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　平成16年度、大田区体育協会の事業計画・

予算が3月16日の理事会及び２２日の評議会

で可決されました。１６年度予算は、昨年度

に引き続く厳しい財政状況の中で、財源をよ

り有効に活用する予算となっています。

　予算は、体育協会の自主財源で実施する事

業と区からの委託による受託事業で構成され

ています。

　予算総額は、前年に比べ３千３８９万９千

円増の３億６千５７１万５千円となり、過去

最大の予算規模となっています。

　増額の主な内容は、自主事業では、年少者を

対象とした野外活動教室、映画会経費、加盟団

体に対する補助金などをそれぞれ増額していま

す。また、受託事業では、区から新たに事業委

託を受けた卓球やテニスの初心者教室など、４

教室の経費が増額の主な理由になっています。

　主な事業内容は次のとおりです。
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● 事 業 計 画 ●
自 主 事 業

１　年少者スポーツ事業

・ドッチボール大会、卓球大会、ミニバス

ケットボール大会、バドミントン教室・

大会、野外活動教室

・スポーツ少年団本部事業への助成

・スポーツ観戦

２　競技力向上対策事業

　・都民体育大会参加選手育成強化費の助成

　・加盟団体指導者に対する講習会、講演会等

３　会報「ひろば」の発行

４　体育功労者等の表彰

５　ホームページの運用

６　ＯＴＡふれあいフェスタへの参加

７　各種スポーツ事業の後援

８　体育協会６０周年事業の積立

受 託 事 業　

１　春季及び秋季区民スポーツ大会

２　都民体育大会への選手・役員の派遣

３　都民生涯スポーツ大会等への選手派遣

４　歩こう大会とレクリエーションの集い

５　初心者スポーツ教室

　・水泳

　・弓道

　・剣道

　・卓球（新規）

　・テニス（新規）

　・ソフトテニス（新規）

　・ミニテニス（新規）

６　スポーツ奨励事業

　・オリエンテーリング

　・自転車走行会　

７　ラジオ体操指導者講習会

８　区民スポーツまつり

９　大森スポーツセンター、大田区体育館、

　大田スタジアムの管理

● 予 　 　 算 ●
予算総額　３億６千５７１万５千円

主な収入

・　基本財産運用　　　　　　９６２千円　

・　加盟団体分担金　　　１，３８０千円

・　賛助会費　　　　　　２，７００千円

・　補助金等　　　　３４７，１１６千円

・　教室等参加料　　　　　　４７０千円

・　雑収入　　　　　　　３，０８５千円

主な支出

・　事業費　　　　　２７７，１５７千円

　　職員人件費、年少者スポーツ育成費、競

技力向上対策費、広報費、加盟団体振興補

助金、区民スポーツ大会費、都民体育大会

経費、スポーツ教室開催費、区民スポーツ

まつり経費、大森スポーツセンター・大田

区体育館・大田スタジアム管理費等

・　管理費　　　　　　８０，５５２千円

　　職員人件費、事務局事務費

・　周年行事積立　　　　　　５００千円

・　基本財産積立　　　　１，０００千円
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　２月２７日、区民プラザで大田区体育協会

