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第11回 

　第11回ジュビロ磐田メモリアルマラソンが、11月9日（日）磐田スポーツ交流の里ゆめりあサッカー場を発着とする各部門

に4,397名のランナーが参加して行われました。小雨の降るあいにくの天候で気温も低く、条件の悪い中予定通り開会式のあ

と、9時30分にハーフマラソンがスタートして大会が始まりました。沿道には多くの磐田市民が声援を送り大会を盛り上げま

した。ステージでは磐田キッズチアクローバーズのチアーリーディングやフラダンスなどもあり大会に花を添えました。ジュ

ビロ磐田全選手が参加しての激励会も行われ、サポーターも加わり、残り3節の試合の勝利を願い参加者全員でエールを送り

ました。オフト監督も、「私たちも必ずゴールしてみせる」と勝利宣言をしました。レース終了後は各部門（20部門）の入賞者

に賞状、記念品、メダルが贈られ大会を閉じました。特別抽選会ではヤマハ発動機㈱様提供のヤマハパスが当選者に贈られ喜

びの笑顔が印象的でした。今大会を支えた、多くの中学生、高校生、市民ボランティアの皆様には、感謝すると共にお礼申し

上げます。ありがとうございました。来年の第12回大会も多くのランナーの皆様との出会いを楽しみにしております。 

第11回ジュビロメモリアルマラソン開催される。4,397名のランナーが磐田原台地で健脚競う。 

選手宣誓▲ 

▼磐田キッズチアクローバーズ ▼フラダンスチーム「レイピカケ」の皆さん 
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3km　男子　小学生 
岡田　翔稀　　菊川市　　0：10：57 

