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スポーツフェスタ

みんなのみんなの
スポーツフェスタスポーツフェスタ

みんなの第14回

テニスが初めてのお子様でも
ご参加いただけます
10：00～12：00
ハンナリーズアリーナ

京都府テニス協会講師
４歳～９歳
100名 ※抽選
体育館シューズ
平成29年9月15日（金）必着

時 間

場 所

講 師

対 象

定 員

持ち物

申込締切

13：00～15：00
ハンナリーズアリーナ
阪根 泰子 氏
（アテネパラリンピック日本代表）
諸隈 有一 氏
（日本大学連盟車椅子バスケットボール
　　選抜チームヘッドコーチ）
その他NPO法人パラキャン講師
小学生以上
60名 ※先着順
体育館シューズ
平成29年9月29日（金）必着

時 間

場 所

講 師

対 象
定 員

持ち物

申込締切

障がいのある方もない方も
どなたでもご参加いただけます
競技用の車椅子で、パラリンピック正式競技の
車椅子バスケットボールを体験しませんか？

阪根 泰子 氏

諸隈 有一 氏

京都市体育協会最新情報はホームページからご確認ください。 ※掲載内容は現時点での予定です。内容が変更となる場合は
　ホームページで告知いたしますのであらかじめご了承ください。

申込方法 お問合せ京都市体育協会ホームページにある申込フォームよりご応募ください。
URL  http://www.kyoto-sports.or.jp/festa14th/

京都市体育協会　事業運営課
       TEL：075-313-9134

参加者
募集! 日時

場所

平成29年10月９日平成29年10月９日
西京極総合運動公園西京極総合運動公園

月･祝

テニス教室 プレイ＆ステイ 車椅子バスケットボール体験会 3×3　GAME.EXE
in NISHIKYOGOKU

このほかにも、ステージショーやスポーツ体験コーナーなど、当日参加できる楽しいイベントがいっぱいです!!

※申込締切終了後、
　厳正な抽選のもと
　当選者のみ通知を
　郵送いたします。

10：30～15：00
屋外バスケットゴール
・U-12男子
・U-12女子
・一般男子ビギナー
・一般MIXビギナー
※1チーム3～6名 ※ビギナー：初心者から参加可能
※応募状況により変更の可能性があります
※応募多数の場合抽選

1試合8分（予定）
※予選リーグ後決勝トーナメントを実施、
　最低試合数2試合
チーム統一のウェア・シューズ
タオル・飲み物
※チーム統一ウェアをお持ちでない場合は
　「ビブス」をお貸しいたします。

平成29年9月27日（水）17：00　必着

10：30～15：00
屋外バスケットゴール
・U-12男子
・U-12女子
・一般男子ビギナー
・一般MIXビギナー
※1チーム3～6名 ※ビギナー：初心者から参加可能
※応募状況により変更の可能性があります
※応募多数の場合抽選

1試合8分（予定）
※予選リーグ後決勝トーナメントを実施、
　最低試合数2試合
チーム統一のウェア・シューズ
タオル・飲み物
※チーム統一ウェアをお持ちでない場合は
　「ビブス」をお貸しいたします。

平成29年9月27日（水）17：00　必着

時 間
場 所

募集
カテゴリー

試合形式

持ち物

申込締切

参加料無 料!

（中学生以上）
（小学4～6年生）（小学4～6年生）

東京オリンピック正式種目に決定した
「3人制バスケットボール」
大会参加チーム募集!!

東京オリンピック正式種目に決定した
「3人制バスケットボール」
大会参加チーム募集!!

