2019シーズンに期待を寄せるサポーター、報道陣が詰め掛けた。 

ロアッソ熊本 検　索 ロアッソ熊本 検　索

施設便り 

ロアッソ熊本 
J２復帰へ！

2019 SEASON 始動

チームスローガンは「臥薪嘗胆」に由

来し努力を惜しまず鍛錬する強い決

意が込められている。 

J2 復帰への道のり 

3月～12月までホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり34試合を戦い、年間順位の上位2クラブがJ2に

昇格する。ホーム開幕戦は3月10日（日）AC長野パルセイロ 

新入団 9 選手を加え新体制がスター

ト。経験豊富なベテランとフレッシュ

な若手の融合が期待される。 

初練習では明るい雰囲気の中に真剣

さが伝わり、特に球際の厳しさを徹底

していた。 

Stadium
【アクセス】 

ホームゲーム時に交通センターから臨時バス、JR光の森駅からシャトルバスが運行しています。 

駐車場には限りがございますので、公共交通機関のご利用にご協力ください。 

【グルメスタジアム】 
スタジアム前広場では観戦しながら食べられる軽食・ドリンクをはじめとして、熊本の特産品やロア 

ッソとコラボした商品が一堂に集います。絶品グルメなど盛りだくさんです！ 

Ticket 観たい試合が決まったらチケットを買いましょう！ 

パークドーム熊本・熊本県立体育館ではホームゲームの前売券を販売しています。 

区分 Ｓ席 ＳＡ席 Ａ席 Ｂ席

一般 ３，０００円 ２，８００円 ２，５００円 ２，０００円

小中高 １，２００円 １，１００円 １，０００円 ５００円

選手や試合の最新情報はホームページをご覧ください。 

http://roasso-k.com/ ロアッソ熊本 検　索



施設便り 施設便り 

3 仕上げ、プライム完成 
ここまでくれば、ゴー

ルは目の前。記事に表れ

た個性を潰さないよう文

章とレイアウトを仕上げ

るのが編集長の最後の役

目です。こうしてプライ

ムは完成し、皆様の手に

渡っています。 

後は俺に任せとけ ！ 

いかがでしたか？編集部員は毎号頭を悩ませ、読み手のメリ

ットを想像しながら記事を書いています。是非これをきっかけ

に、プライムをまだ読んだことの無い方も興味を持っていた 

だけたら嬉しいです。編集部はこ 

れからもどんどんプライムを盛 

り上げていきますので、ご愛読を 

宜しくお願いします！  

プライム編集部 

ここまでよく頑張った ！ 

どーすか？へへっ（ドヤ

いい記事でしょ？ 絶対いいって言う

え え ぇ ー
締め切りが・・ うぅぅ・・・ 

甘い記事は即刻やり直し！いい

記事を目指す編集長の（理不尽

な！？）要求に、部員たちは毎度

翻弄されています。 

2 との戦い 部員は案を形にするものの、ツッコミどころ満載の記事を持ってきます。この段階は修

正を繰り返し行い、内容について深く考え抜いてもらうので一番長引きます。 

・・・ 

堀部員はいつもこんな顔で案を持ってきます…

マイ、リベンジ
ひっ！怖いわ！ 

怒りと悔しさに燃える部員たち。悔しかっ

たら俺をギャフンと言わせてみろ！

おぉ！いいねぇ！ 

何度も考え抜く事で、いい記事になります。

平田 

覗いてみよう、県体プライム編集部 
最近面白いと好評（!?）の季刊誌プライム県体施設だより。いったい誰が作

っているのか気になりませんか？今回は県体プライムの編集長平田が、編集部

員と記事ができるまでの様子を紹介します。 

編集部員 現在の担当は3人。各々が個性を発揮しながら

施設だよりの記事は作られています。 

PRIME 
県体編集部

私たちが書いてます 

事務所で働く堀部員は、記事の
案出しからレイアウトまで担当
する編集チーフ。しかし、見せ
方にこだわり過ぎる気があり、
記事の中身が薄くなることもし
ばしば、、（笑）優れた能力こそ
あれど、まだ修行が必要です。 

トレーニング室で働く井
芹部員は、中身のある記事
の案出しが得意。派手さが
目立ち、内容の甘い堀部員
の案をより良くするアド
バイザーとして、特に力を
発揮してくれています。 

プールで働く宮崎部員は、
案の下調べや調査に力を注
いでもらっています。また、
行き詰まりやすい堀部員を
その気にさせる気配り＆褒
め上手。彼女がいることで
記事に自信を持てます。 堀

