
～とよおか路　秋色めぐり～
第9回いかまい磐田ふれあいウォーク

昨年12月1日（土）に開催されました
第13回静岡県市町対抗駅伝競走大会

　4月7日、「第10回いかまい磐田ふれあいウォーク」、4月29日には、「第

32回長藤マラソン」と平成25年度のスタートを切ります。また、「第16回ジ

ュビロ磐田メモリアルマラソン」の開催日が決定いたしましたので是非ご覧くだ

さい。本年度もスポーツを通じて、磐田市が元気になるようなイベントを行って

まいりますので、よろしくお願い致します。

市民の皆様の応援のおかげで、入賞を果たすことが出来ました。ご声援大変ありがとうございました。
　晴天のもと、県庁前を35市町39チームの選手が勢いよくスタートをしました。
磐田市チーム代表の 11 人の選手がたすきをつなぎ、2 時間 20 分 28 秒で、見事 10 位入賞を果たしました。そして
6 年連続入賞は、近隣の市町には無いとても価値ある成績です。バス 3 台でかけつけた応援団も、のぼり旗や横断幕を
かかげ一生懸命走る選手に大きな声援を送っていました。
　鈴木博監督は「各区間の記録の良しあしはありますが、11区間トータル的には良かったです。」と語ってくれました。
2 区の小学生男子・國松士選手は、「今日は、緊張しないでレースにでられました。最初に 2 人を抜けたのが良かった。
記録はまあまあだったけれど、まばたきするくらい、短く感じ楽しかったです。来年も出たいです。」と意気込みも聞か
れました。また、9区を走ったジュニアB女子・成岡ゆい選手からは、「今回自分にとって、最後の大会です。高校では、
他のスポーツをしてみたい。しかし、今回同じ中学校の仲間と走れたので楽しかったです。」と素直な気持ちを話してく
れました。最後に、柴田明浩チーフコーチからは、「朝、監督から笑顔でたすきをつなぎ笑顔で終わる。駅伝・小学生男
女の 1500m 走とも入賞が出来良かったです。」と安堵の表情で語ってくれました。大会終了後、磐田市役所で解団式
が行われ健闘を称えました。
　この大会を応援して頂さました大勢の皆さま方に感謝申し上げます。

　12 月 9 日（日）に第 9回ふれあいウォーク「とよお
か路 秋色めぐり」が行われました。コースは、観光コー
ス（約 6Km）、8.5Km、13Km 天浜線利用コースから
なり、気温が低く風もある寒い一日でしたが、100 名
余りの老若男女が元気に磐田市豊岡支所をスタートしま
した。
　熊野神社や一雲斎を巡る観光コースでは「おじぞうさ
んが別の寺に移されるのをいやがって涙を流した」とい
われる『涙橋』の話など、観光ガイドの方の話に興味津々、
耳を傾けていました。
　天浜線を利用した方は、待ち時間に柿をごちそうにな
り大満足、寒さにもめげず笑顔がたくさん見られました。

第10回　いかまい磐田ふれあいウォーク
～　春爛漫豊田桜めぐり　～

第16回ジュビロ磐田メモリアルマラソン開催日決定！！
平成25年11月24日（日）（5月エントリー開始予定）

受付時間　9：00～9：30
参加料　　500円※中学生以下無料
　　　　　※事前申込み不要。
　　　　　　直接会場へお越しください。
コース　　①観光コース
　　　　　（観光ボランティアさんと一緒に歩き
　　　　　ます。毎年人気のコースです。）
　　　　　② 7.5ｋｍコース
　　　　　③13ｋｍコース
スタート/ゴール　　アミューズ豊田
☆完歩された方全員に参加賞があります。

４月７日（日）豊田の川の桜並木を散策しながら、ふるさとの魅力を再発見しよう！！

▲昨年の「第9回 いかまい磐田ふれあいウォーク」の様子

▲県庁前をスタートする第１走者「いわたチーム」鈴木菜央選手 ▲終了後みなさんで集合写真

▲観光ガイドの案内で楽しむみなさん
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第３２回　長藤マラソン大会

※当日は会場付近で交通規制があります。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の
　程よろしくお願い致します。
※申込期限　平成25年3月31日（日）
※申込方法　・振替払込用紙にて申込み
　　　　　　・磐田市総合体育館へ直接申込み
　　　　　　・当日受付は、ありません
（定員になりしだい、申込み終了となる場合が
　ございますのでお早めにお申込みください）
※参加料　　小学生500円・中学生1,000円
　　　　　　高校生1,500円・一般2,000円
☆閉会式後にお楽しみ抽選会があります！

　４月２９日（月・祝）第３２回長藤マラソン大会が開催されます。
アミューズ豊田をスタート、ゴールとする10km・5km・3kmの各種目で健脚が競われます。
今年は、小学生から一般を合わせ800名のランナーを市内外から募集をします。