この印刷物が不要になれば、「雑がみ」として古紙回収へ！

市民スポーツ会館

総合受付（市民スポーツ会館）



スポーツ教室参加者募集!!
初めての方もお気軽にご参加ください。

弓道教室
日 程 10月17日、24日、31日、11月7日、14日10月17日、24日、31日、11月7日、14日
時 間 18：30～20：3018：30～20：30
場 所 武道センター 弓道場武道センター 弓道場
料 金 6,500円6,500円 対 象 16歳以上16歳以上
定 員 30名程度（応募多数の場合抽選）30名程度（応募多数の場合抽選）
募集期間 9月12日（火）～9月21日（木）（消印有効）9月12日（火）～9月21日（木）（消印有効）
申込方法 往復はがきにて下記宛先まで。

〈往信面〉 氏名（ふりがな必須）、性別、元号生年月日、年齢、郵便番号、
　　　　　 住所、電話番号、経験者はその有無と受有段級位を記載。
〈返信面〉 宛名面：申込者の住所、氏名を記載　文面:白紙

往復はがきにて下記宛先まで。
〈往信面〉 氏名（ふりがな必須）、性別、元号生年月日、年齢、郵便番号、
　　　　　 住所、電話番号、経験者はその有無と受有段級位を記載。
〈返信面〉 宛名面：申込者の住所、氏名を記載　文面:白紙

お申込み・お問合せ 京都市弓道協会
〒604-0831 京都市中京区松屋町40 二条コーポ603
弓道協会理事長　小倉啓志宛
TEL：075-255-4167　携帯：090-8986-1361

※ 運動できる服装でお越しください。　※タオル・飲料水をご持参ください。
※ 申込人数が少ない場合は、教室を中止することがあります。
※ 教室開始15分以降の途中参加は安全管理上ご遠慮願います。
※ 欠席されましても、受講料の割引等はございませんので、ご了承ください。

火曜日 全５回

講習会のスケジュール等、最新の情報はホームページから確認できます。
 http://www.kyoto-sports.or.jp/do_sports/bouldering/

京都アクアリーナ
ボ ル ダ リ ング
初心者・未経験者の方も大歓迎！
お気軽にお問合せください！
初心者・未経験者の方も大歓迎！
お気軽にお問合せください！

● 13時～15時　● 15時～17時 
● 17時～19時　● 19時～21時
● 13時～15時　● 15時～17時 
● 17時～19時　● 19時～21時

利用時間区分

火曜日 ※祝日の場合は翌平日 

利用料金 ● 中学生以上：400円／時間区分
● 小学生（保護者同伴）：200円／時間区分
● レンタルシューズ：100円／日 

※ ご利用いただくためには講習会を受講していただき、登録証を取得してください。
※ 安全のために人数制限があります。
※ 講習会は事前予約制です。HPにてスケジュールをご確認後、お電話にてご予約ください。

※ ご利用いただくためには講習会を受講していただき、登録証を取得してください。
※ 安全のために人数制限があります。
※ 講習会は事前予約制です。HPにてスケジュールをご確認後、お電話にてご予約ください。

定　休　日

お問合せ･講習会予約 080ｰ6219 7ー791
（受付時間：定休日除く ９時〜21時）
080ｰ6219 7ー791
（受付時間：定休日除く ９時〜21時）

第14回 みんなのスポーツフェスタ

京北ウオークⅡ桂川源流へのみちを行く

平成29年11月12日平成29年11月12日日
午前10時00分スタート午前10時00分スタート

日 時

定　員

コース

① 京都駅 八条口 アバンティ前  サンクンガーデン
　 午前8時00分出発（午前7時00分 受付開始）
　　※ 会場への無料送迎バスをご用意しております。（往復）
② ウッディー京北（午前8時30分 受付開始）
　　（右京区京北周山町上寺田１−１）
　　※ 公共交通機関等でお越しください。（駐車場は数に限りがございます。）
　　※ 無料送迎バスでスタート会場へ移動します。

① 京都駅 八条口 アバンティ前  サンクンガーデン
　 午前8時00分出発（午前7時00分 受付開始）
　　※ 会場への無料送迎バスをご用意しております。（往復）
② ウッディー京北（午前8時30分 受付開始）
　　（右京区京北周山町上寺田１−１）
　　※ 公共交通機関等でお越しください。（駐車場は数に限りがございます。）
　　※ 無料送迎バスでスタート会場へ移動します。200名

