
■郡山総合体育館（大体育館全面）　行事実績（2020年度）
団体名／利⽤者名 利⽤⽬的 ⾏事名称

2020/6/20 ⼟ 900 〜 2100 福島県南⾼等学校体育連盟県中バドミントン部 バドミントン 県中地区３年⽣の活躍の場を与える合同練習会
2020/6/21 ⽇ 900 〜 1700 福島県南⾼等学校体育連盟県中バドミントン部 バドミントン 県中地区３年⽣の活躍の場を与える合同練習会

2020/7/23 ⽊ 900 〜 1700 県南バスケットボール協会 バスケットボール
県南バスケットボール Ｔ・Ｏ（テーブルオフィシャル）
講習会

2020/7/25 ⼟ 900 〜 1700 県中バドミントン協会 バドミントン ２０２０ Ｂ－１チャレンジバドミントン選⼿権⼤会

2020/7/26 ⽇ 900 〜 1700 県南バスケットボール協会 バスケットボール
県南バスケットボール Ｔ・Ｏ（テーブルオフィシャル）
講習会

2020/8/1 ⼟ 900 〜 2100 福島県⾼体連県中地区卓球専⾨部 卓球
令和２年度福島県卓球選⼿権⼤会兼全⽇本卓球選⼿権福島
県県中地区⼤会

2020/8/2 ⽇ 900 〜 1700 郡⼭市卓球協会 卓球 第１２３回郡⼭卓球選⼿権⼤会ダブルスの部

2020/8/25 ⽕ 900 〜 2100 福島県南⾼等学校体育連盟県中バドミントン部 バドミントン
２０２０全国⾼等学校選抜バドミントン⼤会に向けたプレ
⼤会

2020/8/26 ⽔ 900 〜 2100 福島県南⾼等学校体育連盟県中バドミントン部 バドミントン
２０２０全国⾼等学校選抜バドミントン⼤会に向けたプレ
⼤会

2020/8/27 ⽊ 900 〜 1900 福島県南⾼等学校体育連盟県中バドミントン部 バドミントン
２０２０全国⾼等学校選抜バドミントン⼤会に向けたプレ
⼤会

2020/8/30 ⽇ 900 〜 1500 登⿓杯実⾏委員会 剣道 福島県⾼校剣道部 ３年⽣にエールを送る会
2020/9/5 ⼟ 900 〜 2100 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 アマチュアスポーツ 郡⼭市⺠スポーツ・レクリエーション祭
2020/9/6 ⽇ 900 〜 1700 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 アマチュアスポーツ 郡⼭市⺠スポーツ・レクリエーション祭
2020/9/11 ⾦ 900 〜 2100 県南バスケットボール協会 バスケットボール 県南⾼校バスケットボール１年⽣⼤会
2020/9/12 ⼟ 900 〜 2100 県南バスケットボール協会 バスケットボール 県南⾼校バスケットボール１年⽣⼤会
2020/9/13 ⽇ 900 〜 1700 県南バスケットボール協会 バスケットボール 県南⾼校バスケットボール１年⽣⼤会
2020/9/14 ⽉ 900 〜 1700 郡⼭市⽴郡⼭第七中学校 その他（球技） 郡⼭第七中学校 第２・３学年校内球技⼤会
2020/9/15 ⽕ 900 〜 1700 郡⼭市⽴郡⼭第⼀中学校 体育祭 郡⼭第⼀中学校体育祭（１年・３年）
2020/9/16 ⽔ 900 〜 1700 郡⼭市⽴郡⼭第⼀中学校 体育祭 郡⼭第⼀中学校体育祭（１年・３年）
2020/9/17 ⽊ 900 〜 1700 郡⼭市⽴郡⼭第⼀中学校 体育祭 郡⼭第⼀中学校体育祭（１年・３年）
2020/9/19 ⼟ 900 〜 1700 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール

2020/9/19 ⼟ 1700 〜 2100 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課
郡⼭地区県⺠スポーツ⼤
会家庭バレーボール競技

郡⼭地区県⺠スポーツ⼤会家庭バレーボール競技

2020/9/20 ⽇ 900 〜 1700 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課
郡⼭地区県⺠スポーツ⼤
会家庭バレーボール競技

郡⼭地区県⺠スポーツ⼤会家庭バレーボール競技

2020/9/21 ⽉ 900 〜 1200 郡⼭市トランポリン協会 トランポリン 令和２年度第３回郡⼭市トランポリン強化練習会
2020/9/22 ⽕ 900 〜 1200 郡⼭市トランポリン協会 トランポリン 令和２年度第３回郡⼭市トランポリン強化練習会
2020/9/23 ⽔ 900 〜 2100 郡⼭市中学校体育連盟 卓球 郡⼭市中学校新⼈総合体育⼤会（卓球）
2020/9/24 ⽊ 900 〜 1900 郡⼭市中学校体育連盟 卓球 郡⼭市中学校新⼈総合体育⼤会（卓球）
2020/9/25 ⾦ 900 〜 1200 太⽥看護専⾨学校 その他（球技） 太⽥看護専⾨学校体育祭
2020/9/26 ⼟ 900 〜 1700 郡⼭市トランポリン協会 トランポリン 第２８回川⽥杯トランポリン競技選⼿権⼤会

2020/9/27 ⽇ 900 〜 1700 郡⼭市バドミントン協会 バドミントン
第５８回郡⼭市⺠体育祭 バドミントン競技（シングルス
の部）

2020/9/30 ⽔ 1200 〜 1700 福島県卓球協会 卓球 東⽇本ホープスナショナルチーム選考会
2020/10/1 ⽊ 900 〜 2100 福島県卓球協会 卓球 東⽇本ホープスナショナルチーム選考会
2020/10/2 ⾦ 1200 〜 2100 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2020/10/3 ⼟ 900 〜 2100 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2020/10/4 ⽇ 900 〜 2100 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2020/10/8 ⽊ 900 〜 1500 双葉第⼆幼稚園 運動

2020/10/9 ⾦ 900 〜 2100 県南体操協会 体操
福島県⾼等学校新⼈⼤会 体操 県南地区予選会・郡⼭市
市⺠体育祭

2020/10/10 ⼟ 900 〜 2100 県南体操協会 体操
福島県⾼等学校新⼈⼤会 体操 県南地区予選会・郡⼭市
市⺠体育祭

2020/10/11 ⽇ 900 〜 1700 郡⼭市バドミントン協会 バドミントン
第５８回郡⼭市⺠体育祭 バドミントン競技（⾼校・⼀般
の部）

2020/10/14 ⽔ 1700 〜 2100 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 バレーボール デンソーエアリービーズバレーボールスクールｉｎ郡⼭

2020/10/15 ⽊ 900 〜 1700 国際情報⼯科⾃動⾞⼤学校
２０２０ＷｉＺスポー
ツフェスタ

２０２０ＷｉＺスポーツフェスタ

2020/10/18 ⽇ 900 〜 1900 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2020/10/19 ⽉ 900 〜 2100 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2020/10/20 ⽕ 900 〜 2100 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦

2020/10/21 ⽔ 900 〜 1700
学校法⼈ 国際学園 星槎国際⾼等学校 郡⼭
学習センター

アマチュアスポーツ 体育祭

2020/10/28 ⽔ 1700 〜 2100 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 バレーボール デンソーエアリービーズバレーボールスクールｉｎ郡⼭
2020/10/29 ⽊ 900 〜 2100 株式会社 デンソー バレーボール Ｖ．ＬＥＡＧＵＥデンソーエアリービーズホームゲーム
2020/10/30 ⾦ 900 〜 2100 株式会社 デンソー バレーボール Ｖ．ＬＥＡＧＵＥデンソーエアリービーズホームゲーム
2020/10/31 ⼟ 900 〜 1200 株式会社 デンソー バレーボール Ｖ．ＬＥＡＧＵＥデンソーエアリービーズホームゲーム
2020/10/31 ⼟ 1200 〜 1500 株式会社 デンソー バレーボール Ｖ．ＬＥＡＧＵＥデンソーエアリービーズホームゲーム
2020/10/31 ⼟ 1500 〜 2100 株式会社 デンソー バレーボール Ｖ．ＬＥＡＧＵＥデンソーエアリービーズホームゲーム
2020/11/1 ⽇ 900 〜 1200 株式会社 デンソー バレーボール Ｖ．ＬＥＡＧＵＥデンソーエアリービーズホームゲーム
2020/11/1 ⽇ 1200 〜 1500 株式会社 デンソー バレーボール Ｖ．ＬＥＡＧＵＥデンソーエアリービーズホームゲーム
2020/11/1 ⽇ 1500 〜 1700 株式会社 デンソー バレーボール Ｖ．ＬＥＡＧＵＥデンソーエアリービーズホームゲーム
2020/11/4 ⽔ 1900 〜 2100 郡⼭市ラージボール卓球協会 卓球 うねめ杯ラージボール卓球⼤会
2020/11/5 ⽊ 900 〜 1700 郡⼭市ラージボール卓球協会 卓球 うねめ杯ラージボール卓球⼤会
2020/11/10 ⽕ 900 〜 1500 双葉・双葉第⼆幼稚園 その他（球技以外） 運動会

