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プール・トレーニング室利用者の声！ 

運動イイね!を集めてみました 
寒い冬の時期は運動不足になりがちですが、今回はプール・トレーニング室利用者のみなさんに運動のきっかけや継続のコツを

聞いてみました。これから運動を始める方で、ここでイイね！に共感できたら早速、プール・トレーニング室を利用してみてはいか

がでしょうか。既に運動をしている方は、イイね！を自身のモチベーションアップに繋げましょう。 

特集 特集 パークドーム熊本 
室内温水プール   2 時間につき（10 月～翌 6月 大人：400円）  （7 月～9 月 大人：220円） 

トレーニングジム   ２時間につき（初回登録料：450円 ジム利用料：400円 回数券 11 枚：4,000 円）

熊本県立総合体育館 
室内温水プール   2 時間につき（10 月～翌 6月 大人：410 円）  （7 月～9月 大人：290円） 

トレーニングジム   ２時間につき（ジム利用料：390円 回数券 11 枚：3,860 円）



月 日 行　　事　　名 施設名

1月 18日 熊本30K 陸上競技場

19日 SBマルショクちびっこマラソン 陸上競技場

2月 1日 熊本県下高校サッカー大会決勝・三位決定戦 陸上競技場

11日 RKK女子駅伝大会 陸上競技場

3月 15日 ジャパンラグビートップリーグ 陸上競技場

月 日 行　　事　　名 施設名

1月 11・12日 第30回九州小学生親善ソフトテニス大会 メインテニスコート

19日 アルティメット九州大会 スポーツ広場

2月 15・16日 中央ロータリー旗九州中学生ソフトテニス大会 A・Bテニスコート

3月 1日 熊本市クラブ対抗テニス大会 メインテニスコート

20～31日 熊本キャッスルライオンズ旗学童軟式野球熊本市大会 軟式野球場A・B

月 日 行　　事　　名 主催者

月 日

1月

2月 8・15日

28日

3月 7・14・28日

20日

第34回九州身体障害者ゲートボール大会

第20回九州沖縄地区国立高等学校専門学校テニス新人大会

熊本県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

行　　事　　名

2020シーズンの日程が決まり次第ホームページへ掲載されます。
http://roasso-k.com/
ホーム開幕戦は3月予定

2019女子ハンドボール世界選手権大会会場設営及び撤収作業に伴い
2020年1月31日までグラウンド及び屋内走路は使用できません。

第30回熊本県中学生新人テニス選手権大会(学年別個人戦)

陸上競技場(えがお健康スタジアム)・補助競技場

パークドーム熊本

TEL：096-380-0782

TEL：096-388-2180

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

月 日 行　　事　　名 施設名

1月 9～12日 2019 20V.LEAGUE サントリーホームゲーム熊本大会 大・中・小体育室

31日 第35回世界バトントワリング選手権大会日本代表九州予選 大・中体育室

2月 9日 全日本選抜ソフトテニス熊本大会 大体育室

3月 13～15日 WJBL2019-2020（JX　vs　デンソー） 全館

28日 ライオンズクラブ中学バレーボール大会 大・中体育室

月 日 行　　事　　名 主催者

1月 16・17日 2019-20 B2リーグ　ｖｓ 広島ドラゴンフライズ

29日 2019-20 B2リーグ　ｖｓ ライジングゼファ 福岡

2月 15・16日 2019-20 B2リーグ　ｖｓ 東京エクセレンス

22・23日 2019-20 B2リーグ　ｖｓ バンビシャス奈良

3月 21・22日 2019-20 B2リーグ　ｖｓ 香川ファイブアローズ

月 日

2月 22～29日

3月 7日

8日

15日 第20回南九州地区大学九州大学準硬式野球春季大会

20～31日

月 日 行　　事　　名 施設名

1月 11・12日 冬季AR・APランクリスト競技会1月度 ライフル射撃

30日 ヤングスターランクリスト競技会（ウインターカップ） ライフル射撃

2月 1・2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 7・8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

TKU旗争奪リトルシニア九州連盟春季大会

第15回四校定期戦

第146回九州地区高校野球熊本大会　

審判講習会

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

熊本ヴォルターズホームゲーム（熊本県立総合体育館）

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



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：２月5・12・26日  3月 4・11日 毎週水曜日（全6回）19：00～20：00 