 ※ 応募多数の場合抽選
200名
 ※ 応募多数の場合抽選

参加料

1,000円
（参加賞、京北鍋（豚汁）代含む）
1,000円
（参加賞、京北鍋（豚汁）代含む）

申込方法

FAXまたはホームページ申込フォームから
氏名・ふりがな・郵便番号・住所・電話番号
年齢・参加コース・集合する場所を明記

FAXまたはホームページ申込フォームから
氏名・ふりがな・郵便番号・住所・電話番号
年齢・参加コース・集合する場所を明記

募集締切

お申込み
お問合せ

平成29年10月25日（水）＜必着＞平成29年10月25日（水）＜必着＞

公益財団法人京都市体育協会　事業運営課
TEL：075-313-9134　FAX：075-313-6043
http://www.kyoto-sports.or.jp/kw2017

公益財団法人京都市体育協会　事業運営課
TEL：075-313-9134　FAX：075-313-6043
http://www.kyoto-sports.or.jp/kw2017

集合場所

・荒天の場合、中止することがあります。
・参加者には参加賞、完歩された方には完歩証をお渡しいたします。
・昼食は各自でご準備ください。
　（※ゴール後に、豚汁（京北鍋）の炊出しがあります。）

京北・近畿自然歩道コース（16km及び11km）

日本市民スポーツ連盟認定大会

16kmコース

11kmコース
※京北運動公園からは、無料送迎バスでウッディー京北へ移動

宇津峡
公園

中地
ロード
パーク

スタート
栃本橋
河川敷
広場 

魚ヶ渕
吊り橋

ウッディー
京北

ゴール

宇津峡
公園

中地
ロード
パーク

スタート
栃本橋
河川敷
広場 

魚ヶ渕
吊り橋

ウッディー
京北

京北
運動公園 中江橋 山国神社 姑棄野橋 稲荷

大明神 

ゴール

宇津峡公園



大相撲京都場所平成29年
秋巡業

日時

【チケットプレゼントに関するお問合せ】 公益財団法人京都市体育協会 TEL:075-315-4581
【チ ケット購入に関するお問合せ】 大相撲京都場所実行委員会 TEL:075-211-7622
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10：00～17：00（土・日・祝日休み）

平成29年10月15日（日）8：00～15：00
場所 島津アリーナ京都（京都府立体育館）

京都市北区西大路通大将軍西200m

郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、性別、年齢、電話番号、アンケートの
回答をご記入の上、はがき又はメールにてご応募ください。

「体験してみたいスポーツは？」

公益財団法人京都市体育協会「大相撲京都場所チケットプレゼント係」
〒615－0864　京都市右京区西京極新明町１番地
Email：dash@kyoto-sports.or.jp

●席種・料金などに関しましては、ホームページをご覧ください。大相撲京都場所http://oozumou-kyotobasho.com  ●２階席からもよくご覧いただけます。●席種・料金などに関しましては、ホームページをご覧ください。大相撲京都場所http://oozumou-kyotobasho.com  ●２階席からもよくご覧いただけます。

チケットぴあにて販売

電話

店頭

ネット0570-07-8833
Pコード：835-912

オペレーター対応（※10:00～18:00）

【チケットぴあ】http://w.pia.jp/t/sumo-kyoto/
【チケット大相撲】http://sumo.pia.jp/

全国のセブンイレブン･･･店内のマルチコピー機にて販売（24時間）
全国のサークルK･サンクス･･･店内のKステーションにて販売（5:30～26:00）
全国のチケットぴあ店舗･･･店舗により営業時間は異なります。

アンケートに答えて観戦ペアチケットプレゼント!アンケートに答えて観戦ペアチケットプレゼント!
アンケートにお答えいただいた方の中から、抽選で15組30名様に平成29年秋巡業大相撲
京都場所のペアチケットをプレゼントいたします。

抽選で2階自由席15組30名様!!