ほり
 丈人
じょうと

宮崎
みやざき
 舞
まい

井芹
い せ り
 加愛
か え

チーフ アシスタント アシスタント 

部員たちはネタ会議中… 

それよつ！ うわっ！

1 案出し、記事作り 記事の案は、常に『読み手のメリットになるもの』を最も重視しながら、体育館から発

信したい内容を案出ししてもらいます。一方で、記事のレイアウトや表現方法は各々の個

性を存分に発揮してもらい、面白く楽しく読めるモノを目指すよう指示しています。 

降りてキタァー！ 

ワクワクする案を 

たくさん出そう！

案を形にしていきます 記事案が完成しました！ 

PRIME 
読んでね ！



施設便り 

藤崎台県営野球場では毎年、冬場のオフシーズンに小学生野球チームを対象として、チームレクリエーションや思

い出づくりを楽しんでいただくイベント、「KSPA・ミズノ藤崎台ドリームマッチ」を開催しています。 

毎年申し込みが定員を上回る大人気の催しです。

憧れの「藤崎台球場」で思い出づくり

ホークスキッズベースボールスクール限定イベント

ソフトバンクホークス春季キャンプ見学ツアー報告

キャンプ地に到着！ 

宮崎県で行われたソフトバンクホークス春季キャンプの見学ツアーに、熊本藤崎台校のスクール生も参加しました。 

特別にグラウンド内やブルペンの中に入ることができ、間近で見る練習にスクール生たちも大変喜んでいました。 

工藤監督と記念撮影！ 

スクール生随時募集中！ 詳しくは藤崎台県営野球場へ 【お問合せ先】TEL096-322-3367 

憧れの選手が間近に！ プロの投球に釘付け！ 

このイベントのPOINT は・・・ 

今年度もイベントに8団体（647人数名）が参加し、それぞれ趣向を凝らしたプランで、お別れ試合や親子対抗試
合を楽しまれました。「KSPA・ミズノ藤崎台ドリームマッチ」は2019年度も開催予定です。 
小学生チームのみなさん！藤崎台県営野球場を使って思い出作りをしてみませんか？ 

普段体験できないことがイベントで体験できるという点ですが、これらを活用して参加チームのオリジナリティに
溢れるプラン（要打ち合わせ）でレクリエーションを楽しめることに魅力を感じていただけているのではないかと
思います。参加者の発想次第では無限の可能性？を秘めたイベントかもしれませんね。 