利⽤⽇ 利⽤時間

資料21　運営実績資料



団体名／利⽤者名 利⽤⽬的 ⾏事名称利⽤⽇ 利⽤時間
2020/11/12 ⽊ 900 〜 1500 双葉・双葉第⼆幼稚園 その他（球技以外） 運動会
2020/11/13 ⾦ 900 〜 1700 学校法⼈永和学園⽇本調理技術専⾨学校 バレーボール他 Ｎｉｔｃｈｏ体育祭
2020/11/15 ⽇ 900 〜 1900 郡⼭市フロアボール協会 ネオホッケー 全国シニア＆ミドルネオホッケー⼤会
2020/11/23 ⽉ 900 〜 2100 郡⼭市卓球協会 卓球 令和２年度 第３回福島県⼩学⽣強化リーグ卓球⼤会
2020/11/25 ⽔ 1700 〜 2100 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 バレーボール デンソーエアリービーズバレーボールスクールｉｎ郡⼭

2020/11/29 ⽇ 900 〜 1700 郡⼭市バドミントン協会 バドミントン
第５８回郡⼭市⺠体育祭 バドミントン競技（⼩・中の
部）

2020/12/2 ⽔ 900 〜 2100 福島県南⾼体連県中地区ソフトテニス部 ソフトテニス
第５０回福島県⾼等学校インドアソフトテニス競技 県中
地区予選（１／２）

2020/12/3 ⽊ 900 〜 2100 福島県南⾼体連県中地区ソフトテニス部 ソフトテニス
第５０回福島県⾼等学校インドアソフトテニス競技 県中
地区予選（１／２）

2020/12/4 ⾦ 1500 〜 2100 ⼀般財団法⼈福島県サッカー協会 フットサル ＪＦＡ第２６回全⽇本フットサル選⼿権⼤会東北⼤会
2020/12/5 ⼟ 900 〜 2100 ⼀般財団法⼈福島県サッカー協会 フットサル ＪＦＡ第２６回全⽇本フットサル選⼿権⼤会東北⼤会
2020/12/6 ⽇ 900 〜 1700 ⼀般財団法⼈福島県サッカー協会 フットサル ＪＦＡ第２６回全⽇本フットサル選⼿権⼤会東北⼤会
2020/12/8 ⽕ 1200 〜 2100 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2020/12/9 ⽔ 900 〜 2100 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2020/12/10 ⽊ 900 〜 2100 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2020/12/11 ⾦ 900 〜 2100 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2020/12/12 ⼟ 900 〜 2100 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2020/12/13 ⽇ 900 〜 1900 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2020/12/19 ⼟ 900 〜 2100 郡⼭市卓球協会 卓球 第１２４回郡⼭卓球選⼿権⼤会（団体の部）
2020/12/20 ⽇ 900 〜 2100 福島県ソフトテニス連盟 ソフトテニス 第５０回福島県⾼等学校ソフトテニスインドア選⼿権⼤会
2020/12/21 ⽉ 900 〜 2100 福島県ソフトテニス連盟 ソフトテニス 第５０回福島県⾼等学校ソフトテニスインドア選⼿権⼤会
2020/12/22 ⽕ 900 〜 2100 福島県ソフトテニス連盟 ソフトテニス 第５０回福島県⾼等学校ソフトテニスインドア選⼿権⼤会
2020/12/25 ⾦ 1500 〜 2100 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2020/12/26 ⼟ 900 〜 2100 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2020/12/27 ⽇ 900 〜 1900 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2021/1/11 ⽉ 900 〜 1700 郡⼭市ドッジボール協会 ドッジボール 新春親善ドッジボール⼤会
2021/1/15 ⾦ 1700 〜 2100 郡⼭市卓球協会 卓球 第５２回中通り卓球選⼿権⼤会
2021/1/16 ⼟ 900 〜 2100 郡⼭市卓球協会 卓球 第５２回中通り卓球選⼿権⼤会
2021/1/17 ⽇ 900 〜 1700 郡⼭市卓球協会 卓球 第５２回中通り卓球選⼿権⼤会
2021/1/26 ⽕ 1200 〜 2100 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2021/1/27 ⽔ 900 〜 2100 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2021/1/28 ⽊ 900 〜 2100 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2021/1/29 ⾦ 900 〜 2100 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2021/1/30 ⼟ 900 〜 2100 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2021/1/31 ⽇ 900 〜 1900 福島スポーツエンタテインメント株式会社 バスケットボール Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ２０２０－２０２１公式戦
2021/2/7 ⽇ 1200 〜 1500 チームＭＹ バレーボール
2021/2/7 ⽇ 1500 〜 1700 チームＭＹ バレーボール
2021/2/10 ⽔ 1200 〜 2100 ⼀般財団法⼈福島県サッカー協会 フットサル 郡⼭カップ第１５回福島県フットサル選⼿権⼤会
2021/2/11 ⽊ 900 〜 1900 ⼀般財団法⼈福島県サッカー協会 フットサル 郡⼭カップ第１５回福島県フットサル選⼿権⼤会
2021/2/12 ⾦ 900 〜 2100 ⼀般財団法⼈福島県サッカー協会 フットサル 郡⼭カップ第１５回福島県フットサル選⼿権⼤会
2021/2/13 ⼟ 900 〜 2100 ⼀般財団法⼈福島県サッカー協会 フットサル 郡⼭カップ第１５回福島県フットサル選⼿権⼤会
2021/2/14 ⽇ 900 〜 1900 ⼀般財団法⼈福島県サッカー協会 フットサル 郡⼭カップ第１５回福島県フットサル選⼿権⼤会
2021/2/24 ⽔ 1200 〜 1700 郡⼭市⽴⼤成⼩学校 ⿎笛移杖式 ⿎笛移杖式・巣⽴ちの会

2021/3/11 ⽊ 900 〜 1700 ３．１１反原発福島⾏動実⾏委員会
「３．１１反原発福島
⾏動ʼ２１」

「３．１１反原発福島⾏動ʼ２１」

2021/3/22 ⽉ 900 〜 2100 福島県南⾼等学校体育連盟県中バドミントン部 バドミントン 令和２年度全国⾼等学校選抜バドミントン⼤会
2021/3/23 ⽕ 900 〜 2100 福島県南⾼等学校体育連盟県中バドミントン部 バドミントン 令和２年度全国⾼等学校選抜バドミントン⼤会
2021/3/24 ⽔ 900 〜 2100 福島県南⾼等学校体育連盟県中バドミントン部 バドミントン 令和２年度全国⾼等学校選抜バドミントン⼤会
2021/3/25 ⽊ 900 〜 2100 福島県南⾼等学校体育連盟県中バドミントン部 バドミントン 令和２年度全国⾼等学校選抜バドミントン⼤会
2021/3/26 ⾦ 900 〜 2100 福島県南⾼等学校体育連盟県中バドミントン部 バドミントン 令和２年度全国⾼等学校選抜バドミントン⼤会
2021/3/27 ⼟ 900 〜 2100 福島県南⾼等学校体育連盟県中バドミントン部 バドミントン 令和２年度全国⾼等学校選抜バドミントン⼤会
2021/3/28 ⽇ 900 〜 1900 福島県南⾼等学校体育連盟県中バドミントン部 バドミントン 令和２年度全国⾼等学校選抜バドミントン⼤会



■開成山陸上競技場（陸上競技場）　行事実績（2020年度）
団体名／利⽤者名 利⽤⽬的 ⾏事名称

2020/6/10 ⽔ 900 〜 1300
学校法⼈ 国際学園 星槎国際⾼等学校 郡⼭
学習センター

スポーツテスト スポーツテスト

2020/6/20 ⼟ 900 〜 1200
Ａｌｌ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｓｐｏｒｔ
ｓ Ｃｌｕｂ

アマチュアスポーツ ダッシュ塾

2020/7/11 ⼟ 900 〜 1700 県南陸上競技協会 陸上競技
第７５回福島県陸上競技選⼿権⼤会兼第７５回国⺠体育⼤
会選⼿選考会県南予選会

2020/7/12 ⽇ 900 〜 1700 県南陸上競技協会 陸上競技
第７５回福島県陸上競技選⼿権⼤会兼第７５回国⺠体育⼤
会選⼿選考会県南予選会

2020/7/15 ⽔ 900 〜 1700 郡⼭市健康⻑寿課 ゲートボール 第４０回郡⼭市⽼⼈クラブ連合会ゲートボール選⼿権⼤会
2020/7/16 ⽊ 900 〜 1700 郡⼭市健康⻑寿課 ゲートボール 第４０回郡⼭市⽼⼈クラブ連合会ゲートボール選⼿権⼤会