アンケート内容

応 募 方 法

応 募 先

平成２９年９月25日（月）
※厳正なる抽選のうえ、当選者の発表はチケットの発送をもって
　代えさせていただきます。

申 込 締 切

9月30日・10月1日の開幕戦は
京都市内在住の小学生を

無料招待!
9月30日・10月1日の開幕戦は
京都市内在住の小学生を

無料招待!
① ハンナリーズ公式ホームページからのお申込み
② 往復はがきからのお申込み
　（郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、観戦希望日を明記）

８月29日（火）～９月21日（木）〈必着〉
※応募多数の場合抽選

〒601-8046 京都市南区東九条西山町8
「京都ハンナリーズ 開幕戦小学生無料招待係」
TEL：050-5533-5588
H  P：https://hannaryz.jp/

お申込み・お問合せ

申込期間

申込方法



競技場

主

主

主

補

補23日（土･祝）

30日（土）

9：00～17：00
15：00キックオフ

2017京都サッカーファミリーフェスティバル／JFAフットボールデーin京都 （京都府サッカー協会）

高円宮杯U-15 サッカーリーグ2017京都 （京都府サッカー協会）

—

主

2017 WOMEN'S CIRCUIT GS YUASA OPEN （京都府テニス協会）
※ 本戦5日（火）～9日（土）

第43回社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選 （京都府野球連盟）

※大会情報はやむなく変更される場合がありますのでご了承ください。

　　　 平成29年度 関西学生野球連盟　秋季リーグ戦　開幕節 （関西学生野球連盟）
第43回社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選 （京都府野球連盟）
関西六大学準硬式野球　秋季リーグ戦　（関西六大学準硬式野球連盟）

　　　 2017年度 関西六大学野球連盟　秋季リーグ戦 （関西六大学野球連盟）

 日本女子プロ野球リーグ　2017ヴィクトリアシリーズ
 京都フローラ　vs　兵庫ディオーネ

　　　 平成29年度 秋季京都府高校野球大会 2次戦 （京都府高等学校野球連盟）

2017年度 第41回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント １回戦 （京都府サッカー協会）
　　　  2017明治安田生命J2リーグ　第31節　京都サンガF.C. vs レノファ山口ＦＣ
第24回全国クラブチームサッカー選手権関西大会 （京都府サッカー協会）
第16回京都市民総合体育大会 陸上競技の部兼ジュニアオリンピック選考会（京都陸上競技協会）
2017年度 第41回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 2回戦 （京都府サッカー協会）

全日本9人制バレーボール総合男女選手権大会京都府予選会 （京都府バレーボール協会）
バレーボール交歓会 （市民スポーツクラブバレーボール交歓会）

第37回全京都障害者総合スポーツ大会 陸上競技大会の部 （京都障害者スポーツ振興会）

　　　 ジャパンラグビートップリーグ 第4節　（京都府ラグビーフットボール協会）
　　　　16：30～　NTTドコモレッドハリケーンズ vs 宗像サニックスブルース
　　　　19：00～　トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs 東芝ブレイブルーパス

第71回京都市中学校秋季体育大会 陸上競技の部 （京都陸上競技協会）

全日本卓球選手権大会 ジュニアの部 京都府予選 （京都卓球協会）

都市間交流ソフトバレーボール大会 （京都市バレーボール協会）

第29回京都ミニバスケットボール少年団交流大会 （京都市スポーツ少年団）

　　　　Ｂ１リーグ　京都ハンナリーズ vs 三遠ネオフェニックス

第24回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会 （京都陸上競技協会）

　　　 第95回関西学生サッカーリーグ （京都府サッカー協会）

関西学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦 第3節 （関西学生アメリカンフットボール連盟）
　　　　京都大学　vs　関西学院大学