②会  場：室内温水プール 

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 

パークドーム熊本 問合せ先：096-380-2180 

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。指導者は熊本ヴォルターズスタッフが行います。 

① 開催期日：3月末 予定

② 場  所：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                     

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１6日（月）              ② 会  場：パークドーム熊本   

③ 定  員：30ペア（初心者・初級者対象） ④ 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29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） 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） 

冬の 3大ウイルスに要注意 

この時期は感染症が最も流行します。 

とくにこの３つには注意しなければなりません。 

ウイルスは、低温低湿の環境を好み空気中に飛び回り長時間存在します。加湿器などで湿度を高めウイルスの動きを

封じましょう！また「飛まつ感染」や「接触感染」など人が集まるところは要注意です。 

マスクで感染防止や外出後・食事前などこまめに手洗いうがいを心掛けることが重要になります。 

正しい対策で冷え解消！！ 

厚着やモコモコグッズで寒さ対策をしているが効果がイマイチ…なんてことありませんか？ 

年齢や症状によって対処法が違います！ 

施設便り 

子どもの冷え対策 

子どもは寒い外でも頬を真っ赤にして元気に遊び、大人

と違い体温が高く汗っかきです。また温度変化に敏感なの

で室内と室外で５度以上差があると自律神経やホルモンの

バランスが乱れ免疫力が下がります。1 枚少なめの服装で

遊ばせたり、こまめに着替えるなど体を冷やさないように

し、体の芯から温めることが大事です。冬が旬の食材や寒

冷地で育つ食材はスープや鍋に最適です。また湯船につか

ることによりリラックス効果ストレス解消にもなります。た

だ、長風呂だと湯冷めする可能性もありますので注意しま

しょう。 

女性にとって冷えは最大の敵!!! 

冷えは、「末端冷え型」「下半身冷え型」「内臓冷え型」「全身

冷え型」と大きく４つに分けられます。これらの原因は、ストレス

や運動不足が共通しています。日頃から大股で歩くのを意識

したり、エレベーターではなく階段で移動するなど積極的に体

を動かして血流改善や基礎体温を上げていきましょう。また、

寝るときはモコモコ靴下が必需品になりがちですが、締め付け

が強すぎると血液の循環が悪くなります。さらに、足の裏には

体温調節する機能があるので靴下で覆ってしまうと熱の逃げ

場がなくなります。レッグウォーマーなど足首から脛
すね

を中心に

温めるだけでも効果はあります。首が付く部(首・手首・足首)

はそれぞれ皮下の浅いところを動脈が通っているので、ここを 

温めると体温が上がり有効な寒さ対策になります。 

冬対策で元気に乗りきろう！

RS ウイルス 

インフルエンザ 

感染性胃腸炎 

（ノロウイルス・ロタウイルス) 

日本国内はもとより世界中から高い関心と注目を集めた『201９女子ハンドボール世界選手権大会』が

無事閉幕しました。メイン会場であったパークドーム熊本では現在、会場の撤収作業が進んでおります。

◆屋内グラウンド・屋内走路   ◆KSPA・MIZUNO ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