2020/7/18 ⼟ 900 〜 1700 県南陸上競技協会 陸上競技
第７５回福島県陸上競技選⼿権⼤会兼第７５回国⺠体育⼤
会選⼿選考会県南予選会

2020/7/19 ⽇ 900 〜 1700 県南陸上競技協会 陸上競技
第７５回福島県陸上競技選⼿権⼤会兼第７５回国⺠体育⼤
会選⼿選考会県南予選会

2020/7/26 ⽇ 1200 〜 1800 郡⼭市陸上競技協会
バーチャレディスタン
スチャレンジ

バーチャレディスタンスチャレンジ 郡⼭⼤会

2020/8/8 ⼟ 900 〜 1700 福島陸上競技協会 陸上競技 第６６回全⽇本中学⽣通信陸上競技⼤会福島県⼤会
2020/8/9 ⽇ 900 〜 1700 福島陸上競技協会 陸上競技 第６６回全⽇本中学⽣通信陸上競技⼤会福島県⼤会
2020/8/10 ⽉ 900 〜 1700 福島陸上競技協会 陸上競技 第６６回全⽇本中学⽣通信陸上競技⼤会福島県⼤会

2020/8/26 ⽔ 900 〜 1800 郡⼭市中学校体育連盟
郡⼭市中学校駅伝競⾛
⼤会

郡⼭市中学校駅伝競⾛⼤会

2020/8/27 ⽊ 900 〜 1800 郡⼭市中学校体育連盟
郡⼭市中学校駅伝競⾛
⼤会

郡⼭市中学校駅伝競⾛⼤会

2020/8/28 ⾦ 900 〜 1800 郡⼭市中学校体育連盟
郡⼭市中学校駅伝競⾛
⼤会

郡⼭市中学校駅伝競⾛⼤会

2020/8/29 ⼟ 900 〜 1800 県南陸上競技協会 陸上競技 第５８回福島県⾼等学校新⼈陸上競技 県南地区予選会
2020/8/30 ⽇ 900 〜 1800 県南陸上競技協会 陸上競技 第５８回福島県⾼等学校新⼈陸上競技 県南地区予選会
2020/8/31 ⽉ 900 〜 1800 県南陸上競技協会 陸上競技 第５８回福島県⾼等学校新⼈陸上競技 県南地区予選会
2020/9/2 ⽔ 900 〜 1300 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 アマチュアスポーツ 郡⼭市⺠スポーツ・レクリエーション祭 ゲートボール
2020/9/4 ⾦ 1000 〜 1200 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 グラウンドゴルフ 市⺠スポーツ教室（中⾼齢者グラウンド・ゴルフ教室）

2020/9/5 ⼟ 900 〜 1800 県南陸上競技協会 陸上競技
県中県南中学校新⼈陸上競技⼤会兼福島県中学校新⼈陸上
競技⼤会予選会

2020/9/6 ⽇ 900 〜 1700 県南陸上競技協会 陸上競技
県中県南中学校新⼈陸上競技⼤会兼福島県中学校新⼈陸上
競技⼤会予選会

2020/9/8 ⽕ 1000 〜 1200 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 グラウンドゴルフ 市⺠スポーツ教室（中⾼齢者グラウンド・ゴルフ教室）

2020/9/8 ⽕ 1300 〜 1600 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 グラウンドゴルフ
第２７回郡⼭市⺠スポーツレクリエーション祭 グラウン
ドゴルフ

2020/9/9 ⽔ 900 〜 1600 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 グラウンドゴルフ
第２７回郡⼭市⺠スポーツレクリエーション祭 グラウン
ドゴルフ

2020/9/11 ⾦ 1400 〜 1800 県南陸上競技協会 陸上競技 第５８回福島県⾼等学校新⼈陸上競技⼤会
2020/9/12 ⼟ 900 〜 1800 県南陸上競技協会 陸上競技 第５８回福島県⾼等学校新⼈陸上競技⼤会
2020/9/13 ⽇ 900 〜 1700 県南陸上競技協会 陸上競技 第５８回福島県⾼等学校新⼈陸上競技⼤会
2020/9/14 ⽉ 900 〜 1700 県南陸上競技協会 陸上競技 第５８回福島県⾼等学校新⼈陸上競技⼤会
2020/9/16 ⽔ 900 〜 1600 郡⼭市健康⻑寿課 ゲートボール 第４２回郡⼭市ゲートボール⼤会
2020/9/17 ⽊ 900 〜 1600 郡⼭市健康⻑寿課 ゲートボール 第４２回郡⼭市ゲートボール⼤会
2020/9/18 ⾦ 1000 〜 1200 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 グラウンドゴルフ 市⺠スポーツ教室（中⾼齢者グラウンド・ゴルフ教室）
2020/9/18 ⾦ 1400 〜 1800 郡⼭市⼩学校体育連盟 陸上競技 第６０回郡⼭市内⼩学校陸上競技交歓会 練習会

2020/9/20 ⽇ 900 〜 1700 福島陸上競技協会
国体及び全国⼤会に向
けた強化練習会

2020/9/23 ⽔ 900 〜 1300 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 アマチュアスポーツ 郡⼭市⺠スポーツ・レクリエーション祭 ゲートボール
2020/9/23 ⽔ 1400 〜 1800 郡⼭市⼩学校体育連盟 陸上競技 第６０回郡⼭市内⼩学校陸上競技交歓会 練習会
2020/9/24 ⽊ 1400 〜 1800 郡⼭市⼩学校体育連盟 陸上競技 第６０回郡⼭市内⼩学校陸上競技交歓会 練習会
2020/9/25 ⾦ 1000 〜 1200 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 グラウンドゴルフ 市⺠スポーツ教室（中⾼齢者グラウンド・ゴルフ教室）

2020/9/25 ⾦ 1300 〜 1800 郡⼭市⼩学校体育連盟 陸上競技
第６０回郡⼭市内⼩学校陸上競技交歓会 プログラム編集
準備会

2020/9/26 ⼟ 900 〜 1200 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 陸上競技 トップアスリート養成教室
2020/9/29 ⽕ 1000 〜 1200 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 グラウンドゴルフ 市⺠スポーツ教室（中⾼齢者グラウンド・ゴルフ教室）
2020/9/30 ⽔ 1400 〜 1800 郡⼭市⼩学校体育連盟 陸上競技 第６０回郡⼭市内⼩学校陸上競技交歓会 練習会
2020/10/1 ⽊ 900 〜 1700 帝京安積⾼校 陸上競技
2020/10/2 ⾦ 1400 〜 1800 郡⼭市⼩学校体育連盟 陸上競技 第６０回郡⼭市内⼩学校陸上競技交歓会 練習会
2020/10/6 ⽕ 1400 〜 1800 郡⼭市⼩学校体育連盟 陸上競技 第６０回郡⼭市内⼩学校陸上競技交歓会 練習会
2020/10/7 ⽔ 1400 〜 1800 郡⼭市⼩学校体育連盟 陸上競技 第６０回郡⼭市内⼩学校陸上競技交歓会 事前準備会
2020/10/9 ⾦ 900 〜 1800 郡⼭市⼩学校体育連盟 陸上競技 第６０回郡⼭市内⼩学校陸上競技交歓会
2020/10/10 ⼟ 900 〜 1800 県南陸上競技協会 陸上競技 ２０２０福島県中学校新⼈陸上競技⼤会
2020/10/11 ⽇ 900 〜 1800 県南陸上競技協会 陸上競技 ２０２０福島県中学校新⼈陸上競技⼤会
2020/10/13 ⽕ 900 〜 1600 郡⼭市⽴⼤成⼩学校 陸上競技 ２０２０⼤成オリンピック
2020/10/14 ⽔ 900 〜 1600 郡⼭市⽴⼤成⼩学校 陸上競技 ２０２０⼤成オリンピック
2020/10/17 ⼟ 900 〜 1300 郡⼭市⽴薫⼩学校 薫⼩学校ミニ運動会