　　　  2017明治安田生命J2リーグ　第34節　京都サンガF.C. vs 湘南ベルマーレ

　　　  2017明治安田生命J2リーグ　第35節　京都サンガF.C. vs ジェフユナイテッド千葉

京都市中学校バスケットボール・ブロック交流大会 （京都市中体連）

第52回関西サッカーリーグ （京都府サッカー協会）

ハンナリーズアリーナ

わかさスタジアム京都

西京極総合運動公園 陸上競技場兼球技場

〒615-0864　京都府京都市右京区西京極新明町１

〒615-0864　京都府京都市右京区西京極新明町29

〒615-0864　京都府京都市右京区西京極新明町29
…陸上競技場兼球技場　　　…補助競技場

日

日

日

時間

時間

時間

内容

内容

内容

3日（日）～9日（土）

1日（金）

2日（土）～3日（日）

4日（月）～9日（土）

14日（木）～15日（金）

16日（土）～17日（日）

23日（土･祝）～24日（日）

29日（金）

30日（土）

1日（金）

3日（日）
4日（月）

9日（土）

10日（日）

10日（日）
13日（水）
16日（土）

2日（土）

24日（日）

17日（日）～18日（月･祝）

30日（土）

16日（土）

23日（土･祝）

17日（日）

18日（月･祝）

22日（金）

8：00～22：00

9：00～17：00
9：30～21：00
9：00～17：00
8：00～17：00
10：00～17：00
10：00～21：00

18：30プレイボール

7：00～21：00

13：00～21：00
18：00キックオフ

9：00～17：00
9：00～17：00
13：00～21：00

9：00～17：00

9：30～21：00
9：00～17：00
9：00～17：00

10：00～16：00
9：30～17：00

8：00～17：00

8：00～17：00

18：05ティップオフ

8：00～17：00

8：00～17：00

18：45キックオフ

補

補
補

補

主

主
補

補

主

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

主

主

主
主

主
補

主

7：00～21：00

9：00～17：00
15：00キックオフ

4日（月）～8日（金）、12日（火）～15日（金）、
19日（火）～21日（木）、25日（月）～29日（金）

お問合せ／TEL：075‐315‐4583
開館時間 （月・火）10：00～18：00 （水・金）10：00～21：00 （木）10：00～20：00

1日（金）、4日（月）、18日（月・祝）、22日（金）

一般開放日 7：00～21：00 利用料金／一般（高校生以上）200円　中学生以下100円

大会情報2017年 9月

月曜日〜金曜日まで、陸上競技場兼球技場のスタジオで行っております

9月休講日

卓球スタジオ ダッシュ
補



宝が池公園球技場 〒606-0923　京都府京都市左京区松ヶ崎東池ノ内町

弓
道
場

競技場

旧
武
徳
殿

3日（日）

17日（日）
9日（土）

9：00～17：00

9：00～17：00
9：00～17：00

3日（日）
9日（土）

16日（土）

23日（土･祝）

10日（日）

17日（日）

24日（日）

30日（土）

9：30～19：00

—

—

—

9：00～17：00

9：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

第28回関西学生ラクロスリーグ戦 （日本ラクロス協会）
高円宮杯U-18 サッカーリーグ2017 京都トップリーグ （京都府サッカー協会）

セレマカップ第50回京都少年サッカー大会 U-12リーグ （京都府サッカー協会）

高円宮杯U-15サッカーリーグ2017 関西サンライズリーグ （京都府サッカー協会）

第52回京都フットボールリーグ2017 （京都府サッカー協会）

第13回京都ウエストライオンズカップ （京都府ラグビーフットボール協会）

第52回関西サッカーリーグ （京都府サッカー協会）

第56回京都府高等学校水泳競技新人大会 （京都水泳協会）
第8回京都ジュニアチャレンジスイムミート （京都水泳協会）

第14回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 （京都市アーチェリー協会）

京都アクアリーナ 〒615-0846 京都市右京区西京極徳大寺団子田町64番地

日 時間 競技場 内容

23日（土･祝）
24日（日）

10日（日）
9：00～21：00
9：00～21：00

9：00～17：00
主
弓

主

関西学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦（関西学生アメリカンフットボール連盟）
10：30～　京都教育大学 vs 関西外国語大学　　12：50～　京都府立大学 vs 大阪市立大学
15：10～　天理大学 vs 流通科学大学

関西学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦（関西学生アメリカンフットボール連盟）
10：30～　京都工芸繊維大学 vs 鳥取大学　　12：50～　摂南大学 vs 兵庫県立大学
15：10～　徳島大学 vs 滋賀大学