令和 2年２月 1日（土）から       通常通り再開しています。 

◆トレーニングジム・屋内温水プール・更衣室・会議室・ミーティングルーム・スタジオ・屋外走路 

通常通り営業を再開しています。 

パークドーム熊本からのお知らせ 



施設便り 

マシンが充実！地下トレーニング室 
えがお健康スタジアムの地下にトレーニング室があるのをご存知ですか？広いスペースに充実したマシンが揃っ

ています。今回は地下トレーニング室利用者にインタビューを行いました！ 

お二人は毎週地下トレーニング室を一緒にご利用されています。 

しかし、お話を伺うと実はすごい経歴の持ち主でした！ 

松岡翔太さんはエボレジャパン（スポーツ用品メーカー）の創業者でなんとビーチサッカーのラモスＪＡＰＡＮに

も選出されている若手実業家です！ 

一方スガッシュさんはロアッソ熊本のスタジアムＤＪとしてテレビやＣＭでも大活躍中です！ 

―松岡さんビーチサッカーの魅力は何ですか。 

ゴールがたくさん入ること。そしてアクロバティック 

ダイナミックなゴールシーンです！ 

1 試合で 10点とか入ったりしますよ！ 

―エボレパーク（ビーチサッカーコート）を経営されて

いますが開設した理由について教えてください。。 

3年前に熊本に戻り、10年間外で活動してきたことを

ビーチサッカーを通じて熊本の皆さんに還元したいと

思い開設しました。ビーチスポーツの魅力を老若男

女、いろんな方が健康になるきっかけを作ることで熊

本県への恩返しに少しでもなればと思っています。 

―最近砂浜トレーニングが注目されてますね。 

そうなんです！ナチュラルなバランス感覚が鍛えられ

て非常にいいですし、普段使わない筋肉に刺激が入

るので、自然な筋力が身につくと思います。様々な競

技にも活用できると思います。先日は砂浜で子供の

走り方教室をして大盛況でした！ 

砂浜でヨガなども行っているところもあります。 

―若くして実業家とはすごいですね！ 

私には才能がなく J リーガーにもなれなかった… 

だから思いついたことを誰よりもやってきました。 

その結果、今があると思っています。 

エボレジャパン株式会社代表取締役 
ビーチサッカー選手 

ロアッソ熊本スタジアムＤＪ 

このお二人、実はすごい方々でした！ 
最高の笑顔をいただきました！  （右）松岡さん （左）スガッシュさん 

https://www.kspa.or.jp/

入り口 

―スガッシュさんはロアッソ熊本のスタジアムＤＪに就任されたきっかけを

教えてください。 

トレーニング中に「興味ないですか」と声をかけられて面接後、就任したっ

ていう感じで（笑）前任者のキャラが濃かったのでとても悩みました。 

―スタジアムＤＪとしてどういうところを心がけていますか。 

私はボールを蹴ることは出来ないので、普段見に来ている方はもちろん 

初めて見に来られた方々にも試合だけでなく、試合前やハーフタイム中、 

試合終了後、スタジアムグルメも含めて勝っても負けても「楽しかった！」 

って言ってもらえるような雰囲気作りを心掛けています。 

また来たいって思ってほしいですね！ 

―どんなスタジアムＤＪを目指していますか。 

日本一ハッピーなＤＪになりたいと思っています！ 

そして、選手もそうですけどいろんな思いを背負って応援しているサポーターのサポーターになりたいです！ 

―地下トレーニング室の印象は 

(松岡さん) 雰囲気がとても好きです！器具も多く使いやすいです！ 

走路も使えるのを知って驚きました！ 

(スガッシュさん) まず私はスタジアムが大好きです！ 

そして、これだけのマシンがあって 340円は他にない！ 

あとはトレーニング仲間も多いのでトレーニングの参考になります！ 

松岡 翔太 さん

エボレジャパン株式会社代表取締役・ビーチサッカー選手

大津高校サッカー部出身、JAPAN サッカーカレッジ進学後アルビ

レックス新潟・シンガポールに所属。 

ビーチサッカー転向後は2018年ラモス瑠偉監督率いる日本代表

に選出。菊陽町にビーチスポーツ施設エボレパークを開設。コーヒ

ー店も経営。自慢の部位はお尻。好きなマシンはケーブルマシン。 

スガッシュさん

ロアッソ熊本マッスルアンバサダー兼スタジアム DJ 

大津高校サッカー部出身、ロアッソの前身アルエット熊本

FC に所属、ロッソ設立時のセレクションを受ける。パーソナ

ルトレーナー兼インストラクターとして活動。自慢の部位は

内側広筋と表情筋。 

地下トレーニング室のお気に入りの場所は 大きい鏡もあって

フリーウエイトも落とせるプラットフォーム。 

開館日は、ホームページ上に記載しております。確認の上お越しください。 

※毎週火曜日、大規模大会開催日は休館となります。

使用料(１日) 一般・・・３４０円  

       学生・・・１５０円※高校生以上

９ ００ ２１ 00 （最終受付２０ ００） 

―これからも地下トレーニング室をご利用ください。 

 （松岡さん）（スガッシュさん） 

 この記事を見て利用者が増えそうですね（笑） 

 これからも毎週トレーニングにきます！！ 

第 3ゲートと 

第 4 ゲートの間の

スロープを下る 





熊本藤崎台校 
ホークスキッズベースボールスクールとは・・・ 