2020/10/17 ⼟ 1300 〜 1700 郡⼭市陸上競技協会 陸上競技
令和２年度第５８回郡⼭市⺠体育祭陸上競技⼤会兼第５０
回郡⼭市⺠陸上記録会

2020/10/18 ⽇ 900 〜 1700 郡⼭市陸上競技協会 陸上競技
令和２年度第５８回郡⼭市⺠体育祭陸上競技⼤会兼第５０
回郡⼭市⺠陸上記録会

2020/10/22 ⽊ 900 〜 1200 郡⼭市⽴⼤島⼩学校 校内持久⾛記録会 校内持久⾛記録会

利⽤⽇ 利⽤時間



団体名／利⽤者名 利⽤⽬的 ⾏事名称利⽤⽇ 利⽤時間
2020/10/24 ⼟ 900 〜 1800 県南陸上競技協会 陸上競技 県南陸上競技協会 秋季記録会
2020/10/25 ⽇ 900 〜 1700 県南陸上競技協会 陸上競技 県南陸上競技協会 秋季記録会
2020/10/27 ⽕ 900 〜 1200 郡⼭市⽴桜⼩学校 陸上競技 桜⼩学校 持久⾛記録会
2020/10/28 ⽔ 900 〜 1200 郡⼭市⽴桜⼩学校 陸上競技 桜⼩学校 持久⾛記録会
2020/10/29 ⽊ 900 〜 1200 郡⼭市⽴開成⼩学校 陸上競技 開成⼩学校 創⽴１４５周年記念⼤運動会
2020/10/30 ⾦ 900 〜 1200 郡⼭市⽴開成⼩学校 陸上競技 開成⼩学校 創⽴１４５周年記念⼤運動会
2020/10/31 ⼟ 900 〜 1300 郡⼭市⽴桑野⼩学校 運動会 くわのっ⼦スポーツフェスタ
2020/11/1 ⽇ 900 〜 1300 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 陸上競技 トップアスリート養成教室
2020/11/3 ⽕ 900 〜 1500 福島県トライアスロン協会 アクアスロン アクアスロン開成⼭ 郡⼭⼤会
2020/11/4 ⽔ 900 〜 1200 郡⼭市芳⼭⼩学校 陸上競技 芳⼭⼩学校 校内持久⾛記録会
2020/11/5 ⽊ 900 〜 1300 郡⼭市⽴薫⼩学校 陸上競技 薫⼩学校 校内陸上記録会
2020/11/7 ⼟ 900 〜 1200 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 陸上競技 トップアスリート養成教室

2020/11/7 ⼟ 1300 〜 1700
特別⾮営利活動法⼈ スペシャルオリンピック
ス⽇本・福島

アマチュアスポーツ スペシャルオリンピック⽇本オンラインマラソン２０２０

2020/11/8 ⽇ 1300 〜 1600 希望ふくしまチーム 陸上競技

2020/11/13 ⾦ 900 〜 1700 福島⺠報社 ふくしま駅伝
第３２回市町村対抗福島県縦断駅伝競⾛⼤会（ふくしま駅
伝）

2020/11/14 ⼟ 900 〜 1700 福島⺠報社 ふくしま駅伝
第３２回市町村対抗福島県縦断駅伝競⾛⼤会（ふくしま駅
伝）

2020/11/15 ⽇ 900 〜 1300 福島⺠報社 ふくしま駅伝
第３２回市町村対抗福島県縦断駅伝競⾛⼤会（ふくしま駅
伝）

2020/11/20 ⾦ 1200 〜 1800 福島パラ陸上競技協会 陸上競技 第４回北海道・東北障がい者陸上競技⼤会
2020/11/21 ⼟ 900 〜 1800 福島パラ陸上競技協会 陸上競技 第４回北海道・東北障がい者陸上競技⼤会
2020/11/22 ⽇ 900 〜 1700 福島パラ陸上競技協会 陸上競技 第４回北海道・東北障がい者陸上競技⼤会

2020/12/5 ⼟ 900 〜 1300 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課
トップアスリート養成
教室（陸上競技）

2020/12/13 ⽇ 900 〜 1700 福島陸上競技協会 陸上競技 国体及び全国・東北⼤会に向けた強化練習会
2021/1/28 ⽊ 1200 〜 1300 渡辺 撮影
2021/2/4 ⽊ 900 〜 1400 郡⼭市総務部防災危機管理課 会議・研修・講座 令和２年度郡⼭消防署⼤規模災害対応訓練
2021/2/21 ⽇ 900 〜 1700 福島陸上競技協会 陸上競技 国体及び全国・東北⼤会にむけた強化練習会
2021/3/6 ⼟ 900 〜 1700 公益法⼈福島陸上競技協会ジュニア強化部 陸上競技 国体・全国⼤会及び東北⼤会に向けた強化練習会
2021/3/11 ⽊ 900 〜 1800 （株）エクシードコネクト その他
2021/3/21 ⽇ 1200 〜 1700 あさかのＲＣスポーツ少年団 陸上競技 夢プロジェクト（陸上教室講習会）
2021/3/26 ⾦ 900 〜 1800 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 聖⽕リレー 関連⾏事 聖⽕リレー 関連⾏事
2021/3/27 ⼟ 900 〜 1800 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 聖⽕リレー 関連⾏事 聖⽕リレー 関連⾏事
2021/3/28 ⽇ 900 〜 1200 郡⼭市⽂化スポーツ部スポーツ振興課 聖⽕リレー 関連⾏事 聖⽕リレー 関連⾏事



■開成山野球場（ヨーク開成山スタジアム）　行事実績（2020年度）
団体名／利⽤者名 利⽤⽬的 ⾏事名称

2020/6/28 ⽇ 900 〜 1600 福島県⾼等学校野球連盟県中⽀部 硬式野球 福島県⾼等学校野球連盟 令和２年度審判講習会
2020/7/5 ⽇ 900 〜 1500 郡⼭商業⾼校野球部ＯＢ会 五百陵会 硬式野球 壮⾏交流試合
2020/7/11 ⼟ 900 〜 1400 郡⼭野球協会 硬式野球 尚志⾼校・郡⼭北⼯３年⽣引退試合
2020/7/12 ⽇ 900 〜 1600 郡⼭野球協会 硬式野球 郡⼭北⾼・会津⼯業⾼校３年⽣引退交流試合
2020/7/31 ⾦ 1200 〜 2100 株式会社福島野球団 福島レッドホープス 硬式野球 ＢＣＬ公式戦
2020/8/2 ⽇ 900 〜 1900 株式会社福島野球団 福島レッドホープス 硬式野球 ＢＣＬ公式戦
2020/8/11 ⽕ 900 〜 1200 総合体育館 ＫＦＢ 取材で使⽤
2020/8/11 ⽕ 1200 〜 1800 安積黎明⾼校野球部⽗⺟の会 硬式野球
2020/8/12 ⽔ 900 〜 1500 安積黎明⾼校野球部⽗⺟の会 硬式野球
2020/8/16 ⽇ 900 〜 1500 福島県野球連盟県中⽀部（郡⼭野球連盟） 軟式野球 市町村対抗福島県軟式野球⼤会郡⼭市強化壮⾏特別⼤会
2020/8/21 ⾦ 1200 〜 2100 株式会社福島野球団 福島レッドホープス 硬式野球 ＢＣＬ公式戦
2020/8/22 ⼟ 900 〜 2100 福島県⾼等学校野球連盟県中⽀部 硬式野球 第７２回秋季東北地区⾼等学校野球県中⽀部⼤会
2020/8/23 ⽇ 900 〜 1700 福島県⾼等学校野球連盟県中⽀部 硬式野球 第７２回秋季東北地区⾼等学校野球県中⽀部⼤会

2020/8/24 ⽉ 900 〜 1800 福島県⾼等学校野球連盟県中⽀部 硬式野球
第７２回秋季東北地区⾼等学校野球県中地区⽀部⼤会（予
備⽇）

2020/8/25 ⽕ 900 〜 1800 福島県⾼等学校野球連盟県中⽀部 硬式野球
第７２回秋季東北地区⾼等学校野球県中地区⽀部⼤会（予
備⽇）

2020/8/26 ⽔ 900 〜 1800 郡⼭市中学校体育連盟 控え場所 郡⼭市中学校駅伝競⾛⼤会
2020/8/27 ⽊ 900 〜 1800 郡⼭市中学校体育連盟 控え場所 郡⼭市中学校駅伝競⾛⼤会
2020/8/28 ⾦ 900 〜 1800 郡⼭市中学校体育連盟 控え場所 郡⼭市中学校駅伝競⾛⼤会
2020/8/29 ⼟ 900 〜 1800 福島県⾼等学校野球連盟県中⽀部 硬式野球 第７２回秋季東北地区⾼等学校野球県中⽀部⼤会
2020/8/30 ⽇ 900 〜 1800 福島県⾼等学校野球連盟県中⽀部 硬式野球 第７２回秋季東北地区⾼等学校野球県中⽀部⼤会