　第１６回ジュビロ磐田メモリアルマラソンの企画から運営まで、関わってみたいという方、大募集。
詳細は事務局（TEL0538-33-3443）までお問い合わせください。
　また、ジュビロ磐田メモリアルマラソンに関するご意見・ご要望等ありましたら、どしどしお寄せ下さい。

▲昨年の「第31回 長藤マラソン大会」の様子

平成25年

4/29月㊗
開催決定

当日の気象条件　午前10時現在：天気　晴、湿度37%、気温14.4℃、西北西風力3.0m/sec、気圧1011hpa
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さわやかリズムさわやかリズム

第１期：4月上旬～7月下旬
　　　　隔週火曜日≪全８回≫
時　間：午前10:00～11:30
対   象：60歳以上の健康な男女 
料　金：１期　3,150円

ジュニアスポーツジュニアスポーツ

第１期：4月上旬～7月下旬
場　所 ：市陸上競技場・総合体育館
コース
●小学校1～3年生（午後4：00～5：30）
※第1・3木曜クラスと第2・4木曜クラスがあります。
≪各コース全8回≫
●小学校4～6年生（午後5：00～6：30）
※毎月隔週火曜日≪全8回≫
料　金：１期 3,150円

やらまいか健康塾やらまいか健康塾

場　　所：磐田市総合体育館
対　　象：４０歳以上の方を対象にした体操教室
料　　金：１回３００円
開催時間：月・水・金
　　　　　午前　９：４５～１０：３０
　　　　　午後１３：４５～１４：３０
ご都合のつく曜日・時間に自由に参加できます。
※初回は講習が必要となります。

ヨーガヨーガ

第１期：4月上旬～7月下旬≪全16回≫
場　所：総合体育館武道場
対   象：健康な方ならどなたでも参加OK
コース
●月曜日コース（午前10：00～11：30）
●木曜日コース（午後  2：00～  3：30）
●金曜日コース（午前10：00～11：30）
料　金：１ヶ月（   ４回）   3,150円
　　　　４ヶ月（１６回）11,000円

エアロビクスエアロビクス

第１期：4月～7月
　　　　毎週木曜日≪全１５回≫
時　間：午前10:00～11:30
料　金：１期　4,200円

ダンベルダンベル

第１期：4月～7月
　　　　毎週水曜日≪全１５回≫
時　間：午前10:00～11:30
料　金：1期　4,200円

≪土曜日コース≫ 
＊　日　程　＊　４月１３日（土）
　　　　　　　　５月１８日（土）
　　　　　　　　６月１５日（土）
　　　　　　　　７月２７日（土）
＊　時　間　＊　１部　　９：３０～１０：３０
　　　　　　　　２部　１０：４０～１１：４０
＊　対　象　＊　未就学児から小学生まで
＊　場　所　＊　磐田市総合体育館２階　小体育場
＊　料　金　＊　１回　１，０５０円
　　　　　　　　４回　４，２００円
＊　受　付　＊　３月９日（土）から開始
　　　　　　　　参加費を添えて磐田市総合体育館まで

≪火曜日コース≫ 
＊　日　程　＊　４月２３日（火）
　　　　　　　　５月２１日（火）
　　　　　　　　６月２５日（火）
　　　　　　　　７月１６日（火）
＊　時　間　＊　１部　１５：００～１６：００
　　　　　　　　２部　１６：３０～１７：３０
＊　対　象　＊　未就学児～小学生まで
＊　場　所　＊　磐田市総合体育館２階　小体育場
＊　料　金　＊　１回　１，０５０円
　　　　　　　　４回　４，２００円
＊　受　付　＊　３月５日（火）から開始
　　　　　　　　参加費を添えて磐田市総合体育館まで

こころもからだもリフレッシュ♪

春の運動応援します。
質問のある方、参加希望の方はお気軽に問い合わせください。

問合せ：磐田市総合体育館　TEL：0538-32-4236

体協で繋がる

笑顔のまちいわた

４月からの教室紹介

トランポリン教室トランポリン教室
跳んで  はねて  楽しい♪
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　　　　　　　　６月２５日（火）
　　　　　　　　７月１６日（火）
＊　時　間　＊　１部　１５：００～１６：００
　　　　　　　　２部　１６：３０～１７：３０
＊　対　象　＊　未就学児～小学生まで
＊　場　所　＊　磐田市総合体育館２階　小体育場
＊　料　金　＊　１回　１，０５０円
　　　　　　　　４回　４，２００円
＊　受　付　＊　３月５日（火）から開始
　　　　　　　　参加費を添えて磐田市総合体育館まで

こころもからだもリフレッシュ♪

春の運動応援します。
質問のある方、参加希望の方はお気軽に問い合わせください。

問合せ：磐田市総合体育館　TEL：0538-32-4236

体協で繋がる

笑顔のまちいわた

４月からの教室紹介

トランポリン教室トランポリン教室
跳んで  はねて  楽しい♪


