
加盟団体紹介加盟団体紹介

第22回ジュビロ磐田メモリアルマラソン
フォトコンテスト　審査結果発表
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　第21回大会に続き、今回もフォトコンテストを開催致しました。
今大会より新たにインスタグラムでの応募も企画致しました。
　ランナー以外にも、様々な方にジュビロ磐田メモリアルマラソン
へご参加頂きたいと考え、「笑顔」部門と「フリー」部門に分けて
募集し、笑顔溢れる作品、個性溢れる作品が集まりました。
　審査会にて、各部門体育協会会長賞1点、優秀賞1点、入選3点を
選出致しましたのでご紹介します。
　ご応募頂きました皆様ありがとうございました。

体育協会会長賞 田嶋恒夫さん 「似合うでしょ」

優秀賞 山下安範さん「ママ頑張って わたしスヤスヤ」 入選 西脇末乃さん

入選 村松順子さん 入選 鈴木けい子さん 「オアシスゾーン」

優秀賞 笠原吉則さん 「絶好調だよ～」 入選 村松洋二郎さん 「お兄ちゃんお疲れさま！」

入選 岡本善弘さん 入選 川崎健太さん

体育協会会長賞 後藤佑奈さん

令和最初の年度も終わりを迎えようとしています。一年間、当会の事業へご理解・ご協力賜りまして、誠にありがと
うございました。令和2年4月1日より、磐田市スポーツ協会へ名称変更致します。気持ちを新たに事業を展開して
参りますので、今後ともご理解・ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

事務局
　　より

令和元年度ＮＰＯ法人磐田市体育協会 臨時総会開催

磐田市体育協会は、令和2年4月1日より磐田市スポーツ協会へ名称変更いたします。

　令和2年1月13日（月・祝）ｉプラザ（総合健康福祉会館）
にて臨時総会を開催いたしました。定款変更と理事・役
員の選出が議題となりました。 
　磐田市体育協会は4月1日より磐田市スポーツ協会に名
称変更いたします。これに伴い定款変更をいたしました。
また令和2年・3年度の理事が選出され、その中より会長、
副会長、理事長、副理事長が選出されました。 
　磐田ファミリーバドミントン協会の村松議長のもと審
議され、いずれの議事も承認されました。
　最後になりますが、本年も磐田市体育協会を
よろしくお願い申し上げます。

S P O R T S  I W A T A

　「射即人生」という言葉があるように、
弓道は人生そのものに喩えられます。
弓道人は心と技を一体とし、内面の価値
を高めて人生を深く豊かなものにするた
めに弓道の最高目標である「真・善・美」
を追い求めます。
　磐田弓道協会はそんな弓道の魅力にと
りつかれた約130人の老若男女で構成さ
れており、木々に囲まれたかぶと塚公園
内の道場で、和気藹々、日々稽古に励ん
でいます。
　主な活動は月例会、特に毎年５月は近
隣市町村から約150人の参加者を迎え、磐田市長杯弓道大会を盛大に行っています。
　また、初心者弓道教室を9月から開催しており毎年15人前後の方々が新たに仲間に加わってくれて
います。
　興味がある方はいつでも気軽に声をかけてください。道場でお待ちしております。
　詳細は「磐田弓道協会」のホームページをご覧ください。　http://r.goope.jp/iwatakyudo

　バドミントンは、2020東京オ
リンピック・パラリンピックの年
を迎え日本のトップ選手が世界の
舞台で大活躍をして大変注目を浴
びています。バドミントン競技人
口も確実に増加してジュニアから
経験者が生涯スポーツとしてプ
レーを続けています。バドミント
ンに興味があり始めてみたい方ま
たは今の技術を磨きレベルアップ
されたい方は、自分の競技レベル
に見合ったクラブで生涯スポーツ
として健康な体作りを目指して頂
きたいものです。

磐田弓道協会
問い合わせ先　山内　090-12

80-9323

磐田バドミントン協会
問い合わせ先　増田　32-70

84

初心者弓道教室

月例射会

スポレクミニ弓道教室

磐田市長杯弓道大会

いわたいいいいいいいいいいいいいいわわわたたたたわわわわわわわたわたわたわたわたわたたたたたたた
「磐田市体育協会ホーム
ペ ー ジ」、「Facebook」
はこちらのQRコードより
ご覧ください。

●編集・発行　ＮＰＯ法人磐田市体育協会 広報委員会
●問い合わせ先　ＮＰＯ法人磐田市体育協会 　TEL 0538-33-3443　http://www.iwata-taikyo.com

第40号2020年3月15日発行
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役職 氏　名 役職 氏　名 役職 氏　名 役職 氏　名 役職 氏　名