主催の講演会が開催されました。この講演会

は、テレビなどで活躍されている芳村真理さ

んのご協力で実現したものです。

　約３００名の参加者が会場を埋めました

が、講演の内容を体育協会会長の挨拶と共に

紹介します。なお、紙面の関係で内容の一部

を割愛させていただきました。

西野善雄体育協会会長挨拶

　今日の講演会は、大田区体育協会の主催に

よるもので、一世を風靡した芳村真理さんに

講演をお願いし、楽しいお話しを聞こうとい

うことになりました。演題は、「美しく生きる

ためにはどうしたらよいか」ということです。

　人生は、たった1回です。その人生が楽し

くなければ良くないし、人から「あの人は素

晴らしい」そういうことを言われるような生

き方をすることが一番だと考えています。今

日の講演会をお聞きいただき、これから私た

ちが生きていくためのヒントを一つでも多く

持ってお帰りいただければ、講演会の意義が

あったといえるのではないかと思っています。

自分が人に見せたいものは何かを自分自身で

引き出して、自分の人生そのものも豊にする

ような今日の講演会に

していただきたいと

思っています。

芳村真理氏

　皆さんこんばんは、

芳村真理です。

　私は、長い間テレビ

やラジオなど、色々な

番組に出て仕事をさせていただいています。

しかし、実を申しますと小学校時代、学芸会

に出るのもいやで、学芸会になるとおなかが

痛くなるほどで、表に出ておしゃべりをする

のは得意ではなかったんです。ですから、ど

うしてこのような仕事を選んだかが不思議な

んですけれども……。

　私がこの世界に入ったのは、ファッション

モデルが最初なんです。「この仕事は、誰も

やっていないし、面白そうだからやってみよ

うか」というようなことがキッカケで始めた

ものなんです。そして、「こんな世界があるん

だ」とびっくりしたんですね。それは、布で

服を作っていく、創造するという世界、それ

がマジックのように出来上がっていく。その

服をまとった自分の写真が全く信じられない

ような美しいものだったんです。そして、そ

れが人の心を捉えることができる。これがた

まらないという強烈な印象があったんです。

こうして3年間、モデルの仕事を続けており

ました。　　　　　　

　モデルという商売は、顔が勝負ではなく体

で勝負なんですよ。ですから、いぎたない格

好は絶対にできないんです。そのように最初

から教わったというか、覚えたんですね。で

すから人の前に立つときは、このように足を

揃える、膝と膝とをきちんとつける、という

ことは腿をつけなければならない。そうする

ことで、気持が緊張し、姿勢がシャキッとな

るんですね。私は、あの頃あのような教育を

受けてよかったと思っています。

　日本郵船の「飛鳥」という客船があります

が、その飛鳥が、1月7日に日本を出発して、

南極に上陸し、南米をぬけて3ヶ月かけてハ

ワイ経由で日本に帰ってくるという、世界一

周の旅があるんです。主人が昨年ある手術を

したもんですから、その休養と私の仕事を兼

ねてこの船に乗りました。横浜を発つと5日

芳村真理講演会

私とスポーツ「美しく生きるために」
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間でトラック島という所に着くんですけど。