プロ野球選手になりたい夢への第一歩！ 

NPO法人ホークスジュニアアカデミーが地元九州を中心に運営する 

年中（5才）～小学3年生のためのベースボールスクール！ 

挨拶・礼儀の習得、運動習慣の定着、野球基本動作の習得を目的に 

ホークス公認コーチが楽しくサポートしてくれます。

スクールの特徴 

ホークスキッズベースボールスクール熊本藤崎台校の開催日と会費 

施設便り 

特徴①：元プロ野球選手から直接指導が受けられる！ 

特徴②：保護者の当番制など一切ありません！ 

特徴③：ホークスのユニフォームで練習できる！ 

特徴④：初心者も歓迎！年代に応じたホークス独自のカリキュラム 

特徴⑤：兄弟割引がお得 

対  象： 幼児クラス（年中～年長）  小学生クラス（１年生～３年生） 

定  員： 各クラス３０名 

開催日： 幼  児クラス 毎週金曜日 １７：００～１８：００ 

        小学生クラス 毎週金曜日 １８：１０～１９：４０ 
※天候によりスケジュール・場所を変更する場合があります。 

会  費： 入会金 １６，５００円（税込）

      月 謝 幼児クラス ５，５００円 小学生クラス ６，６００円 
※入会金はスクール指定のユニフォーム【帽子・ユニフォーム上着（名前入り）】費用含みます。 

※２年目以降は年会費５，５００円（税込）を徴収させていただきます。 

http://hawks-npo.jp/ 
ホークスジュニアアカデミーについて・・・ 検 索ホークスジュニアアカデミー

ホークスキッズベースボールスクール熊本藤崎台校のコーチ紹介 

東方 伸友（とうぼう しんすけ） 

スクールの様子 

申込方法・お問合せ先 

申込方法：申込用紙に必要事項を記入のうえ持参または FAXでお申込みください。 

       申込用紙は藤崎台県営野球場事務所またはホームページから 

       不明な点は、下記までお気軽にお問合せください。 

お問合せ：藤崎台県営野球場 

       〒860-0005 熊本県熊本市中央区宮内4番 1号 

        TEL：０９６-３２２-３３６７  FAX：０９６-３２２-３３８0 

        ホームページ https://www.kspa.or.jp/hawks/ 

        受付時間 ９：００～１７：００  休場日 年末年始

無料体験会開催中 

児玉 龍也（こだま りゅうや） 

【コーチから一言】 

礼に始まり礼に終わる。 

生徒が楽しめる雰囲気づくりを日々考えています。 

活気ある元気なスクールでお待ちしています！ 

【コーチから一言】 

時に厳しく、時に優しく。生徒の技術上達と野球の楽し

さを伝えます。熊本藤崎台校はすごく環境に恵まれて

います楽しく野球をしましょう！ 

生年月日 1995年9月17日
出  身  地 島根県浜田市出身
出  身  校 浜田商業高校
投  打 右投右打
ポジション 投手
球  歴 福岡ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾎｰｸｽ

生年月日 1993年10月9日
出  身  地 山口県下関市出身
出  身  校 神奈川大学
投  打 左投左打
ポジション 投手
球  歴 福岡ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾎｰｸｽ

※コーチが変更になる場合もございます。 

入会を迷われている方、 

まずは月に 1 回開催している無料体験会に参加してみませんか？ 

無料体験会スケジュールについては藤崎台県営野球場へお問い合わせください。 

https://www.kspa.or.jp/huzisaki/ 検 索リブワーク藤崎台球場リブワーク藤崎台球場についてもっと詳しく・・・

コーチが楽しくサポート 挨拶・礼儀の習得 基本動作を丁寧に指導 



前回秋号で紹介した香田真樹さんが熊本県選手権大会に出場。 

初めて大きな大会への出場でかなりの緊張がある中、見事３位入賞!! 

立射競技を始めて半年で好成績を収めました！ 

施設便り 

 前日に KSPA・MIZUNO カップに参加し思うような点数が出ずに落ち込んでいまし

た。しかし選手権大会は高校生も参加するので胸を借りる気持ちで挑みました。 

その結果３位という成績につながったと思います。 

 ここで満足せずにさらに上に目標を持ちながら練習に励んでいきます。 

3 位入賞おめでとうございます！ 

香田さんが射撃競技を始めたきっかけは射撃場主催のビームライフル 

教室へ参加されたことでした。今でも毎月参加され腕を磨かれています。 

更なる活躍を期待しています！ 

施設便り 

ソフトボール場のバックネット改修工事が完

了しました。バックネットは以前より高くなり、

また球場の周囲もネットで囲まれたのでより

安全にご利用いただけます。供用もすでに開

始されています。 

皆様のご利用をお待ちしております。 

ソフトボール場バックネット改修工事完了！ 

エコカップダブルステニス大会参加者募集 
令和２年３月８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） 

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 