会長 河島　直明 副理事長 安形　勝彦 理事 松井　良子 理事 小林　春男 理事 坂口　弘和
副会長 髙槗　一良 理事 松下　　孝 理事 八木　伸一 理事 角川　重晴 理事 柴田　勝好
副会長 磯部　知明 理事 佐藤　智洋 理事 池田　弘人 理事 長谷川竜一 理事 熊谷　茂晴
副会長 宇藤　栄治 理事 寺田　　悦 理事 佐藤　元則 理事 川合　修平 監事 中野　　眞
理事長 粟倉　義弘 理事 山下　安範 理事 白井　　彰 理事 杉浦　　直 監事 鈴木　　勉
副理事長 中嶋　英明 理事 寺田　明夫 理事 松本　寿夫 理事 高森　　剛 監事 水野　貞男
副理事長 松島　正司 理事 村松　邦明 理事 後藤　仁志 理事 落合　雄三
副理事長 髙田　欣洋 理事 小池　桂三 理事 寺田　良博 理事 落合　正裕

令和2・3年度 NPO法人磐田市体育協会 役員・理事名簿
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クラブ名 代表者 連絡先 電話番号
スミレクラブ 児玉恵里子 磐田市福田中島843-1 080-5103-1789
デリカ 木下千名美 磐田市見付 （0538）32-7084（増田）
豊田クラブ 松永　恭範 磐田市上万能 090-9906-8803
ペンギン 小澤　　誠 磐田市二之宮浅間10-2 （0538）36-3641



教室紹介

スポーツ交流の里　ゆめりあ （電話0538-38-4150）

●詳しい内容や日程は、一度各場所の電話番号にお問い合わせください。
●教室によっては定員に達している場合もあります。ご了承ください。

磐田市総合体育館 （電話0538-32-4236）

いかまい ふれあいウォーク磐田

第３９回長藤マラソン大会　参加者募集！

：

：磐田市国分寺史跡
：無料・当日受付
：約12km・観光コース（約6km予定）・ノルディックウォーク（ポール無料レンタル20名）
：14:00

開 催 日
集合場所
参加方法
コ ー ス
終了時間

：9:00～9:30　　開会式：9:30 開会式後、一斉スタートします。
：iプラザ東側 【磐田市役所従業員駐車場】（駐車場に限りがあり、公共機関をご利用下さい）

受付時間
駐 車 場

開催日：令和2年 ４月29日（水・祝）
　磐田市アミューズ豊田を会場として行います。起伏の少ないコース
ですので、マラソン初心者の方も安心してご参加頂けます。豊田地区
の田園風景のなかを駆け抜けてみませんか。

■リラックスヨガ教室　※ヨガマット必要
金曜日クラス…14：00～15：30　定員15名
水曜日クラス…19：00～20：30　定員15名

■ピラティス教室　※ヨガマット必要
金曜日　9：30～10：30　定員15名

■気功教室
月2回月曜日　10：00～11：30　定員15名

■ノルディックウォーク教室　※ノルディックポールを持っている方は持参ください。
月曜日　13：45～14：45　定員15名

■チアダンス教室（年中・年長）
月2回火曜日　15：30～16：15　定員15名

■ヨーガ教室　※ヨガマット必要
★月曜日…月4回　10：00～11：30　定員30名
★木曜日…月4回　14：00～15：30　定員30名
★金曜日…月4回　10：00～11：30　定員30名

■エアロビ教室
月3または4回木曜日　10：00～11：30　定員60名

■ダンベル教室
月3または4回水曜日　10：00～11：30　定員60名

■さわやかリズム教室
月2回火曜日　10：00～11：30　定員30名

■ノルディックウォーキング教室　※ノルディックポールをお持ちの方はご持参ください。
木曜日　10：00～11：00　定員20名

■ジュニアスポーツ教室
★年中①…第1・3木曜日（月2回）15：00～16：00　定員15名
★年中②…第1・3木曜日（月2回）16：30～17：30　定員15名

■ジュニアランニング教室
★1・2年生①…月3または4回月曜日　16：00～17：00　定員20名
★1・2年生②…月3または4回水曜日　16：15～１７：１５　定員20名

■やらまい祭～春に向けての体力チェック～
2020年3月31日（火）午前10時から正午
参加料（一般）500円、（やらまいか参加者）回数券1枚　※当日徴収
40歳以上の方を対象　内容は健康体操、体力チェック、クールダウン等
室内シューズをご持参ください。
申込→磐田市総合体育館受付に電話または直接磐田市総合体育館までお越しください。

問合せ　NPO法人磐田市体育協会事務局　TEL　0538-33-3443（月～金 ９時00分～17時00分）

◆部　　門　３km（小学生のみ）・５km（中学生以上）・10km（高校生以上）
◆申込方法　①インターネット申込　締切：令和2年3月31日(火)
　　　　　　※振替払込用紙での申込、磐田市総合体育館への直接申込は受付終了いたしました。