その間、海ばっかりで暇々しちゃうもんです

から、乗客の皆さんのために色々なプログラ

ムが組まれているんです。私は、その中の「オ

シャレ講座」という講座を担当させていただ

くことになっていました。そんな関係もあり

ますので、私たちはタヒチまでの３週間の旅

にしました。

　今回のクルーズは、300人ほど乗っている

んです。年齢も６０・７０・８０歳、９０を

超えるような方もいるんです。優雅ですね。そ

して、今回は何とあの「渡る世間は……」の

泉ピンコさんと橋田壽賀子さんもご一緒だっ

たんです。

　トラック島に着いたら橋田さんが水着に着

替えてエメラルドグリーンの海に飛び込んで

いったんです。橋田さんは、毎日泳いでいる

んだそうです。ところが、橋田さんは言うん

です。「芳村さん、水泳というのは痩せないん

です。私は毎日800メートル泳いでいるけれ

ど、全然アカンのです」と言うんです。

　また、船上には「気功」の先生がいて、一

時間ほど教えてくれるんです。本当に簡単な

ことですけど、全身汗でビッショになるんで

す。橋田さんは、これを3ヶ月続ければきっと

痩せて帰れるのではないかと、毎日やってい

らっしゃいました。

　私も以前にスポーツをしたことがあるんで

す。当時冬のスポーツは、スキーがトレンド

だった時代で、私もやってみたんです。丁度

トニー・ザイラーが始めて日本に映画を撮り

に来たときなんです。鰐淵晴子さんが共演の

映画でしたけれど……。私もその映画に出さ

せていただきました。八方尾根に撮影に行っ

たりして一緒に滑ったり、教わったりしまし

た。スポーツとしてよりも、一つのファッショ

ンとしてやっていたのかも知れませんが。

　夏は、スキュ－バダイビングです。免許の

いらない時でしたので、誰でも自由にやって

良い時代だったものですから真っ先にやって

いたことを思い出します。

　私は最近、山間僻地と都会を結ぶボラン

ティアを始めています。私は、都会代表と言

うことで、それまで知らなかった日本列島の

世界にない素晴らしい美しい山ですね、それ

と危機に瀕している山もあるんですけど、勉

強がてら始めています。山間の人たちにとっ

ては、都会の人たちの意見がある意味でとて

も刺激になるということなんです。６６万人

の人口を抱える大田区で1回フォーラムでも

やれればいいなと思っています。　

　まだまだお話ししたいこともあるんですけ

ど、時間の関係もありますので、この辺で終

わりにしたいと思います。なお、質問があれ

ば、お受けしたいと思います。

　芳村さんは、美味しいものを食べているよ

うですが、どうして太らないのですか。

　

　私は、昨年1か月半位で4キロ落としたん

です。そして、後2キロぐらい落とそうと思っ

たんです。皆さん、自信を持ってください。落

ちるんです。大体皆さん3 ～4 キロでしょ

う？。あぁ、もうちょっとね、7キロぐらい？。

大丈夫！。

　これは、方法なんですけど、一つには、決

して苦しい運動はしないということです。年
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齢にあった方法でいいんです。要するに、有