子どもと大人が混じって試合できる スピードガンを使うことができる 電光掲示板がフル活用できる 
（顔写真・イラスト、得点、選手名の表示など） その他・・・ 

・熊本野球人の聖地「藤崎台」でプレーができる 
・アナウンスが自分たちでできる etc… 

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） 
【お問合せ先】096-288-8805 

九州高校ライフル射撃競技大会 
全国選抜大会の予選を兼ねた第3 回九州高校ライフル射撃新人大会が 12 月 23～25 日に行われ九州各県から約１７０

名の高校生が集まり各種目点数を競いました。熊本県勢では、男子1名、女子１名が全国選抜大会の出場権を獲得。 

全国の舞台での活躍が期待されます。（3月25～27日 宮城県石巻市で開催） 

エアーライフル立射は不安定な姿勢で銃をコントロール

するのが難しく、また同時に集中力の持続も求められる

競技です。

ビームライフルは所持資格が不要。銃口から照射された

レーザーが受光装置に飛び得点を競う。発射に伴う衝撃

もなく年齢性別に関係なく楽しめます。

エアーピストルは片手で射撃する精密射撃の代表的なも

ので、集中力の持続と正確な照準、撃発が要求される競

技です。

大会最終日には男女混成のミックス戦も行われました。 

2018 年より導入された新しい種目でオリンピック初採

用種目です。

AR BR 

AP ARMIX



施設便り 

第 6回みなまたローズマラソン 
 「第６回みなまたローズマラソン」が４月２８日

（日曜日）に開催されます。 

 「南九州西回り自動車道水俣 IC 開通記念イベン

ト」が５月１８日（土曜日）・１９日（日曜日）の２

日間に予定されているため、いつもより早く行われ

ることになりました。 

 毎年千数百人のランナーや応援する観客たちで賑

わっており、走り終わった後は多くの人が公園内に

あるバラ園を楽しまれていきます。 

その他「みなまたローズフェスタ春２０１９」も

開催が早まり、４月２７日（土曜日）～５月２６日

（日曜日）までとなる予定です。 

「IC開通イベント」では５月１８日（土曜日）に

親水護岸で花火が打ち上げられます。 

「ローズフェスタ春」・「南九州西回り自動車道水俣

IC開通記念イベント」については、詳細が分かり次

第、告知します。今しばらくお待ち下さい。 

竹竹竹ののの花花花、、、開開開花花花！！！

 竹林園内では、“金明竹（キンメイチク）”という竹が一斉に花を咲かせました。竹はイネ科なので、稲の

花によく似た花を咲かせます。また竹の花は今回のような“一斉開花”以外にも一部の竹のみ花が咲く“部

分開花”の場合もあります。“部分開花”は近年よく見られるので運が良ければ来園した際に見られるかも

しれません。 

≪豆知識≫ 竹は花を咲かせると枯れてしまうのが大半ですが、枯れる部分は地上の竹が先で地下茎は一

年ほど長く生きて、その間に次世代の竹の地下茎部分を残します。「花が咲くので種子ができるのでは？」

また「種子から増えるのではないか」思う方も多いと思いますが、竹類の種子の発芽率はコンマ以下のもの

が多いので、種子から増えるのは厳しいと言えます。 

福岡市総合体育館 検 索

熊本県民総合運動公園の見ごろの草木花を紹介します。 

サクラ（バラ科） 

 サクラは日本文化に馴染みの深い植物です。花言葉は「精神の美」にふさ

わしく、各スポーツの開幕に華を添えます。 

サクラはラグビーワールドカップ日本代表のシンボルマークでもあり、ユ

ニフォームのデザインやエンブレムに使用されています。日本代表結成当時

のエンブレムは桜がまだ蕾であったが今は満開になっています。 

ラグビーワールドカップ2019では、皆様のご声援をお願いいたします。 

平成 30 年 12 月 1 日アイランドシティ（福岡市東区）に新たなスポーツ拠点として福岡市総合体育館/TERIHA 

SEKISUI HOUSE ARENA がオープンしました。この体育館はミズノが運営しています。 

メインアリーナは天井までの高さが 15

メートルでバレーボールや新体操などの

国際大会を行える基準を満たしており、車

いす席42席を含む5,042席の観客席を備

えています。またメインアリーナの他にも

サブアリーナ、武道場、弓道場、多目的室、

トレーニング室の諸室もあります。 

スポーツ施設探訪 ～ 福岡市総合体育館 ～

西日本最大級の面積を誇るメインアリーナをはじ

め車椅子の方も観戦しやすい観客席、高齢者や障が

い者の方も使いやすいトレーニングマシンを備える

など、ユニバーサルデザインに配慮しており、スポ

ーツを「する」利用者の誰でもが親しみやすく、ま

た国際大会や国内の大規模な大会を「みる」楽しみ

を味わうことができる施設です。 

陸上競技場周辺 

イベント 

スポーツ教室 

アクセス etc 

情報はホームページを 

ご覧ください。

B駐車場～火の国ハイツ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１月１２日（土）に熊本市上通りアーケードにおいて街頭募金
活動を実施しました。多くの県民の皆様からいただきました
心温まる貴重な浄財は、本県のスポーツ振興に充当させてい
ただきます。 

  

１月１２日（土）に加盟団体長・理事長会内で執り行いました 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月１２日（土）にホテル日航熊本に於いて、加盟団体や関係機関団体等から２８０名を超える皆様に 

ご参集をいただき開催いたしました。祝賀会では、小野泰輔熊本県副知事並びに森 浩二熊本県議会副議長から 

激励のことばを賜るとともに、優勝者の紹介や大会の様子等のビデオ上映を行いました。 

また、優勝者を代表して第 73 回福井しあわせ元気国体で優勝しました、バスケットボール競技(成年女子) 

鹿毛美智子監督（鶴屋百貨店）が謝辞を述べ、今後の飛躍を誓いました。 

 

代表謝辞 

鹿毛 美智子監督 

街頭募金活動 

 

加盟団体長・理事長会 
１月１２日（土）にホテル日航熊本に於いて、 

加盟団体の会長並びに理事長をはじめ、関係団体等

から１２０名の参加を得て開催しました。 

 当日は、日本スポーツ協会副会長兼専務理事 

泉 正文氏を講師にお迎えし講演をいただきました。

女子ハンドボールやラグビーの国際大会及び東京オ

リンピックの開催を控え、スポーツに対する社会的な 

期待が高まる中、 

改めてスポーツ・イ 

ンテグリティ（誠実 

性・健全性・高潔性） 

の重要性について 

て学ぶ機会となり 

ました。 

熊本県体育協会 
スポーツ功労者・優秀者・優良団体 

表彰式 