第23回　　　ジュビロ磐田
メモリアルマラソン

2020年11月15日日

開催日決定！

今年の開催日が決定いたしました。
より良い大会を目指して準備を進める所存です。
大会に関するお問い合わせは事務局へご連絡ください。
ジュビロ磐田メモリアルマラソン事務局
TEL 0538-33-3443（月～金 9時00分～17時00分）

Ⓒ2015 JUBILO

※当日受付は行っていません。定員になり次第、申込終了となる場合がございますので、お早めにお申込ください。

お知らせ
長藤マラソン大会は第39回をもちまして終了させていただきます。
交通事情等により決断をいたしました。本大会を毎年楽しみにされている皆様には誠に申し訳ございませんが、
何卒ご理解をいただけましたらと存じます。
長年にわたりご愛顧いただきましてありがとうございました。　　　　　　　　　　　　NPO法人磐田市体育協会

令和２年 4月5日日

問合せ先
NPO法人磐田市体育協会
　0538-33-3443

～新駅『御厨駅』を見に行こう～

今回のウォーキングは‼スタンプラリー
　時間内に各自自由な道順にてポイントを集めて頂きます。
巡るポイントは何カ所でもＯＫ!（簡単なコースマップを当日お渡し致します)

6か所のポイントを集めて
抽選会へ参加しよう
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金曜日クラス…14：00～15：30　定員15名
水曜日クラス…19：00～20：30　定員15名

■ピラティス教室　※ヨガマット必要
金曜日　9：30～10：30　定員15名

■気功教室
月2回月曜日　10：00～11：30　定員15名

■ノルディックウォーク教室　※ノルディックポールを持っている方は持参ください。
月曜日　13：45～14：45　定員15名

■チアダンス教室（年中・年長）
月2回火曜日　15：30～16：15　定員15名

■ヨーガ教室　※ヨガマット必要
★月曜日…月4回　10：00～11：30　定員30名
★木曜日…月4回　14：00～15：30　定員30名
★金曜日…月4回　10：00～11：30　定員30名

■エアロビ教室
月3または4回木曜日　10：00～11：30　定員60名

■ダンベル教室
月3または4回水曜日　10：00～11：30　定員60名

■さわやかリズム教室
月2回火曜日　10：00～11：30　定員30名

■ノルディックウォーキング教室　※ノルディックポールをお持ちの方はご持参ください。
木曜日　10：00～11：00　定員20名

■ジュニアスポーツ教室
★年中①…第1・3木曜日（月2回）15：00～16：00　定員15名
★年中②…第1・3木曜日（月2回）16：30～17：30　定員15名

■ジュニアランニング教室
★1・2年生①…月3または4回月曜日　16：00～17：00　定員20名
★1・2年生②…月3または4回水曜日　16：15～１７：１５　定員20名

■やらまい祭～春に向けての体力チェック～
2020年3月31日（火）午前10時から正午
参加料（一般）500円、（やらまいか参加者）回数券1枚　※当日徴収
40歳以上の方を対象　内容は健康体操、体力チェック、クールダウン等
室内シューズをご持参ください。
申込→磐田市総合体育館受付に電話または直接磐田市総合体育館までお越しください。

問合せ　NPO法人磐田市体育協会事務局　TEL　0538-33-3443（月～金 ９時00分～17時00分）

◆部　　門　３km（小学生のみ）・５km（中学生以上）・10km（高校生以上）
◆申込方法　①インターネット申込　締切：令和2年3月31日(火)
　　　　　　※振替払込用紙での申込、磐田市総合体育館への直接申込は受付終了いたしました。

第23回　　　ジュビロ磐田
メモリアルマラソン

2020年11月15日日

開催日決定！

今年の開催日が決定いたしました。
より良い大会を目指して準備を進める所存です。
大会に関するお問い合わせは事務局へご連絡ください。
ジュビロ磐田メモリアルマラソン事務局
TEL 0538-33-3443（月～金 9時00分～17時00分）

Ⓒ2015 JUBILO

※当日受付は行っていません。定員になり次第、申込終了となる場合がございますので、お早めにお申込ください。

お知らせ
長藤マラソン大会は第39回をもちまして終了させていただきます。
交通事情等により決断をいたしました。本大会を毎年楽しみにされている皆様には誠に申し訳ございませんが、
何卒ご理解をいただけましたらと存じます。
長年にわたりご愛顧いただきましてありがとうございました。　　　　　　　　　　　　NPO法人磐田市体育協会

令和２年 4月5日日

問合せ先
NPO法人磐田市体育協会
　0538-33-3443

～新駅『御厨駅』を見に行こう～

今回のウォーキングは‼スタンプラリー
　時間内に各自自由な道順にてポイントを集めて頂きます。
巡るポイントは何カ所でもＯＫ!（簡単なコースマップを当日お渡し致します)

6か所のポイントを集めて
抽選会へ参加しよう
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