酸素運動なんです。私は，ある所へ通ってやっ

ていますがプログラムに沿ってやるんです。

機械を使う運動がありますが、自分が動かな

いで機械が体を動かしてくれる、そうゆうこ

とをするんです。そして、時間がくればすぐ

次の機械に移らなければならない。次から次

に移らなければならないので、本当に忙しい

んです。でも、機械がやってくれますから苦

しくないんです。みんなニコニコ笑ってやっ

ているんです。また、目の前に色々なことが

書いてあるんですね。「その一口が何とか」と

かね。「あきらめないで明日も来よう」、とに

かく一杯書いてあるものですから、何となく、

それがイメージトレーニングになるんです。

　もう一つ、大変なことがあるんです。それ

は、入り口に大きな秤があるんですが、必ず

みんなの前でそれに乗らなければならない。

そして、体重が増えた場合は、自分が赤鉛筆

で記録しなければならない。減っている場合

は、皆に祝福されるんです。そのプレッシャー

が強いもんですから、一生懸命頑張りました。

また、食べる物もカロリーを考えて気をつけ

る。でも、苦しくなかったんです。サイズも

ふたサイズ以上かもしれません。

　いい意味での運動をすれば、ほとんどの人

が５～６キロ落ちると思います。

　そうすることで、洋服は何でも入るように

なりますし、身のこなしが何となく楽になる、

そして、すごく生きがいが出てくるのではな

いか、と思います。

　普段から、体重を落とさなければと思い続

けていると、必ずチャンスは来ると思います。

　適当な機会を捉えてのスポーツ、そして、美

しく生きていきたいと思っています。ありが

とうございました。

プロ野球オープン戦

　３月２８日の日曜日、大田スタジアムでヤ

クルトスワローズ対広島カープのプロ野球

オープン戦が開催されます。

　大田スタジアムでは、今までプロ野球の

ファームチームが試合をすることはありまし

たが、オープン戦とは言え、一軍の試合が行

われるのは初めてのことです。しかも、開幕

を１週間後に控えたこの時期は、両チームと

も主力選手を揃えることが予想され、ヤクル

トの古田選手や、宮本選手・岩村選手、広島

では、前田選手、木村拓也選手、東出選手な

どスター選手が出場するかもしれません。

　なお、大田スタジアムは、内野の人工芝を

一部張替え、装いも新たにしました。今まで

の人工芝に比べ、毛足が長く利用者の皆様に

は満足頂けるものと思います。一度ご利用く

ださい。

  プロフール
　日本を代表するファッションショーや、多くの雑誌
のモデルとして活躍する一方、テレビ番組の出演も続
け、フジテレビのワイドショー「小川　宏ショー」出
演を機に司会（ＭＣ）の領域を広げ「夜のヒットスタ
ジオ」「ラブラブショー」「料理天国」など、個性ある
番組を数多く誕生させ、それぞれ20年におよぶ長寿番
組として、認識を高めた。
　ＴＢＳラジオ「クローズアップにっぽん」（現在放送
中）は97年 9月に1000回を迎えた。
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第20回区民スポーツまつり結果
　　　　　　　　　　　　

　10月13日の体育の日（一部10月11・12・

19日開催）に大田区区民スポーツまつりが行

われました。今年は午後１時過ぎには、突然

嵐のような大雨に見舞われ一部の会場で途中

中止となりましたが、昨年と同様、身近な区

民施設・民間施設を活用したまつりには、１

万２千６百人が参加し、楽しい１日を過ごし

ました。大田区体育館では、昨年の綱引き大

会に替わり少年少女ドッジボール大会（参加

２８チーム、３００名）が行われました。

　成績は次のとおりです。

　・優　勝　　相生ガキーズ

　・準優勝　　池二ファイターズ

　・三　位　　道塚D・Wゴールド

　・四　位　　相生ルーキーズ

表彰式での「相生ガキーズ」選手たち

閉会式でのマーチングドリル（東京実業高校フェニックス・レジメント）
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大田バスケットボールフェスタ

　「大田バスケットボールフェスタ i n

Winter2004」が2月7日・8日の両日、大森ス

ポーツセンターで開催されました。これは、

大田バスケットボールフェスタ実行委員会が

主催したもので、大田区体育協会も後援団体

の一つになっています。

　今回は、初日の7日には「バスケットボー

ル大運動会」として、「シュートチャレンジ」、

「ドリブル・ハンドリング競争」などが行わ

れ、小・中学生など４００人が参加し、大い

に賑わいました。

　二日目の8日は、バスケットボール女子日

本リーグ機構（WJBL）が、荏原ヴィッキー

ズ対東京海上ビッグブルーの試合を大田区大

会として行いました。会場は、９００人を超

える大観衆で膨れ上がり、地元の荏原ヴィッ

キーズに大声援を送りました。試合は、一進

一退の大接戦でしたが、終盤に惜しくも引き

離され、東京海上ビッグブルーに破れてしま

いました。次回の健闘をお祈りします。

　また、これに先立ち、小学生男子・女子に

よるエキジビションゲームが行われました。

　第一試合の女子小学生の部は、池亀富士雄

監督率いる大田区選抜チーム対清泉インター

ナショナルスクールフェニックス（世田谷区

用賀）です。「フェニックス」は、年齢が１２

歳から１４歳までの選手で構成され、年齢的

に見ると大田区選抜チームが不利ではないか

と予測されました。

　しかし、試合になると年齢差もなんのそ

の、小学生とも思えないプレーで「フェニッ

クス」に勝利しました。

　次に行われた第二試合の小学生男子の部

は、島根清幸監督率いる大田区選抜チーム対

渋谷区上原フェニックスです。「フェニック

ス」は、渋谷区にあるアメリカンスクールの

児童と上原小学校の児童が中心となって構成

されているクラブチームです。

　身長１６８センチメートルのミリテロ・マ

シュー君の活躍もありましたが、大田区選抜

チームは、素晴らしい総合力で、栄冠を勝ち

取ることができました。このイベントを契機

に、国際交流の輪が大きく広がることを期待

したいものです。

　選手及び関係者の皆さん、本当にお疲れ様

でした。

寝具・毛布・座布団・名入タオル
　貸ふとんも承ります　　　　　

　　　　　

合名会社　寿　屋
ＪＲ大森駅東口

 〒143 - 0016 東京都大田区大森北1 - 30 - 6
　　　　　　　TEL  03(3761)0213代
　　　　　　　FAX  03(3761)0510　