2017ムロオ関西大学Aリーグ （京都府ラグビーフットボール協会）
12：00～　同志社大学 vs 関西学院大学　　14：00～　立命館大学 vs 天理大学

U-10ジュニアバスケットボール大会 （京都府バスケットボール協会）

※大会情報はやむなく変更される場合がありますのでご了承ください。

社会人バスケットボールリーグ （京都府バスケットボール協会）

京都府知事杯争奪 第40回病院対抗女子バレーボール大会 （京都私立病院協会）

社会人バスケットボールリーグ （京都府バスケットボール協会）
平成29年度 関西学生卓球 秋季リーグ戦 （京都卓球協会）

第6回隂陽流明珠錬成大会 （京都市空手道連盟）

第65回京都社会人剣道協会 剣道・居合道大会 （京都市剣道協会）

前期・後期団体リーグ戦（ながつき大会） （新日本スポーツ連盟京都バトミントン協議会）
社会人バスケットボールリーグ （京都府バスケットボール協会）
京都府知事杯争奪 第40回病院対抗女子バレーボール大会 （京都私立病院協会）
社会人バスケットボールリーグ （京都府バスケットボール協会）

横大路体育館

京都市武道センター

〒612-8263　京都府京都市伏見区横大路下ノ坪１

〒606-8323　京都府京都市左京区聖護院円頓美町46-2

…メインプール　　　…サブプール　　　…アーチェリー場

…主競技場　　…補助競技場

日

日

日 時間

時間

時間

内容

内容

内容

2日（土）

18日（月･祝）

2日（土）
3日（日）

9日（土）

17日（日）

3日（日）

4日（月）～5日（火）
6日（水）
15日（金）～17日（日）
18日（月･祝）
２３日（土･祝）
24日（日）

10日（日）

6日（水）～8日（金）

18日（月･祝）

23日（土・祝）

18日（月･祝）
23日（土･祝）
24日（日）
30日（土）

8：00～21：00
9：00～21：00

9：00～21：00

9：00～17：00

9：00～16：00
9：00～21：00
9：00～17：00
9：00～17：00
9：00～17：00
9：00～17：00
9：00～17：00

8：00～17：00

8：00～21：00

9：00～17：00
9：00～17：00

9：00～21：00
9：00～21：00
9：00～17：00
9：00～21：00

補 弓

補

第22回全国青少年武徳祭 （大日本武徳会）

主

主

主
主

有料

有料

有料

第49回京都なぎなた大会（京都なぎなた連盟）

第17回京都大学寝技研鑽会 （京都市柔道連盟）

総合武道演武祭 （全国総合武道連盟） ※16日（土）は２１:00まで

第22回全国青少年武徳祭 （大日本武徳会）
第65回京都社会人剣道協会 剣道・居合道大会 （京都市剣道協会）
第5回京都府合気道大会 （京都府合気道連盟）
第35回京都市長杯弓道大会 （京都市弓道協会）