2020/8/31 ⽉ 900 〜 1800 福島県⾼等学校野球連盟県中⽀部 硬式野球
第７２回秋季東北地区⾼等学校野球県中地区⽀部⼤会（予
備⽇）

2020/9/1 ⽕ 900 〜 2000 福島県⾼等学校野球連盟県中⽀部 硬式野球 第７２回秋季東北地区⾼等学校野球県中⽀部⼤会

2020/9/2 ⽔ 900 〜 1800 福島県⾼等学校野球連盟県中⽀部 硬式野球
第７２回秋季東北地区⾼等学校野球県中地区⽀部⼤会（予
備⽇）

2020/9/3 ⽊ 900 〜 1800 福島県⾼等学校野球連盟県中⽀部 硬式野球
第７２回秋季東北地区⾼等学校野球県中地区⽀部⼤会（予
備⽇）

2020/9/4 ⾦ 900 〜 1800 福島県⾼等学校野球連盟県中⽀部 硬式野球
第７２回秋季東北地区⾼等学校野球県中地区⽀部⼤会（予
備⽇）

2020/9/5 ⼟ 900 〜 1700 福島⺠報社 軟式野球 第１４回市町村対抗福島県軟式野球⼤会
2020/9/6 ⽇ 900 〜 1700 郡⼭商⼯スポーツ協会 硬式野球 第５８回郡⼭市⺠体育祭 第２２回郡⼭商⼯スポーツ⼤会
2020/9/11 ⾦ 900 〜 1500 福島県⾼等学校野球連盟県中⽀部 硬式野球 第７２回秋季東北地区⾼等学校野球福島県⼤会
2020/9/11 ⾦ 1700 〜 2000 福島県⾼等学校野球連盟県中⽀部 硬式野球 第７２回秋季東北地区⾼等学校野球福島県⼤会
2020/9/12 ⼟ 900 〜 1700 福島県⾼等学校野球連盟県中⽀部 硬式野球 第７２回秋季東北地区⾼等学校野球福島県⼤会
2020/9/13 ⽇ 900 〜 1700 福島県⾼等学校野球連盟県中⽀部 硬式野球 第７２回秋季東北地区⾼等学校野球福島県⼤会
2020/9/19 ⼟ 900 〜 1600 郡⼭野球協会 硬式野球 南東北硬式野球教室安達野球教室中学⽣３年⼤会
2020/9/20 ⽇ 900 〜 1700 郡⼭野球協会 硬式野球 ２０２０・リトルシニア福島県⽀部３年⽣⼤会
2020/9/21 ⽉ 900 〜 1700 福島県野球連盟県中⽀部（郡⼭野球連盟） 軟式野球 郡⼭市⺠体育祭第５０回郡⼭選⼿権軟式野球記念⼤会
2020/9/23 ⽔ 900 〜 1700 郡⼭市中学校体育連盟 軟式野球 郡⼭市中学校新⼈総合体育⼤会（軟式野球）
2020/9/24 ⽊ 900 〜 1700 郡⼭市中学校体育連盟 軟式野球 郡⼭市中学校新⼈総合体育⼤会（軟式野球）
2020/9/25 ⾦ 900 〜 1700 郡⼭市中学校体育連盟 軟式野球 郡⼭市中学校新⼈総合体育⼤会（軟式野球）
2020/9/26 ⼟ 900 〜 1800 南東北⼤学野球連盟 野球 南東北⼤学野球連盟 秋季リーグ戦
2020/9/27 ⽇ 900 〜 1700 郡⼭野球協会 硬式野球 第８回福島県中学校硬式野球教室⼤会
2020/9/28 ⽉ 900 〜 1700 郡⼭市中学校体育連盟 軟式野球 郡⼭市中学校新⼈総合体育⼤会（軟式野球）
2020/9/29 ⽕ 900 〜 1700 郡⼭市中学校体育連盟 軟式野球 郡⼭市中学校新⼈総合体育⼤会（軟式野球）
2020/9/30 ⽔ 900 〜 1700 郡⼭市中学校体育連盟 軟式野球 郡⼭市中学校新⼈総合体育⼤会（軟式野球）
2020/10/4 ⽇ 900 〜 1700 郡⼭商⼯スポーツ協会 硬式野球 第５８回郡⼭市⺠体育祭 第２２回郡⼭商⼯スポーツ⼤会
2020/10/8 ⽊ 900 〜 1800 郡⼭市⼩学校体育連盟 アマチュアスポーツ 第６０回郡⼭市内⼩学校陸上交歓会
2020/10/9 ⾦ 900 〜 1800 郡⼭市⼩学校体育連盟 アマチュアスポーツ 第６０回郡⼭市内⼩学校陸上交歓会
2020/10/17 ⼟ 900 〜 2000 郡⼭野球協会 軟式野球 ゼット杯第３２回⽇本少年野球東⽇本選抜⼤会
2020/10/18 ⽇ 900 〜 1700 福島県野球連盟県中⽀部（郡⼭野球連盟） 軟式野球 郡⼭市⺠体育祭第５０回郡⼭選⼿権軟式野球記念⼤会
2020/10/31 ⼟ 900 〜 1600 郡⼭野球協会 硬式野球 第９回県中地区中学校硬式野球⼤会
2020/11/1 ⽇ 900 〜 1400 福島県⾼等学校野球連盟県中⽀部 硬式野球 中学⽣技術講習会
2020/11/3 ⽕ 900 〜 1700 郡⼭野球協会 硬式野球 ＦＣＴ⺠友杯第９回福島県中学校硬式野球⼤会
2020/11/7 ⼟ 900 〜 1800 福島県野球連盟県中⽀部（郡⼭野球連盟） 軟式野球 ２０２０郡⼭市⻑旗争奪軟式野球⼤会
2020/11/8 ⽇ 900 〜 1800 福島県野球連盟県中⽀部（郡⼭野球連盟） 軟式野球 ２０２０郡⼭市⻑旗争奪軟式野球⼤会
2020/11/14 ⼟ 900 〜 1600 郡⼭野球協会 硬式野球 第９回県中地区中学校硬式野球⼤会
2020/11/19 ⽊ 1100 〜 1200 のぞみーる 結婚式前撮り 結婚式前撮り
2020/11/21 ⼟ 900 〜 1600 郡⼭野球協会 野球 第６回いわき南会津ボーイズ南東北野球教室交流⼤会

2020/11/22 ⽇ 900 〜 1700 郡⼭ソフトボール協会 ソフトボール
令和２年度福島県指導者対象講習会及び準指導員養成講習
会

2020/11/23 ⽉ 900 〜 1600 郡⼭野球協会 野球 第６回いわき南会津ボーイズ南東北野球教室交流⼤会
2020/11/24 ⽕ 1100 〜 1200 のぞみーる 結婚式前撮り 結婚式前撮り

2020/11/28 ⼟ 900 〜 1700 郡⼭ソフトボール協会 ソフトボール
令和２年度福島県指導者対象講習会及び準指導員養成講習
会

2020/11/29 ⽇ 900 〜 1700 郡⼭ソフトボール協会 ソフトボール
令和２年度福島県指導者対象講習会及び準指導員養成講習
会

利⽤⽇ 利⽤時間



団体名／利⽤者名 利⽤⽬的 ⾏事名称利⽤⽇ 利⽤時間

2020/12/6 ⽇ 900 〜 1700 郡⼭ソフトボール協会 ソフトボール
令和２年度福島県指導者対象講習会及び準指導員養成講習
会



■開成山弓道場（弓道場）　行事実績（2020年度）
団体名／利⽤者名 利⽤⽬的 ⾏事名称

2020/8/9 ⽇ 900 〜 1700 福島県南⾼体連⼸道専⾨部 ⼸道
2020/8/10 ⽉ 900 〜 1700 福島県南⾼体連⼸道専⾨部 ⼸道
2020/9/6 ⽇ 900 〜 1700 福島県⼸道連盟 ⼸道 国体強化合宿 成年

2020/9/11 ⾦ 900 〜 1800 福島県南⾼体連⼸道専⾨部 ⼸道
福島県⾼等学校新⼈体育⼤会⼸道競技県南地区予選（新⼈
戦県南地区予選）

2020/9/12 ⼟ 900 〜 1800 福島県南⾼体連⼸道専⾨部 ⼸道
福島県⾼等学校新⼈体育⼤会⼸道競技県南地区予選（新⼈
戦県南地区予選）

2020/9/13 ⽇ 900 〜 1700 福島県南⾼体連⼸道専⾨部 ⼸道
福島県⾼等学校新⼈体育⼤会⼸道競技県南地区予選（新⼈
戦県南地区予選）

2020/10/4 ⽇ 900 〜 1700 福島県⼸道連盟 ⼸道 国体強化合宿 成年
2020/10/11 ⽇ 900 〜 1400 郡⼭⼸道正射会 ⼸道 第５８回郡⼭市⺠体育祭 ⼸道競技
2020/10/18 ⽇ 900 〜 1400 福島県⼸道連盟 ⼸道 令和２年 派遣講師講習会
2020/10/25 ⽇ 900 〜 1700 福島県⼸道連盟 ⼸道 第７２回福島県秋季⼸道⼤会
2020/11/1 ⽇ 900 〜 1700 福島県⼸道連盟 ⼸道 国体強化合宿 成年
2020/11/7 ⼟ 900 〜 1700 福島県⼸道連盟 ⼸道 福島県地⽅審査
2020/11/8 ⽇ 900 〜 1800 福島県南⾼体連⼸道専⾨部 ⼸道 福島県南⾼等学校⼸道⼀年⽣⼤会
2020/11/21 ⼟ 900 〜 1700 福島県⼸道連盟 ⼸道 国体に向けた強化指定選⼿⼀次選考会
2020/12/6 ⽇ 900 〜 1700 福島県⾼体連⼸道専⾨部 ⼸道 第２０回東⽇本⾼校⼸道⼤会福島県予選
2020/12/19 ⼟ 900 〜 1300 郡⼭⼸道正射会 ⼸道 納会⼤会 ⼀般の部
2020/12/26 ⼟ 900 〜 1700 福島県⼸道連盟 ⼸道 第４回福島県⼸道連盟 出⾝校別対抗戦
2021/2/21 ⽇ 900 〜 1700 福島県⼸道連盟 ⼸道 国体強化合宿 成年
2021/3/7 ⽇ 900 〜 1700 福島県⼸道連盟 ⼸道 国体強化 記録会 １成年
2021/3/13 ⼟ 900 〜 1700 福島県⾼体連⼸道専⾨部 ⼸道 国体強化合宿
2021/3/14 ⽇ 900 〜 1700 福島県⾼体連⼸道専⾨部 ⼸道 国体強化合宿
2021/3/20 ⼟ 900 〜 1700 福島県⼸道連盟 ⼸道 第２０回東⽇本⾼校⼸道⼤会記念福島県練成会
2021/3/28 ⽇ 900 〜 1700 福島県⾼体連⼸道専⾨部 ⼸道 Ｒ２年度春の強化遠的練習会