3km　女子　小学生 
成岡　ゆい　　磐田市　　0：11：35 

5km　男子　中学生 
丹野　風亜　　浜松市　　0：16：45 

5km　女子　中学生 
石田　凪帆　　浜松市　　0：17：55 

5km　一般男子 
末次　悠人　　磐田市　　0：16：03 

5km　一般女子 
中根　千明　　掛川市　　0：19：34

10km　男子　16歳～29歳 
中川　学　　　浜松市　　0：31：27 

10km　男子　30歳～39歳 
北川　晋吾　　浜松市　　0：33：08 

10km　男子　40歳～49歳 
古屋　友章　　裾野市　　0：34：04 

10km　男子　50歳～59歳 
池脇　信吉　　愛知県　　0：35：27 

10km　男子　60歳～69歳 
堂森　孝夫　　浜松市　　0：38：50 

10km　男子　70歳以上 
田中　喜慶　　千葉県　　0：44：14 

10km　女子　16歳～39歳 
河合さおり　　浜松市　　0：34：55 

10km　女子　40歳以上 
中田　弘美　　浜松市　　0：39：25

ハーフマラソン　男子　16歳～29歳 
鈴木　健司　　袋井市　　1：12：04 

ハーフマラソン　男子　30歳～39歳 
中西　洋一　　愛知県　　1：09：25 

ハーフマラソン　男子　40歳～49歳 
益田　和俊　　浜松市　　1：16：49 

ハーフマラソン　男子　50歳以上 
佐野　武男　　富士市　　1：18：53 

ハーフマラソン　女子　16歳～39歳 
平野　真里　　浜松市　　1：24：38 

ハーフマラソン　女子　40歳以上 
柴田由紀子　　浜松市　　1：29：53

部門別 優勝者 部門別 優勝者 

▼浅羽太鼓に後押しされ、最後の坂に向います 

ジュビロ磐田 激
励会▲ 

▲ヤマハ発動機ジュビロ 
　佐藤貴志選手による特別抽選会　特賞「ヤマハPAS」目録の贈呈 

▲
 

ラストは「心臓やぶりの坂」沿道の声援が励みになります▲ 
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　今年度第4回目となる「いかまい磐田100キロウォーク　とよおか里山ウォーク」が
11月30日（日）豊岡地区を巡るコースで開催されました。紅葉が美しく、秋の味覚「次郎
柿」の収穫が最盛期を迎えた豊岡地区は秋の香りが漂う中、多くの市内外のウォークキン
グ愛好者で賑わいを見せました。コースは、ほどほどコース（6km）、がんばるぞコース
（12km）、いかまいコース（20km）の各コースに分かれそれぞれに秋を満喫していました。
また今回の観光ボランティアが案内する観光ガイドコースは8kmで設定され、各ガイドポ
イントでは、観光ガイドボランティアの説明に聞き入る様子が随所に見られ人気の定着が
感じられました。獅子ヶ鼻公園では、もみじの紅葉が見ごろとなり、立ち止まって見入る
参加者が多く、のんびりと昼食を取る風景が見られました。途中、次郎柿の収穫作業も見
ることができました。最終ポイントの「とれたて元気村」では、豚汁の提供もあり体を温
め、のんびり休む和やかな場面も見ることができました。多くの市民ボランティアで支え
られる大会ですが、今回も、豊岡中学校生徒、市内中学校生徒のボランティア協力があり、
大会運営に大きな力を発揮しました。次回の今年度最後の「いかまい磐田100キロウォー
ク」は平成21年3月29日（日）に豊田地区で開催されます。 

　9月20日（日）福田地区を巡る「第3回いかまい磐田100キロウォーク、ふくてくウ
ォーク」が開催されました。朝からの激しい雨にも関わらず、大人から子どもまで多く
の参加者が訪れ、賑やかな大会となりました。今回は昨年と違うポイント、コースを設
定し、より福田地区の名所旧跡を知ってもらい、歴史の一端に触れることができました。
六社神社では10月に行われる祭礼に向け、小学生児童が真剣な眼差しで「浦安の舞」
の練習に励んでいました。ゴールでは、磐田市健康づくり食生活推進協議会福田地区の
皆さんが調理した「サイダーゼリー」が配られ、歩いたあとの疲れを癒すことができま
した。大会は観光ガイドコース7km、ほどほどコース7km、がんばるぞコース13km、
いかまいコース20kmでそれぞれ体力、に合わせ、楽しく歩くことができたようです。
今大会は、市内中学生ボランティアの皆様、ふれあい観光ガイドの皆様に協力をいただ
きました、大変ありがとうございました。 