全国高等学校弓道選抜大会 京都府団体１次予選会 （京都府高体連）
京都府高等学校弓道選手権大会 （京都府高体連）

主
競
技
場

･

補
助
競
技
場



京都駅から市バス73系統
地下鉄東西線「太秦天神川」駅から市バス80系統
地下鉄烏丸線「四条」駅から市バス32系統
京阪「祇園四条」駅から市バス80系統

地下鉄「四条」駅下車、阪急電鉄「烏丸」駅乗換
→「西京極」駅下車すぐ

→「西京極運動公園前」下車すぐ
地下鉄東西線「太秦天神川」駅から市バス84系統
地下鉄東西線「西大路御池」駅から市バス特27系統
京都駅八条口から市バス84系統

→「西京極駅前」下車すぐ

京都駅から市バス73系統
地下鉄東西線「太秦天神川」駅から市バス80系統
地下鉄烏丸線「四条」駅から市バス32系統
京阪「祇園四条」駅から市バス80系統

地下鉄「四条」駅下車、阪急電鉄「烏丸」駅乗換
→「西京極」駅下車すぐ

→「西京極運動公園前」下車すぐ
地下鉄東西線「太秦天神川」駅から市バス84系統
地下鉄東西線「西大路御池」駅から市バス特27系統
京都駅八条口から市バス84系統

→「西京極駅前」下車すぐ

2017
9月号
2017
9月号

京都市のスポーツ施設・イベント情報京都市のスポーツ施設・イベント情報 Vol.144Vol.144

QZd([QZd([
スポーツフェスタ

みんなのみんなの
スポーツフェスタスポーツフェスタ

みんなの第14回

テニスが初めてのお子様でも
ご参加いただけます
10：00～12：00
ハンナリーズアリーナ

京都府テニス協会講師
４歳～９歳
100名 ※抽選
体育館シューズ
平成29年9月15日（金）必着

時 間

場 所

講 師

対 象

定 員

持ち物

申込締切

13：00～15：00
ハンナリーズアリーナ
阪根 泰子 氏
（アテネパラリンピック日本代表）
諸隈 有一 氏
（日本大学連盟車椅子バスケットボール
　　選抜チームヘッドコーチ）
その他NPO法人パラキャン講師
小学生以上
60名 ※先着順
体育館シューズ
平成29年9月29日（金）必着

時 間

場 所

講 師

対 象
定 員

持ち物

申込締切

障がいのある方もない方も
どなたでもご参加いただけます
競技用の車椅子で、パラリンピック正式競技の
車椅子バスケットボールを体験しませんか？

阪根 泰子 氏

諸隈 有一 氏

京都市体育協会最新情報はホームページからご確認ください。 ※掲載内容は現時点での予定です。内容が変更となる場合は
　ホームページで告知いたしますのであらかじめご了承ください。

申込方法 お問合せ京都市体育協会ホームページにある申込フォームよりご応募ください。
URL  http://www.kyoto-sports.or.jp/festa14th/

京都市体育協会　事業運営課
       TEL：075-313-9134

参加者
募集! 日時

場所

平成29年10月９日平成29年10月９日
西京極総合運動公園西京極総合運動公園

月･祝

テニス教室 プレイ＆ステイ 車椅子バスケットボール体験会 3×3　GAME.EXE
in NISHIKYOGOKU

このほかにも、ステージショーやスポーツ体験コーナーなど、当日参加できる楽しいイベントがいっぱいです!!

※申込締切終了後、
　厳正な抽選のもと
　当選者のみ通知を
　郵送いたします。

10：30～15：00
屋外バスケットゴール
・U-12男子
・U-12女子
・一般男子ビギナー
・一般MIXビギナー
※1チーム3～6名 ※ビギナー：初心者から参加可能
※応募状況により変更の可能性があります
※応募多数の場合抽選

1試合8分（予定）
※予選リーグ後決勝トーナメントを実施、
　最低試合数2試合
チーム統一のウェア・シューズ
タオル・飲み物
※チーム統一ウェアをお持ちでない場合は
　「ビブス」をお貸しいたします。

平成29年9月27日（水）17：00　必着

10：30～15：00
屋外バスケットゴール
・U-12男子
・U-12女子
・一般男子ビギナー
・一般MIXビギナー
※1チーム3～6名 ※ビギナー：初心者から参加可能
※応募状況により変更の可能性があります
※応募多数の場合抽選

1試合8分（予定）
※予選リーグ後決勝トーナメントを実施、
　最低試合数2試合
チーム統一のウェア・シューズ
タオル・飲み物
※チーム統一ウェアをお持ちでない場合は
　「ビブス」をお貸しいたします。

平成29年9月27日（水）17：00　必着

時 間
場 所

募集
カテゴリー

試合形式

持ち物

申込締切

参加料無 料!

（中学生以上）
（小学4～6年生）（小学4～6年生）

東京オリンピック正式種目に決定した
「3人制バスケットボール」
大会参加チーム募集!!

東京オリンピック正式種目に決定した
「3人制バスケットボール」
大会参加チーム募集!!

（公財）京都市体育協会賛助会員担当  

TEL:075-315-4561
http://www.kyoto-sports.or.jp/support_sports/membership/

法人･団体／1口 10,000円から

個　　 人／1口      5,000円から

京都市体育協会では京都のスポーツを将来にわたって応援していた
だける団体・法人、個人のみなさまを賛助会員として募集していま
す。みなさまからご寄附いただいた賛助会員の年会費は、京都のス
ポーツの普及・振興を目的とした事業に使用させていただきます。

賛 助 会 員 募 集 中
お申込み･詳細

会　　費公益財団法人京都市体育協会公益財団法人京都市体育協会

田中セツ子
京都結婚塾

TEL 075-681-7575
http://www.tanakasetsuko.com

ミズノスクール 9月のピックアップ!!