利⽤⽇ 利⽤時間



【令和2年度　バドミントン教室】

　 市民スポーツ教室事業計画書

確定版

  令和３年度

令和３年４月１日現在

郡   山   市



　　　  ツに対する関心の高揚を図る。

（２）　本事業におけるスポーツ教室は、スポーツ振興課・郡山総合体育館が所管する施設

（１）  生涯スポーツの基盤づくりを根底におき、各種スポーツの開催とスポーツ情報の発信

（４）　本事業の終了後、反省をふまえ、次年度の計画に生かす。

　　　   において実施可能であることを原則とする。

     　    だけこれらへの対応を図る。

（３）　本事業は、スポーツ振興課並びに総合体育館の全職員が主旨を理解し、協力して推

　　　   進する。

（１）  本計画の立案にあたっては、市民と各スポーツ関係団体等のニーズを把握し、できる

２　方　　針

１　目　　的

（３）  スポーツに関する情報を発信し、体育施設の有効利用を図るとともに、市民のスポー

（２）  スポーツ教室の開催によって各種スポーツの普及を図る。

     　   を通して、市民の主体的・継続的な健康の保持・増進を支援する。

郡⼭市の将来都市像

郡⼭市の教育の基本理念

郡⼭市スポーツ振興事業

スポーツ分野における基本⽬標
『新たな⾃分にチャレンジできるスポーツ

レクリェーションの振



教　　室　　名 期　　　　日

 ①　４／２１（水） ②　５／１２（水）　　時間 １０時～１２時

 ③　５／１９（水） ④　６／　９（水） 場所 宝来屋 郡山総合体育館（小体育館・柔道場）

 ⑤　６／２３（水） ⑥　７／　７（水） 対象 市内在住・在勤の方（５０歳以上）

１中高齢者スポーツ教室  ⑦　７／１４（水） ⑧　９／　１（水）　 定員 １５０名

 ⑨　９／　８（水） ⑩　９／２２（水） 費用 無料

　　　　　　　【水曜日】  ⑪１０／１３（水） ⑫１０／２０（水）

 ⑬１１／１７（水） ⑭１１／２４（水） 受付 ４月６日（火）～４月１６日（金）

 ⑮１２／　１（水）   （全１５回）

      ①５／２９(土) 時間 １０時～１２時

　　　②５／３０(日) 場所 東部体育館 ※例年、総合体育館(小体育館)

２卓球教室 　　　③６／　５(土)　 対象 市内在住・在勤の方(保育施設年長以上)

　　　④６／１２(土)　 定員 ６０名

　    ⑤６／１３(日)　　 費用 無料

【土・日】 　　　              (全５回) 受付 ５月１４日（金）～５月２３日（日）

時間 ９時３０分～１１時３０分

３トランポリン教室 場所 宝来屋 郡山総合体育館（大体育館）

対象 市内在住・在勤の方(小学生以上)

定員 ５０名

費用 無料

　　　　　　　【土・日】 受付 ７月２０日（火）～７月３０日（金）

時間 ９時３０分～１１時３０分

場所 東部体育館 ※例年、総合体育館(小体育館)

対象 市内在住の保育施設年長と小学生

定員 ３０名

費用 無料

受付 ４月２０日（火）～５月２日（日）

時間 ９時３０分～１１時３０分

５フラッグ       ①６／１９(土) 場所 東部体育館

　フットボール教室 　　　②６／２０(日) 対象 市内在住の保育施設年長と小学生

　　　③６／２６(土)　 定員 ２０名

　　　　【土・日】 　　　④６／２７(日)　 費用 無料

            　　　   (全４回) 受付 ６月４日（金）～６月１３日（日）

　　  ①６／　８(火) 時間 １０時～１２時

６ターゲット　　  場所 郡山ヒロセ開成山陸上競技場

　バードゴルフ教室                      (全１回) 対象 市内在住・在勤の方(高校生以下は除く)

   　　＊予備日　６/１１(金) 定員 ２０名

　　　　 【火・金】 費用 無料

受付 ５月２５日（火）～６月４日（金）

①７／１０（土）②７／１１（日） 時間 １３時３０分～１５時

７小・中学生飛込み教室 ③７／１７（土）④７／１８（日）　場所 カルチャーパーク(飛込みプール)

⑤７／３１（土）⑥８／　１（日） 対象 市内在住の小・中学生とその保護者

     　 【土・日】 ⑦８／　７（土）⑧８／　８（日） 定員 ３０名

費用 無料

                 　  (全８回) 受付 ６月２５日（金）～７月４日（日）

時間 １０時～１２時

８水球アクアゲーム教室 　　　　①　９／１２（日） 場所 しんきん開成山プール（２５ｍプール）

対象 市内在住の小学３年生～６年生

　　　　【日・祝日】 　　　　②　９／２０（月・祝日） 定員 ２０名

　　　　　　　　　　（全２回） 費用 無料
受付 ８月２７日（金）～９月５日（日）

４ソフト
　バレーボール教室

　　　　【土・日】

　　　①５／　８(土)
　　　②５／　９(日）
　　　③５／２２(土）
　　　④５／２３(日）
　　　　　　　　　　(全４回）

令和３年度  市民スポーツ教室予定

時間・場所・対象・定員・費用・受付

　　　①８／　７(土)
      ②８／　８(日）
　　　③９／　４(土）
　　　④９／　５(日）
　　　　　　　　　　(全４回）



　　　　①９/　７（火） 時間 １０時～１２時

９グラウンドゴルフ教室　　　　　　　　　　②９/１０（金） 場所 郡山ヒロセ開成山陸上競技場

　　　　③９/１４（火) 対象 市内在住・在勤の方（高校生以下は除く）

　　　　【火・金】 　　　　④９/１７（金) (全４回） 定員 ３０名

費用 無料

 　　 ＊予備日　９/２１(火) 受付 ８月２０日（金）～８月３１日（火）

①６/２５(金) 　  ②６/３０(水) 時間 １９時～２１時

③７/　２(金)   　④７/　９(金) 場所 郡山庭球場

10硬式テニス教室Ⅰ・Ⅱ ⑤７/１６(金)  　 ⑥７/２１(水) 定員 ８０名

 ＊予備日７/２８(水)、３０(金) 費用 ９００円

          　　　　    (全６回) 受付 ６月９日（水）～６月１８日（金）

　対象は、市内在住・在勤の方 ①１０/　６(水)   ②１０/　７(木) 時間 １５時～１７時

　（ただし、高校生以下は除く） ③１０/　８(金)   ④１０/１４(木) 場所 郡山庭球場

⑤１０/１５(金)   ⑥１０/２２(金) 定員 ３５名

＊予備日１０/２６(火)、２７(水) 費用 ９００円

          　　　　    (全６回) 受付 ９月２１日（火）～９月３０日（木）

①　６/１５(火)   ②　６/１７(木) 時間 １９時～２１時

③　６/２２(火)   ④　６/２４(木) 場所 開成山弓道場

11弓道教室 ⑤　６/２９(火)   ⑥　７/　１(木) 対象 市内在住・在勤の方(高校生以下は除く)

⑦　７/　６(火)   ⑧　７/　８(木) 定員 １５名

⑨　７/１３(火)   ⑩　７/１５(木) 費用 ９００円

　　　 ⑪　７/２０(火)   ⑫　７/２７(火)      　　

【火・木】 　  　　　　　　　　 (全１２回) 受付 ５月２９（土）～６月８日（火）

時間 １３時～１５時

12体力向上　　  　　  ①　６／　３(木) 場所 宝来屋　郡山総合体育館（トレーニング室）

  トレーニング教室       ②　９／１５(水）          対象 ①②市内在住・在勤の５０歳以上
 

③④市内在住・在勤の高校生～５０歳未満

　　　 　　　③　９／２６(日） 定員 各回１５名

　　　④１２／１９(日） 費用 無料

【水・木・日】 　　　　　　　　　　　（全４回） 受付

①　５月１９日（水）～　５月２８日（金）
②　９月　１日（水）～　９月１０日（金）
③　９月１１日（土）～　９月１９日（日）
④１２月　３日（金）～１２月１２日（日）