1日目
 

　日本スポーツ少年団が主催する、「第35回日独ス

ポーツ少年団同時交流」が8月6日～10日の日程で

行われ、リーダーを含む10名の青少年（17～20才）

が当市に滞在しました。彼らは三重県、愛知県、岐

阜県のホームステイ（各4泊5日）を終え、最終訪問

地の磐田市に6日到着後、早速アミューズ豊田で歓

迎式を開催しました。宿泊は市内の9家庭にホスト

ファミリーを快く引き受けていただき10日までのプ

ログラムの協力をお願いをいたしました。2日目に

行われたサッカークリニックでは、静岡県スポーツ

リーダー（スポーツ少年団を退団した後も研修を受け

少年団活動をしている青少年）の皆さんも加わり、ド

リブルリレーやミニゲームを行い賑やかな教室とな

りました。3日目には全員がゆかた姿で市内の史跡、

赤松邸、旧見附学校を見学して磐田の歴史の一端に

触れました。4日目は、富士山麓山の村での宿泊体

験を行いました（8日～9日）、静岡産業大学の学生

の皆さんの協力を得て、ディスカッションなどを行い、

夜はゲームなどをして楽しく日本一の富士山のふも

とでの宿泊を満喫しました。最終日は、掛川市内で

さよならパーティーが行われました。グループリー

ダーのマティアスR、ヘップファーさんより「多く

の磐田市での思い出をありがとうございました。ホ

ストファミリーの皆様に感謝いたします。」とお礼

の挨拶がありました。磐田市からの記念品として、

滞在中の写真集CD、ネームステッカーなどが贈られ、

ドイツ団からは感謝の気持ちを込めて歌、ダンス、

組み体操が披露され大きな拍手がホストファミリー

から送られました。一行は翌日から東京にて3日間

の最終研修（全国各地での交流のため約120名のド

イツ人青少年が集結）を受け母国に向け帰国の途に着

きました。多くのプログラムが予定通り行われ、大

きな問題、事故、怪我など無く無事終えることがで

きました。静岡県スポーツリーダーの皆様、静岡産

業大学の皆様、ジュビロ磐田関係者の皆様、ホスト

フアミリーの皆様に多大なご協力頂きましたこと深

く感謝申し上げます。5日間ありがとうございました。 

1日目
 

歓迎パーティー 

2日目
 

サッカークリニック 

浜岡原子力発電所見学 

3日目
 

赤松邸見学 

旧見附学校見学 

4日目
 

富士山宿泊体験 

さよならパーティー 
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ドイツ国のスポーツ少年
団所属の青少年が磐田市
にやってきました。 2008
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　今年度第4回目となる「いかまい磐田100キロウォーク　とよおか里山ウォーク」が
11月30日（日）豊岡地区を巡るコースで開催されました。紅葉が美しく、秋の味覚「次郎
柿」の収穫が最盛期を迎えた豊岡地区は秋の香りが漂う中、多くの市内外のウォークキン
グ愛好者で賑わいを見せました。コースは、ほどほどコース（6km）、がんばるぞコース
（12km）、いかまいコース（20km）の各コースに分かれそれぞれに秋を満喫していました。
また今回の観光ボランティアが案内する観光ガイドコースは8kmで設定され、各ガイドポ
イントでは、観光ガイドボランティアの説明に聞き入る様子が随所に見られ人気の定着が
感じられました。獅子ヶ鼻公園では、もみじの紅葉が見ごろとなり、立ち止まって見入る
参加者が多く、のんびりと昼食を取る風景が見られました。途中、次郎柿の収穫作業も見
ることができました。最終ポイントの「とれたて元気村」では、豚汁の提供もあり体を温
め、のんびり休む和やかな場面も見ることができました。多くの市民ボランティアで支え
られる大会ですが、今回も、豊岡中学校生徒、市内中学校生徒のボランティア協力があり、
大会運営に大きな力を発揮しました。次回の今年度最後の「いかまい磐田100キロウォー
ク」は平成21年3月29日（日）に豊田地区で開催されます。 

　9月20日（日）福田地区を巡る「第3回いかまい磐田100キロウォーク、ふくてくウ
ォーク」が開催されました。朝からの激しい雨にも関わらず、大人から子どもまで多く
の参加者が訪れ、賑やかな大会となりました。今回は昨年と違うポイント、コースを設
定し、より福田地区の名所旧跡を知ってもらい、歴史の一端に触れることができました。
六社神社では六社神社では10月に行われる祭礼に向け、小学生児童が真剣な眼差しで「月に行われる祭礼に向け、小学生児童が真剣な眼差しで「浦安の舞浦安の舞」
の練習に励んでいました。ゴールでは、磐田市健康づくり食生活推進協議会福田地区の
皆さんが調理した「サイダーゼリー」が配られ、歩いたあとの疲れを癒すことができま
した。大会は観光ガイドコース7km、ほどほどコース7km、がんばるぞコース13km、
いかまいコース20kmでそれぞれ体力、に合わせ、楽しく歩くことができたようです。
今大会は、市内中学生ボランティアの皆様、ふれあい観光ガイドの皆様に協力をいただ
きました、大変ありがとうございました。 
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　9月20日（日）福田地区を巡る「第3回いかまい磐田100キロウォーク、ふくてくウ
ォーク」が開催されました。朝からの激しい雨にも関わらず、大人から子どもまで多く
の参加者が訪れ、賑やかな大会となりました。今回は昨年と違うポイント、コースを設
定し、より福田地区の名所旧跡を知ってもらい、歴史の一端に触れることができました。
六社神社では10月に行われる祭礼に向け、小学生児童が真剣な眼差しで「浦安の舞」
の練習に励んでいました。ゴールでは、磐田市健康づくり食生活推進協議会福田地区の
皆さんが調理した「サイダーゼリー」が配られ、歩いたあとの疲れを癒すことができま
した。大会は観光ガイドコース7km、ほどほどコース7km、がんばるぞコース13km、
いかまいコース20kmでそれぞれ体力、に合わせ、楽しく歩くことができたようです。
今大会は、市内中学生ボランティアの皆様、ふれあい観光ガイドの皆様に協力をいただ
きました、大変ありがとうございました。 