ミズノ・ゼット・S.S.K
野球・ソフト・バレー・バスケットのユニホーム

チーム特別価格販売中

スポーツのことなら

白銀スポーツ
大田区中央８－２９－７

電  話（３７５４）－８６７９
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救急救命講習会

　2月15日、大森スポーツセンターで大森消

防署の協力のもと、救急救命講習会が開催さ

れました。

　けが人や急病人が発生した場合、その付近

に居合わせた人が手当てを正しく速やかに行

えば、救命効果が向上し、治療経過にも良い

影響を与えることは医学的にも明らかだと言

われています。しかし、いざ緊急事態に出

会っても、知識や技術を身につけていなけれ

ば、適切に対応することができません。

　そこで、この講習会は、各加盟団体が各種

大会等を行う中で、不測の事態が発生した場

合、そこに居合わせた役員が適切に対応でき

るよう行っているものです。

　講習会では、救命手当ての意義、人工呼吸

の要領、心臓マッサージや止血法など、講義

と実践を交えて行いました。約3時間の講習

会でしたが、参加者は時間の経つのも忘れ、

真剣な表情で指導を受けていました。

　参加者は、各加盟団体から２４名、一般区

民から２名の合わせて２６名でした。各受講

修了者には、後日「救急技能認定証」が渡さ

れました。今回の加盟団体参加者は、24名で

したが、事の重大さを考え、より多くの参加

をお願いしたいものです。

少年少女バドミントン教室と大会

　去る１１月９日、大田区体育館で少年少女

バドミントン教室と教室参加者による大会が

開催されました。この催しは、大田区体育協

会が小学生を対象に、今年度から新たに始め

たものです。体育協会では、年少者スポーツ

育成事業として、この他に、ミニバスケット

ボール大会や卓球大会、野外活動教室などを

開催し、子どもたちが、各種のスポーツを体

験することにより、生涯スポーツとして続け

てもらうことをねらいとしています。

　今回のバドミントン教室と大会には、元全

日本チャンピオンでバルセロナオリンピック

に出場した区立御園中学校出身の森　久子氏

（ヨネックス）を講師にお願いしました。会

場の大田区体育館には、公立・私立の小学４

年生から6年生までの児童１６０人ほどが集

まり、森講師のルール説明や基本打法の実技

に、熱心に見入っていました。参加者の中に

は、全く初めてラケットを握った児童や既に

相当の打ち込みのできる児童もいて、好プ

レー、珍プレーが続出しました。

　今回の催しでは、中学校のバドミントン部

員が、審判や指導のお手伝いを積極的に担

い、運営を助けてくれました。ありがとうご

ざいました。

森講師による基本打法の実技指導
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盛り上がった新年懇親会

　平成16年の新年懇親会が1月23日、大田

区民ホールアプリコで開催されました。

　会場となった地下１階展示室は、３００人

を越える参加者でいっぱいです。定刻の午後

６時３０分、３２年前に行われた札幌冬季オ

リンピックのファンファーレが場内に流れる

中、司会の尾崎　常務理事が会の始まりを告

げました。

　岩崎三樹副会長の開会のことばに続き、西

野善雄体育協会会長から、参加者各位の協力

と支援に感謝する旨の挨拶がありました。

　来賓の川上智由区議会議長・細島徳明教育

長から心強い御祝辞をいただき、恒例の鏡割

りとなりました。

　古岡勝名誉会長の乾杯の音頭で、いよいよ

宴の始まりです。

　樽酒・ビール・焼酎…と、飲み物は盛りだ

くさんです。おいしい料理もテーブル狭しと

並べられています。各テーブルでは、親交を

深める交流が盛んに行われました。司会の名

調子で、楽しいクイズも行われ、素晴らしい

景品が当りました。　　　

　予定された２時間が瞬く間に過ぎ、名残が

惜しい内に村越勉副会長のお開きのことばと

なりました。ご来賓の皆様、加盟団体の皆様

本当にありがとうございました。