　　　 ①１０/　５(火) 時間 １９時～２１時

　　　 ②１０/１２(火) 場所 宝来屋 郡山総合体育館（小体育館）

13バドミントン教室 　　　 ③１０/１９(火) 対象 市内在住・在勤の方(高校生以下は除く)

　　　 ④１０/２１(木) 定員 ３０名

　　　 ⑤１０/２８(木) 費用 ９００円

　　　【火・木】 　　　 ⑥１１/　２(火)(全６回) 受付 ９月１８日（土）～９月２８日（火）

       ①  １/　９(日) 時間 ９時～１１時

       ②  １/１６(日) 場所 磐梯熱海アイスアリーナ

14スケート教室        ③  １/２３(日) 対象 市内在住・在勤の方 (保育施設年長以上)

       ④  １/３０(日) 定員 各回 ８０名(全回参加も可)

   　  ⑤  ２/　６(日) 費用 スケート靴の借用費用は個人負担

　　　　【日曜日】 　　　　　　　　　　 　(全５回） 受付 １２月１０日（金）～１２月２２日（水）



今後活躍が期待される市内小学生・中学生・高校生等の競技力向上を目的として、国内において著名な競技者、指導者など
を招き「養成教室」を開催し、必要な基礎知識、スポーツに対する考え方、技術等を学び、トップアスリートを養成する。

《参考》トップアスリート養成教室【主催：郡山市】

【資料１】

□期 日 （１）2020年９月26日（土）、11月７日（土） 短距離の部【全２回】

（２）2020年11月１日（日）、12月５日（土） 中距離の部【全２回】

□場 所 郡山ヒロセ開成山陸上競技場

□講 師 （１）千葉 麻美 氏（日本記録保持者）

（２）田母神 一喜 氏（郡山市出身）

□対 象 郡山市陸上競技協会が推薦する中学生及び高校生 約30名ずつ

（１）陸上競技



□期 日 2020年10月14日（水）、28日（水）、11月11日（水）、25日（水）、12月２日（水）【全５回】

□場 所 宝来屋 郡山総合体育館

□講 師 山口 祐之氏（ロンドン五輪女子バレーボールコーチ 銅メダル）

□対 象 郡山市バレーボール協会が推薦する女子中学生 15名

【資料１】

（２）バレーボール競技

□期 日 2020年８月７日（金）、８日（土）

□場 所 ふるさとの森スポーツパーク

□講 師 馬渕 智子氏（北京五輪女子ソフトボール選手 金メダル）

□対 象 郡山市ソフトボール協会が推薦する中学生、高校生 約30名ずつ

（３）ソフトボール競技 ※新型コロナ感染防止のため中止

・バスケットボール競技

・ラグビー競技

・野球競技

★新型コロナ感染防止のため開催できなかった競技



《参考》オリパラ教育推進事業【県受託事業】

月日 学校名 内容 講師

９月23日 小泉小学校 陸上競技の実技指導 福島大学TC 佐藤 真由氏

９月29日
11月12日

安積第三小学校 陸上競技の実技指導及び講演 矢吹町教育委員会 千葉 麻美氏

10月31日 宮城小学校 ボッチャ体験 県障がい者スポーツ協会 丸山内 雄大氏

11月16日 赤木小学校 国際理解 市国際政策課 ヨースト・クラルト氏

11月20日 柴宮小学校 車いすバスケ体験 チームアース 4名

11月26日 芳山小学校 バレーボール実技指導 ロンドン五輪バレー女子コーチ 山口 祐之氏

11月下旬
１月15日

白岩小学校
国際理解
ボッチャ体験

オランダ大使館チューリップ球根贈呈
県障がい者スポーツ協会 丸山内 雄大氏（ZOOMにて）

12月４日 片平中学校 車いすバスケ講演会 県障がい者スポーツ協会 増子 恵美氏

12月７日 安積第二小学校
①ゴールボール体験
②国際理解

①県障がい者スポーツ協会 丸山内 雄大氏
②福島大学ハンガリー大学生（ZOOMにて）

12月14日 永盛小学校 車いすバスケ体験 チームアース 4名

１月14日 桜小学校 国際理解 市国際政策課 ヨースト・クラルト氏

１月14日 緑ケ丘第一小学校 ボッチャ体験 県障がい者スポーツ協会 丸山内 雄大氏（ZOOMにて)

１月15日 御舘小学校 ボッチャ体験 県障がい者スポーツ協会 丸山内 雄大氏(ZOOMにて）

金透小学校
聖火リレーメッセージボードの
作成

富田東小学校
児童会集会委員会によるオリパラ
全校放送

□趣 旨 （１）児童・生徒のふくしまの誇りを醸成及び未来へつながる世界に向けた新しいふくしまのイメージの創生

（２）国際社会に貢献し、福島や日本の発展の担い手となる人材を育成

（３）人生の糧となるようなかけがえのない無形のレガシーを子どもたち一人ひとりの心と体に残す

□推進校 郡山市内の小学校14校、中学校１校

【資料１】



宮城小 ボッチャ体験

赤木小 国際理解

安積三小 陸上競技

小泉小 陸上競技

オリパラ教育推進事業の様子

【資料１】



片平中 講演会

芳山小 バレーボール

安積二小 ゴールボール

柴宮小 車いすバスケ

オリパラ教育推進事業の様子

【資料１】



□目 的 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催を契機に、スポーツ立国、グローバル化の推進、地域の

活性化、観光振興等に資する観点から、参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図る。

□相手国 オランダ王国(2016年～)、ハンガリー(2019年～)

□対 象 郡山市民、相手国選手・関係者等

□実 績 39事業(2016年～2020年)

《参考》ホストタウン交流事業【主催：郡山市】

〇岩瀬農業高等学校と連携して、
おもてなし料理を開発しました。

【令和２年度 下半期 実施内容】

〇市内中学生とオランダで活躍するサッカー選手
と動画を作成し、公開を行いました。

駐日オランダ王国大使館マスコット
レンジくんとランダちゃん

【資料１】

【その他の事業】
〇ホストタウン・都市間文化交流事業と

してビデオレターの完成試写会を実施
しました。

〇内閣官房が主催したホストタウンサミ
ットでホストタウン交流の紹介を行い
ました。

〇オランダのホストタウン自治体と駐日
大使館とe-スポーツで交流を行いまし
た。

〇市内小学校でハンガリーの出前講座
をオンラインで行いました。

〇ホストタウンアワードにおいて、
「オンライン交流賞・特別賞」を

受賞しました。



第 28回 郡山市民スポーツ・レクリエーション祭 開催要項 

 
１ 目  的   子どもから高齢者まで、世代を超えて楽しむことができる各種ニュースポーツ・レ

クリエーションの振興と普及を図ることにより、広く市民の健康づくり、生きがい
づくりに寄与することを目的とする。 

 
２ 主  催   郡山市 郡山市スポーツ・レクリエーション協会 
 
３ 主  管   郡山市スポーツ・レクリエーション協会 
 
４  参加団体   郡山グラウンド・ゴルフ協会、郡山市ラージボール卓球協会 

郡山市ドッジボール協会、郡山市ターゲット・バードゴルフ協会 
郡山市レクリエーションクラブ、郡山太極拳愛好会、こおりやま歩こう会 
郡山レクリエーションダンス協会、日本吹き矢連盟郡山支部 
郡山市クロリティー協会、郡山市老人クラブ連合会ゲートボール部 
福島県ノルディックウォーキング協会郡山支部 
郡山市フォークダンスサークル・イクス   以上 13団体 

 
５ 開催期日   全種目開催期間 令和３年８月２９日（日）から９月８日（水）まで 
          
６ 総合開会式  令和３年９月３日（金）午後６時 00分 宝来屋 郡山総合体育館 小体育館 
         各団体から２名までの参加とする。 
 
７ 日時・会場  別紙のとおり 
 
８ 参加資格   市民を対象とし、各種目別実施要項に基づく 
 
９ 参加申込   各種目別実施要項による 
 
10 参 加 料    各種目別実施要項による 
 
11 表  彰   各種目別実施要項に基づき優秀なチームまたは個人に賞状を授与する 
 
12 そ の 他    各種目の開始式及び閉会式、表彰式は種目ごとに行う 

参加者は本人の責任において傷害保険等に加入すること 
企業名等を冠した大会（いわゆる冠大会）は参加種目と認めない 
各競技団体からのガイドラインを遵守して実施すること（ガイドラインがない場合
は、類似競技のガイドラインを参考とすること） 

         新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新しい生活様式に十分留意して行うこと 
 
 