　今年度第4回目となる「いかまい磐田100キロウォーク　とよおか里山ウォーク」が
11月30日（日）豊岡地区を巡るコースで開催されました。紅葉が美しく、秋の味覚「次郎
柿」の収穫が最盛期を迎えた豊岡地区は秋の香りが漂う中、多くの市内外のウォークキン
グ愛好者で賑わいを見せました。コースは、ほどほどコース（6km）、がんばるぞコース
（12km）、いかまいコース（20km）の各コースに分かれそれぞれに秋を満喫していました。
また今回の観光ボランティアが案内する観光ガイドコースは8kmで設定され、各ガイドポ
イントでは、観光ガイドボランティアの説明に聞き入る様子が随所に見られ人気の定着が
感じられました。獅子ヶ鼻公園では、もみじの紅葉が見ごろとなり、立ち止まって見入る
参加者が多く、のんびりと昼食を取る風景が見られました。途中、次郎柿の収穫作業も見
ることができました。最終ポイントの「とれたて元気村」では、豚汁の提供もあり体を温
め、のんびり休む和やかな場面も見ることができました。多くの市民ボランティアで支え
られる大会ですが、今回も、豊岡中学校生徒、市内中学校生徒のボランティア協力があり、
大会運営に大きな力を発揮しました。次回の今年度最後の「いかまい磐田100キロウォー
ク」は平成21年3月29日（日）に豊田地区で開催されます。 
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磐田市チーム 大健闘で連続入賞果たす。 
小学生1,500m走 磐田市アベックで優勝（大会史上初） 

磐田市チーム 大健闘で連続入賞果たす。 
小学生1,500m走 磐田市アベックで優勝（大会史上初） 

 　第9回静岡県市町村対抗駅伝競走大会が12月6日（土）静岡市内で開

催され、磐田市チームは2年連続となる第9位入賞を果しました。大会

は県内全38市町から市の部27チーム、町の部に18チームの計45チ

ームが参加、静岡県庁前を午前10時にスタートし、清水区清見潟公園

を折り返し、県営草薙陸上競技場にゴールする42.195km（11区間）

で争われました。（スタート時　気温9.7℃、晴れ、風向　南西6.0m）

磐田市チームは早朝5時30分に監督、コーチを含む選手団、応援団が

市役所を出発、会場の静岡市へ向かいました。車内では、佐川正治監

督が選手の健康チェック、付添などの確認が行われ後「たすき」が第1

区走者の安間光里選手に渡されました。強風で肌寒く気温も低い条件

の中、磐田市チームは各選手が見事な走りを見せ、たすきをつなぎア

ンカーの三谷裕淑選手が2時間21分42秒で第9位でゴールし2年連続

の入賞を果たしました。優勝は2位に約1分の差をつけた浜松市西部チ

ームで2時間17分04秒でした。また、レース終了後に行われた、小学

生1,500m走では、男子は磐田竜洋西小6年の大塚悠介選手が、女子

では磐田竜洋北小6年の佐藤祐実選手が市の部でアベック優勝（大会史

上初）をし磐田市の選手強化の効果が大きく結果として表れました。（参

加は各27選手）本大会を通じて、練習会、記録会など多くの市民の皆

様の応援と支えがありました。心より感謝申し上げます。ありがとう

ございました。磐田市選手団は右の通りです。 

監　　　督： 佐川　正治（スズキ㈱） 

コ　ー　チ： 雪嶋　省吾（NTN磐田㈱） 

キャプテン： 早津　佳映（スズキ㈱） 

小学生男子： 大石　　巧（竜洋西小6年） 

 大塚　悠介（竜洋西小6年） 

小学生女子： 大庭万莉奈（竜洋北小6年） 

 佐藤　祐実（竜洋北小6年） 

中学生男子： 石橋　輝久（竜洋中学3年） 

 太田　拓実（福田中学3年） 

中学生女子： 赤堀　結衣（城山中学2年） 

 鈴木　菜央（城山中学1年） 

高 校 男 子： 熊岡　寛訓（磐田西高3年） 

 杉浦　　直（浜松日体3年） 

 田中　雅浩（磐田農高3年） 

高 校 女 子： 大庭亜紗実（常葉菊川高2年） 

 安間　光里（常葉菊川高1年） 

 神谷　琴美（磐田南高1年） 

一 般 男 子： 三谷　裕淑（東京農業大4年） 

 滝口　　哉（NTN磐田㈱） 

一 般 女 子： 早津　佳映（スズキ㈱） 

 鈴木　夏樹（東京女体大3年） 

40歳以上： 伊藤富士男（㈱ショーワ) 

 大庭　稔博（磐田消防署） 

第9回　静岡県市町村対抗駅伝競走大会 

磐田市チーム 大健闘で連続入賞果たす。 
小学生1,500m走 磐田市アベックで優勝（大会史上初） 

大活躍の小学生 
（左から）大塚　悠介選手、大石　　巧選手 
　　　　　大庭万莉奈選手、佐藤　祐実選手 
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磐田市チーム 大健闘で連続入賞果たす。 
小学生1,500m走 磐田市アベックで優勝（大会史上初） 