グリーン六郷駅伝大会
－チーム「まうり」コース新記録で優勝－

　2月1日（日）六郷緑地管理事務所前スター

ト・多摩川大橋折り返し（約5.6km）周回コー

ス４区間で行われました。当日は晴天の絶好

の駅伝日和で、各選手は気持ち良く快走し熱

戦を繰り広げました。

　今年は品川区ロードレース・新宿ハーフマ

ラソンと同時開催となったため、中学・高校

生の参加が例年よりやや少なかったものの、

一般チームは他区・近県より数多くの強豪

チームの申込があり、９０チームの参加とな

りました。

　一般の部では地元強豪チームの山本スポー

ツクラブが不出場のため、チーム「まうり」

が1区より圧倒的な強さでトップに立ち、独

走でコース記録を更新して優勝しました。

　中学男子は清新ＪＡＣと芝中Ａのトップ争

　また、この会を担当された競技力向上委員

会の時任部会長を始めとする部会員の皆様、

大変お疲れ様でした。

プログラム・記念誌・名簿等にご利用下さい

　●印刷　●製本　●デザイン　●翻訳

（株）光　和　商　事
東京都大田区下丸子４－７－１７
ＴＥＬ（０３）３７５７－３６６５
ＦＡＸ（０３）３７５７－３６６７

〒146-0092



（財）大田区体育協会会報平成１６年３月２９日 （11）

文部科学大臣表彰

　昨年10月10日、大田区ソフトテニス連盟

は、社会体育優良団体として、文部科学大臣

賞を受賞しました。この賞は、「地域又は職

域におけるスポーツの健全な普及及び発展に

貢献し、もって地方体育の振興に顕著な成果

をあげた体育関係者及び社会体育優良団体」

に贈られるもので、体育協会加盟団体では、

軟式野球連盟、バレーボール協会、卓球連盟、

剣道連盟に続き五団体目になります。おめで

とうございました。

　なお、ソフトテニス連盟では2月2日、こ

の受賞を記念した祝賀会を区民プラザ・アプ

リコで開催しました。会場には、小野清子国

訃　　　　報

　平成１５年８月１７日、大田区体育協会参

与（大田区柔道会）加藤卯平氏（８７歳）が

逝去されました。氏は、昭60年～平４年まで

大田区柔道会会長として団体の発展に寄与さ

れました。ご冥福をお祈り申し上げます。

　平成１５年１２月２２日には、大田区体育

協会監事前田秀男氏（７８歳）が、逝去され

ました。氏は公認会計士活動のかたわら、体

育協会の監査・監事として登記事務や経理事

務の指導等、協会運営に関わっていました。

ご冥福をお祈り申し上げます。

いが激しく、1区は芝中が1位でリレーしまし

たが、２区で清新ＪＡＣが逆転トップにたち

３・４区とつないで逃げ切り優勝しました。

　２位は芝中Ａ、１区で１１位と出遅れた地

元御園中が２区・４区で追い上げて３位入賞

を果たしました。

　中学女子の部は市川２中が２・３・４区で

区間１位を記録し、３区でトップに立ちその

ままゴールし優勝。２位には各区平均して上

位を維持した南六郷中Ａが入りました。

　一般女子の部・高校の部は、東京高校の優

勝となりました。

第57回都民体育大会の成績

　第５７回の都民体育大会は、昨年の夏に行

われた水泳大会を皮切りに、すでに３競技

が終了しています。今後の競技に期待してい

ます。

　成績は次のとおりです。

◆ 水泳競技　（平成15年 8月 10日実施）

　　　　　　女子７位　　男子６位

◆ ゴルフ　　（平成15年 8月 26日実施）

　　　　　　女子８位　　男子８位

◆ スキー　　（平成16年 3月 7日実施）

　　　　　　女子・男子　入賞外

家公安委員長をはじめ、多くの来賓がお祝い

にかけつけ、受賞を祝いました。

　また、同連盟の副会長で、体育協会の常務理

事でもある時任宥幸氏は、文部科学大臣受賞の

日と時を同じくして、「都民のスポーツ・レク

リェ－ションの普及・振興に特に功績のあった

者」として東京都教育委員会から表彰されまし

た。重ね重ねおめでとうございました。
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第５７回区民スポーツ大会日程（春季）