団体別実施内容 
Ｎｏ 種目名 開催日 実施時間 会場（集合場所） 参加料 

１ グラウンドゴルフ ９/５（日） 
９:00～ 
16:00 

開成山総合運動場 
郡山ヒロセ開成山陸上競技場 
補助競技場・会議室 

500円 

２ ラージボール卓球 ８/29（日） 
9:00～ 
16:00 

宝来屋 郡山総合体育館 
 大体育館 

1,000円 
（昼食
代込） 

３ ドッジボール 
９/４（土）
５（日） 

9:00～ 
16:00 

東部体育館 なし 

４ ターゲット・バードゴルフ ９/４（土） 
10：00～
14：00 

郡山石筵ふれあい牧場 
専用コース 

500円 

５ 
ファミリーで 
レクリエーションゲーム 

９/５（日） 
10：00～
12：00 

郡山カルチャーパーク なし 

６ 太 極 拳 ８/29（日） 
9:00～ 
15:00 

宝来屋 郡山総合体育館 
小体育館、柔道場、剣道場 

なし 

７ 健康ウオーク ９/５（日） 
9：00～ 
13：00 

郡山ヒロセ開成山陸上競技場前 なし 

８ レクリエーションダンス ９/５（日） 
9：00～ 
13：00 

大槻ふれあいセンター 500円 

９ 吹き矢 ９/５（日） 
10：00～ 
15：00 

久留米地域公民館 なし 

10 クロリティー ９/４（土） 
9:30～ 
16:00 

宝来屋 郡山総合体育館 
 小体育館 

500円 

11 ゲートボール ９/８（水） 
9:00～ 
12:00 

郡山ヒロセ開成山陸上競技場 300円 

12 ノルディックウォーキング ９/４（土） 
9:00～ 
12:00 

郡山ヒロセ開成山陸上競技場 300円 

13 フォークダンス ９/５（日） 
9:30～ 
12:00 

小原田地域公民館 500円 

 

別紙 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9/4（土）9:00～12:00  
郡山ヒロセ開成山陸上競技場 

2 本のポールを交互に後方へ突き押し歩く運動で
す。９０％の筋肉を使う全身運動で下半身の負担を
軽減、長時間の歩行もラクラク！ポールを持つこと
で、正しい歩行姿勢になります。いっしょにノルデ
ィックウォーキングをしましょう。 
申込期限：8/10（火） 
参加料 ：300 円※ポールレンタル代含む 
問合せ先：946-0623（小林） 
 

 
９/4(土)9:00～14:00 
石筵ふれあい牧場（専用コース） 
ゴルフのピッチングウェッチで、マットの上に

羽の付いたプラスチック製の球を打ち、傘を逆さ
にしたようなかご（ホール）に入れて打数の少な
さを競うスポーツです。 
申込期限：8/23（月） 
参加料 ：500 円 
問合せ先：943-1301（兼 Fax・武田） 

 

 
9/4(土)9:30～16:00  
宝来屋 郡山総合体育館（小体育館） 
日本の「輪投げ」とアメリカの「蹄鉄投げ」を

ミックスして、日本で生まれたスポーツです。輪
が入ったエリアによって点数が異なり、相手の得
点を無効にするルールもあります。誰でも楽しみ
ながらできる、健康に良いスポーツ輪投げです。 
申込期限：8/21（土） 
参加料 ：500 円 
問合せ先：939-6288（小林） 

 

ノルディック・ウォーキング 

クロリティー 

ターゲット・バードゴルフ 

 
8/29(日)9:00～16:00  
宝来屋 郡山総合体育館（大体育館） 
ラージボール卓球は、一般の卓球よりもラリーが

続きやすく中高年が楽しめる卓球です。 
① 団体戦：男女各 3 名 1 チームで 3 ダブルス 
② 男女別ダブルス戦 1 ゲーム 11 ポイントの 3

ゲームで、2 ゲーム先取したものを勝ちとして
行います。 

申込期限：8/10（火） 
参加料 ：1,000 円（昼食を含みます） 
問合せ先：090-2275-9292（安齋） 

 

ラージボール卓球 

 
9/4(土)5(日)9:00～16:00 
東部体育館 

7 人制小学生ドッジボール大会を開催します。ク
ラスの仲間、スポーツ少年団のチーム、子ども会の
みんな、どのような編成でも大丈夫。7 人集まった
ら試合に出ましょう！どしどし応募してください
ネ！ご参加をお待ちしています。 
申込期限：8/29（日） 
参加料 ：無料 
問合せ先：070-5620-1254（野村） 

ドッジボール 

 
8/29(日)9:30～15:00 
宝来屋 郡山総合体育館 
（小体育館・柔道場・剣道場） 
中国四千年の健康長生術、太極拳と気功体操を

体験しましょう。初めての方でも大丈夫。午前・
午後だけでも熱烈歓迎！運動のできる服装、上履
き持参で、直接会場へどうぞ！ 
当日受付(事前申込不要)  
参加料 ：無料 
問合せ先：931-4100（早田） 

太 極 拳 
 

スポーツ・レクリエーション祭は、誰でも参加できるニュースポーツの祭典です。 

8 月 29 日（日）～9 月 8 日（水）、市内各所でさまざまな種目が行われます。 

誰でも参加できる種目がたくさんありますので、ぜひ、お気軽にお申込みください。 

お申込み、お問合せは、それぞれの種目の事務局へお願いします。 

 

 

Let’s try 

New  
Sports! 

 
9/５(日）10:00～12:00 
郡山カルチャーパーク 
緑あふれる自然の中で、「笹舟作り」や「靴と

ばし」、「紙飛行機作り」など、昔なつかしい遊び
やレクリエーションゲームを親子で楽しみまし
ょう。動きやすい服装で、直接会場へお越しくだ
さい。 
当日受付(事前申込不要)  
参加料 ：無料 
問合せ先：090-9747-6750（富田） 

ファミリーでレクリエーションゲーム 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の種目は今回開催いたしません。 

・３B 体操   

 
9/５(日)10:00～15:00 久留米地域公民館 
健康、明るい毎日、いきいきした生活！友だち

ができますよ。 
吹き矢を体験しましょう。 
腹式呼吸によって健康になりましょう。笑顔が

いっぱい、仲間が待ってます。 
申込期限：当日受付け 
参加料 ：無料 
問合せ先：090-1061-4460（菅野） 

 

吹き矢 
 

 
9/5(日)9：00～16:00 
郡山ヒロセ開成山陸上競技場（補助競技場） 
グラウンドゴルフは、いつでも、どこでもだれ

でも楽しめるスポーツです。専用のクラブを使
い、8 ホールを何打で回ることができるかを楽し
むゲームです。一般から参加される方は最寄りの
クラブか、事務局 905-4518 へ申し込み下さい。 
申込期限：７/31（土） 
参加料 ：500 円 
問合せ先：972-2303（星） 

 
9/5(日)9:00～13:00 
郡山ヒロセ開成山陸上競技場前 
開成山～南川渓谷～五百淵公園～開成山と、郡

山を代表する公園を巡ります。街を感じながら楽
しめる 10kmコースです。自分の体力に合わせて、
歩きましょう。基礎体力を向上させ、コロナに打
ち勝ちましょう。楽しく元気に。 
申込期限：８/29（日）※当日受付け可 
参加料 ：無料 
問合せ先：090-4559-1093（徳山） 

健康ウオーク グラウンドゴルフ 
 

 
9/5(日)9:30～12:00 
小原田地域公民館 
コロナ禍でのフォークダンスは、今年も誰でも

が楽しめる曲からチャレンジできる曲までシング
ル（1 人踊り）を中心に用意しました。隣の人を
意識しつつ汗を流しアイコンタクトで会話して、
心と身体の健康を保ちつつ笑顔の仲間作りをしま
しょう！ 
申込期限：8/27（金） 
参加料 ：500 円 
問合せ先：090-2277-3266（菅野） 

フォークダンス 

 
9/8(水)9:00～12:00 
郡山ヒロセ開成山陸上競技場 
 郡山市老人クラブ連合会のゲートボールは、地
域の高齢者がゲートボールを通して健康づくりや
仲間づくりをしています。ルールは老人クラブ独
自のルールで個人及び団体戦があり皆さん楽しく
やっています。皆でゲートボールをしませんか。 
申込期限：8/20（金） 

 参加料 ：300 円 
問合せ先：924-2959（中山） 

 

 

新型コロナウイルス感染防止のために… 

・マスクをご持参ください。 

・発熱、せき・くしゃみがある方、具合が悪い方等

の参加はご遠慮願います。 

・長時間の会話、大きな発声はお控えください。 

・お名前、住所、連絡先をご提出いただきます。 

感染症対策にご協力お願いいたします。 

 

 

ゲートボール 

主催：郡山市 

郡山市スポーツ・レクリエーション協会 

主管：郡山市スポーツ・レクリエーション協会 

担当：スポーツ振興課 

   電話：０２４－９２４－３４４１ 

 
9/5(日)9:00～13:00 
大槻ふれあいセンター 
いつでも。どこでも。だれでも…。聞き慣れた

曲に、簡単な振付けで踊るダンスです。すぐに覚
えられますヨ。明るく和やかな雰囲気の中で心地
良い汗を流して、日頃の運動不足、ストレスを発
散しましょう！大勢の仲間が貴方を待ってます。 
申込期限：9/5（日）当日可 
参加料 ：500 円 
問合せ先：080-1673-7460（鈴木） 

レクリエーションダンス 
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