　日本プロ野球名球会、全国野球振興会（日本プロ野球ＯＢクラブ）のメンバーが参加する
「ドリームベースボール」が9月28日（日）磐田市城山球場で開催され4,000名を超える野
球ファンが詰めかけ様々なアトラクションで磐田市民と触れ合い有意義な1日となりました。
名球会からは、金田正一氏、山本浩二氏、衣笠祥雄氏、加藤秀司氏、北別府学氏、土井正博
氏、藤田平氏が訪れ、OBクラブからは、山内和宏氏、今中慎二氏、伊東勤氏、高橋智氏、
亀山努氏ら16名が訪れました。午前の部では、市内の野球スポーツ少年団の児童や、中学
生野球部員に指導する野球教室が行われ、ポジション別に分かれ基本になる、キャッチボー
ル、捕球、バッティングなどの指導に真剣に取り組んでいました。アトラクションでは、ホ
ームラン競争なども行われ、山本浩二氏、高橋智氏のホームランにスタンドから大きな歓声
が湧きました。午後の部では、ドリームチーム対磐田市選抜チームが対戦（7回戦）、初回か
ら白熱の投手戦を展開しました。0対0で迎えた最終回磐田市選抜チームが劇的なさよなら
ヒットを打ち勝利を収めました。また、金田正一氏によるふれあい講演会「私の野球人生」
も行われ、ユーモアたっぷりに様々なエピソードを交えて、笑いを誘いながら年齢を感じさ
せない軽快なトークに会場から大きな拍手が送られていました。 

ドリームべースボール IN 磐田　開催される 
　　　磐田市選抜チーム　1対0で劇的なさよなら勝ち 

　第4回車椅子ツインバスケットボール大会が8月24日（日）アミューズ豊田で開催されま
した。全国7ブロックから8チームが参加、トーナメント方式で磐田市長杯を争いました。
ツインバスケットボールは、障害のレベルによりゴールのバスケットの位置が決められて
いることや、チームの平均を図るために障害の運動能力による持ち点制を採用してチーム
5名の持ち点の上限を設定しています。障害の種類や程度に関わらず競技への参加ができ
るように工夫され、重度の障害を持った人でも、最小限のハンデキャップでバスケットボ
ールを行うことができるのが大きな特徴です。コート上では激しくボールを奪い合うシー
ンや、車椅子がぶつかる鈍い音がしたりとスピードとパワーに加え車椅子の操作技術の見
事なプレーを見ることができました。大会結果は以下の通りです。 
　次回は多くの市民の皆様の観戦をお願いいたします。 

磐田市長杯争奪 
　　　第4回車椅子ツインバスケットボール大会開催される 

〈1回戦〉 
静岡バリアーズ　　28－22　新潟COMETS 
群馬グローリー　　35－31　Faith（大阪） 
大阪グッパーズ　　38－34　ウォリアーズ（東京） 
岐阜エキスプレス　41－37　中四国選抜（中四国） 

〈準決勝〉 
群馬グローリー　　35－26　静岡バリアーズ 
岐阜エキスプレス　38－33　大阪グッパーズ 
〈決　勝〉 
岐阜エキスプレス　37－29　群馬グローリー 

　本年度も、多くの事業へのご参加やボランティアのご協力ありがとうございました。 

　特にジュビロ磐田メモリアルマラソンや、いかまい磐田100キロウォーク、静岡県市町村対抗駅伝での応援な

ど、大変感謝をしています。 

　また平成20年4月より磐田市は新指定管理者制度を導入し、当会は磐田市より、以下の施設の指定管理者として

認定していただきました。 

　○磐田市総合体育館ほか11施設 

　○東大久保運動公園ほか3施設 

　○福田屋内スポーツセンターほか13施設 

　昨年までと比べて管理する施設は多くなりましたが、より市民の皆様が使いやすく、また進んでスポーツを楽し

める施設を目指すべく努力をしています。磐田市体育協会の管理する施設において、こんな教室をやってほしい！

こんなことはできないの？などとご意見やご要望がありましたら、なんなりとお寄せ下さい。 

　来年度も、引き続き体育協会の事業へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

磐 田 市 体 育 協 会 事 務 局 だ よ り  

本 年 度 事 業 報 告  本 年 度 事 業 報 告  



 