種　　　目 期　　　 日 会　　　場 申込締切日

１ クレー射撃 3月  6日 千葉県成田射撃場 　－

２ テ ニ ス（ｼﾝｸﾞﾙｽ） 3月13日 ～ 5月  9日 ガス橋・本羽田・平和の森庭球場 　－

３ サ ッ カ ー 3月28日 ～ 7月25日 多摩川緑地サッカー場　他 　－

４ ソフトテニス
  （Ⅰ部） 4月  4日 多摩川六郷橋緑地庭球場 　－

　　　　　　  （Ⅱ部） 6月  6日 多摩川田園調布緑地広場庭球場 5月28日

５ ソフトボール 4月  4日 ～ 6月13日 ガス橋緑地野球場　６～８号面 　－

６ 軟 式 野 球 4月  4日 ～ 6月27日 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ・多摩川緑地野球場 　－

７ ハイキング 4月  4日 秦野市 「弘法山」 　－

８ バドミントン 4月  4日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 　－

９ ゴ ル フ 4月15日 千葉県姉ヶ崎ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 　－

10 卓    球
4月17日 小・中・高校生 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 　－

4月18日 一般 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀ 　－

11 合気道演武 4月18日 南馬込文化ｾﾝﾀｰ 体育室 4月10日

12 弓    道 4月18日 大田区体育館　弓道場 当日会場

13 ボウリング 4月18日 蒲田ｲﾓﾝﾎﾞｰﾙ 大会当日9時30分まで

14 ライフル射撃
4月25日 （小口径） 千葉県営射撃場 大会当日8時30分から

4月29日 （大口径） 埼玉県長瀞総合射撃場 大会当日の10日前まで

15
バレーボール　一般（9人制） 4月25日 ～ 5月11日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 4月10日

バレーボール中学生（6人制） 6月  5日 ・ 6月19日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 5月24日

16 民    踊 4月25日 大田区民ｾﾝﾀｰ 音楽ﾎｰﾙ 　－

17 インディアカ 4月29日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 　－

18 レク・フォークダンス 5月  2日 池上会館 当日会場

19 ミニテニス 5月  3日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 4月18日

20 陸 上 競 技 5月  5日 大井埠頭中央海浜公園陸上競技場 4月9日

21 エアロビクス 5月  9日 池上会館 大会前日

22 相    撲 5月  9日 大田区体育館 相撲場 当日会場

23 バスケットボール 5月12日 ～ 7月18日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 4月12日

24 ゲートボール 5月16日 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ 4月28日

25 アマチュアレスリング 5月23日 洗足区民ｾﾝﾀｰ 体育室 当日会場（9時～9時30分）

26 釣    魚（白きす） 5月23日 三浦半島 金田湾 5月17日

27 ハンドボール 5月23日 ・ 5月29日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 5月14日

28 柔    道 5月30日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 5月14日

29 馬    術 5月30日 綾瀬市 綾瀬乗馬クラブ 5月16日

30 居 合 斬 道 6月  6日 大田区民ﾌﾟﾗｻﾞ 体育室 大会日３週間前

31 自転車走行会 6月  6日 神奈川県立東高根森林公園
当日（多摩川ｶﾞｽ橋下広場）

集合場所  午前9時

32 ウエイトリフティング 6月13日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 健康体育室 当日会場

33 空  手  道 6月20日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 5月14日

34 剣    道 6月27日 大田区体育館 5月9日

35 スポーツダンス 8月29日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 7月25日

36 水    泳 9月  5日 平和島公園水泳場 7月22日

－ 申込期限終了
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