9月17日（日）9月17日（日）日時

宝が池公園運動施設
フットサルコート
宝が池公園運動施設
フットサルコート

場所

各クラス 24名（先着）各クラス 24名（先着）定員

1,080円1,080円料金

幼児は４歳以上、小学生は
逆上がりができない子が対象
幼児は４歳以上、小学生は
逆上がりができない子が対象

対象

1,080円1,080円料金

9月14日、21日、28日 
木曜日 
19:00〜21:00

9月14日、21日、28日 
木曜日 
19:00〜21:00

500円体験あり
※ 初めて参加される方、1回限り
※ 体験は必ずご予約ください。

9月1日、15日、22日  金曜日9月1日、15日、22日  金曜日
① 振付エクササイズ 10:00～11:00
② モダンバレエ　     11:15～12:15
① 振付エクササイズ 10:00～11:00
② モダンバレエ　     11:15～12:15

①幼児クラス　   9：15～10：30
②小学生クラス 10：45～12：15
①幼児クラス　   9：15～10：30
②小学生クラス 10：45～12：15

日時

ハンナリーズアリーナ
２階スタジオダッシュ
ハンナリーズアリーナ
２階スタジオダッシュ

場所

各教室 20名（先着）各教室 20名（先着）定員
16歳以上16歳以上対象
各教室 3,240円／月3回各教室 3,240円／月3回料金

モダンバレエを基礎としたダンス体操と、モダンバレエ教室。
振付エクササイズ・モダンバレエ振付エクササイズ・モダンバレエ

西京極総合運動公園

バドミントン教室バドミントン教室

お申込み･お問合せ：市民スポーツ会館  TEL：075-315-3741

指導経験・知識豊富な講師による専門的な指導で、逆上がり
ができるように目指します！

宝が池公園運動施設

お申込み･お問合せ：宝が池公園運動施設  TEL：075-712-3300

苦手克服!鉄棒教室苦手克服!鉄棒教室

1,080円1,080円料金

横大路運動公園

お申込み･お問合せ：横大路運動公園   TEL：075-611-9796

横大路運動公園 体育館横大路運動公園 体育館場所

24名（先着）24名（先着）定員

小学1年生 ～ 中学生小学1年生 ～ 中学生対象

3,590円（月3回）3,590円（月3回）料金

日時

初めてのノルディックウォーク初めてのノルディックウォーク

1,080円1,080円料金

京都アクアリーナ

お申込み･お問合せ：京都アクアリーナ   TEL：075-315-4800

※小雨決行

日 時 9月24日（日）10:00～11：309月24日（日）10:00～11：30
場 所 京都アクアリーナ京都アクアリーナ 定 員 30名（先着）30名（先着）
対 象 20歳以上、医師から運動を禁止されていない方20歳以上、医師から運動を禁止されていない方
料 金 540円（ポールレンタル別途200円）540円（ポールレンタル別途200円）

募集期間 9月1日（金）～23日（土・祝）9月1日（金）～23日（土・祝）※定員になり次第締切※定員になり次第締切

申込方法 電話または京都アクアリーナ１Ｆインフォメーションで直接お申込み電話または京都アクアリーナ１Ｆインフォメーションで直接お申込み

ノルディック・ウォークは、２本のポール(ストック)を使って歩行運動を補
助し、運動効果をより増強するフィットネスエクササイズの一種です。初
めての方、ポールを持っているけど使い方が合っているか確認したい方な
どを対象とした教室です。もちろん経験者の方もご参加いただけます！

ノルディック・ウォークは、２本のポール(ストック)を使って歩行運動を補
助し、運動効果をより増強するフィットネスエクササイズの一種です。初
めての方、ポールを持っているけど使い方が合っているか確認したい方な
どを対象とした教室です。もちろん経験者の方もご参加いただけます！