　NPO法人磐田市体育協会のホームページに多くのア
クセスをいただき大変ありがとうございます。 
すでに55,000件突破しています。 
磐田市内のスポーツイベントや事業報告など様々な視
点で情報を提供しています。 
市民の皆様に親しまれるようわかりやすい内容で今後
も取り組んでいきます。 

NPO法人磐田市体育協会ホームページアドレス �������������	�	
�	������

　市内スポーツに関しての質問も受け付けています。E-MAIL：mail@iwata-taikyo.com
　事務局公式ブログ「磐田体協★事務局日記」http://iwatataikyo.hamazo.tv/

●ダンベル教室 
第1期：4月1日（水）～7月15日（水） 
　　　　※毎週水曜日≪全15回≫ 
時　間：午前10：00～11：30 
定　員：100名 
場　所：総合体育館　大体育場 
参加費：4,200円（消費税・保険料込み） 
対　象：健康な方ならどなたでも参加OK

●さわやかリズム体操クラブ 
第1期：4月7日（火）～7月21日（火） 
　　　　※毎月隔週火曜日≪全8回≫ 
時　間：午前10：00～11：30 
定　員：20名 
場　所：総合体育館　武道場 
参加費：3,150円（消費税・保険料込み） 
対　象：60歳以上の健康な男女  
内　容：様々な道具を使い、リズムに合わせて体を動かします。 

●ジュニアスポーツ教室 
★小学校1・2年 
第1期：4月2日（木）～7月23日（木） 

※第1･3木曜日コースと、第2・4木曜コースから
お選びください。≪各コース全8回≫ 

時　間：午後4：00～5：30 
★小学校3～5年生 
第1期：4月7日（火）～7月21日（火） 
　　　　※第1･3火曜日≪全8回≫ 
時　間：午後5：00～6：30 
☆共通事項 
定　員：各15名 
場　所：陸上競技場・体育館　他 
参加費：3,150円（消費税・保険料込み） 
内　容：基礎運動能力を向上させるためのさまざまなスポ

ーツを行います。 

●エアロビクス教室 
第1期：4月2日（木）～7月16日（木） 
　　　　※毎週木曜日≪全15回≫ 
時　間：午前10：00～11：30　 
定　員：100名 
場　所：総合体育館　大体育場 
参加費：4,200円（消費税・保険料込み） 
対　象：健康な方ならどなたでも参加OK

●ヨーガ教室 
★月曜コース 
第1期：4月6日（月）～7月27日（月） 
　　　　※毎週月曜日≪全16回≫ 
時　間：午前10：00～11：30 
★木曜コース 
第1期：4月2日（木）～7月23日（木） 
　　　　※毎週木曜日≪全16回≫ 
時　間：午後2：00～3：30 
★金曜コース 
第1期：4月3日（金）～7月24日（金） 
　　　　※毎週金曜日≪全16回≫ 
時　間：午前10：00～11：30 
☆共通事項 
定　員：各50名 
場　所：総合体育館　武道場　他 
参加費：11,000円（消費税・保険料込み） 
　　　　※1ヶ月（4回 3,150円）申込みもあります。 
対　象：健康な方ならどなたでも参加OK

●親子フィットネス教室 
第1期：4月11日（土）～7月25日（土） 
　　　　※毎月隔週土曜日≪全8回≫ 
時　間：午前10：00～11：30 
定　員：15組 
場　所：総合体育館　武道場　他 
参加費：3,150円（消費税・保険料込み） 
対　象：4歳～6歳のお子様とその保護者 
　　　　（お子様一人に対し保護者一人） 
内　容：様々な用具を使って親子で運動したり、親子体操

を行います。 

各教室、2月、3月度の1日体験教室を随時受付中！！ 
ご希望の方は磐田市総合体育館（32-4236）までお問い合わせ下さい。 

N P O法人磐田市体育協会  
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※豊田川の桜並木を探索しよう！ 

いかまい磐田 
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H21年度第1期 
開催予定 

N P O法人磐田市体育協会  

各種スポーツ教室 
H21年度第1期 
開催予定 

≪60歳以上の方の健康維持・増進に≫ 

≪成長期のお子様に≫ 

≪どなたでもご参加いただけます≫ 

ただ今、 
H20年度第3期 
を開催中！ 


