
参加料
無料!!

参加者
募集!!

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。

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/festa15th/
京都市体育協会　TEL：075ｰ313ｰ9134

（ハンナリーズアリーナ）

テニス教室 プレイ＆ステイ初心者でも
大丈夫です!!

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!!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!!

時間 10：00～12：00
講師 京都府テニス協会講師

対象 ４歳～９歳 定員 100名

申込締切 8月31日（金）必着 ※抽選（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。）

① 13：15～14：00 
　　小学生を含む親子 100組
② 14：15～15：00 
　　中学生・高校生 250名
③ 15：15～16：00 
　　一般（18歳以上） 250名

avex公認インストラクター

①②【avex DANCE BOX】
③【EZ DO DANCERCIZE】

体育館シューズ･タオル･飲み物持ち物

小さな子供や初心者の方でもラケットを持った
その日からテニスを楽しむことができます。

avex ダンス教室
時間

講師
体育館シューズ
タオル･飲み物

持ち物9月14日（金）
※先着順

申込締切

申込方法

お問合せ

プログラム

ダンスプログラム【avex DANCE BOX】や 350万枚出荷した大ヒットDVD
TRFの【EZ DO DANCERCIZE】をみんなで楽しく踊りましょう!!

エイベックスの
ダンス教室がやってくる!!

スポーツスポーツ
フェスタフェスタ

日 程 : 9月24日（月・休）
場 所 : 西京極総合運動公園内

みんなのみんなの第15回

〈総合案内〉市民スポーツ会館
〒615-0864　京都市右京区西京極新明町32番地
TEL：075-313-9131  FAX：075-313-9191
E-mail：dash@kyoto-sports.or.jp
U R L：http://www.kyoto-sports.or.jp/

〈発行・編集〉

この印刷物が不要になれば、
「雑がみ」として古紙回収へ！
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ダッシュ!
京都市のスポーツ施設・イベント情報



秋のアーチェリー教室

京都市民秋季ソフトテニス教室

かんたん太極拳 教室

日曜日
全４回
※小雨決行

金曜日
全7回

金曜日
全4回

第17回京都市民総合体育大会　ゴルフ競技（兼 秋季市民ゴルフ競技大会）
日　　程 9月25日（火）
集合時間 7:00 参加対象 京都市内在住か、在勤・在学の方

参 加 料 7,500円
（参加料1,000円＋プレーフィ6,500円）

申込期間 9月1日（土）～9月21日（金）

申込方法 往復はがき、又は京都ゴルフ倶楽部舟山コースへ直接来所
申込必要事項 〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、生年月日、電話番号、ＦＡＸ

競技時間 8：00～16：30
場　　所 京都ゴルフ倶楽部 舟山コース

お申込み・お問合せ 京都市ゴルフ協会 〒603-8848　京都市北区西賀茂船山11-2 京都ゴルフ倶楽部 舟山コース
TEL： 075-491-8150　FAX： 075-493-4680

オリンピック種目でもある
アーチェリーを気軽に始めることができます！

★スポーツ教室 参加者募集★

Mail：kyotoacaso@gmail.com
Fax：075-922-2316

TEL： 080-1495-2379　FAX：075-394-7257
　Mail： tpesaijo@gmail.com

TEL／FAX： 075-662-2662

京都市アーチェリー協会（担当：横山）

京都市ソフトテニス連盟（担当：西條）

京都市武術太極拳協会（担当：寺岡）

お申込み・お問合せ

お申込み・お問合せ

お申込み・お問合せ

9月16日、23日、30日、10月7日

京都アクアリーナ アーチェリー場
5,000円
京都府内在住の中学生以上
（中学生は保護者同伴）

帽子、運動できる服装（弓具一式は貸与します）

24名（先着）

10：00～12：00（受付9：45）

9月10日（月）

氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、利き手
※メールの件名は「アーチェリー教室」と入力してください。

日　程

場　所
料　金 定　員
対　象

時　間

申込締切

申込必要事項

持ち物等

メール、FAX
※出来る限りメールでお願いします。

申込方法

9月14日、21日、28日、
10月5日、12日、19日、26日

9月7日、14日、21日、28日

ゆったりとした動きでバランス感覚を養い、気持ちよく健康増進しましょう。
ぜひ体験してください！

西院公園 テニスコート No.13～16

武道センター 補助競技場

4,000円

3,000円

小学4年生 ～ 60歳まで

中学生以上

18：30 ～ 20：45

10：00～12：00

日　程

日　程

場　所

場　所

料　金

料　金

対　象

対　象

時　間

時　間

ソフトテニスラケット、シューズ

上靴

小学生40名、中学生以上40名（先着）

30名（先着）

8月10日（金）～ 9月8日（土）

8月1日（水）～ 8月31日（金）

〒住所、氏名（ふりがな）、年齢（学年）、性別、
電話番号、FAX、経験年数
　※ 初心者の場合は必ず「初心者」とご記載ください。

〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号

定　員

定　員

申込期間

申込期間

申込必要事項

申込必要事項

持ち物

持ち物

ＦＡＸ、メール（電話受付は致しません）

電話、ＦＡＸ

申込方法

申込方法



健康づくり! 
 仲間づくり!  
健康づくり! 
 仲間づくり!  ウオーキング!!ウオーキング!!

琵琶湖疏水と大文字観望ウオーク

第26回京都五山送り火ウオーク

　　　　 NPO法人京都府ウオーキング協会
TEL:075-353-6464  FAX:075-352-4600
お問合せ

◆ 集合場所：ラクト山科公園 10：00　◆ 距離：13キロ
◆ 解散場所：出町柳鴨川公園 15：00頃　
◆ 参  加  費：事前申込500円　※ 8/6（月）締切
 　　　　   　当日参加700円（中学生以下は無料）

8月15日
（水）

8月16日
（木）

◆ 集合場所：嵐山中ノ島公園 出発式11：30
◆ 距　　離：①17キロ ②25キロ
◆ 解散場所：出町柳河川敷 15：00～18：00
◆ 参  加  費：事前申込1,000円 ※ 8/6（月）締切 
　 　　　  　当日参加1,200円（中学生以下は無料）

弁当持参弁当持参

弁当持参弁当持参

夏休み!! ジュニアスポーツ体験会夏休み!! ジュニアスポーツ体験会
日 時  8月22日（水）

① 9：30～10：30
　　・走り方教室
　　・バドミントン教室
②11：00～12：00
　　・フットサル教室
　　・バレーボール教室

対 象 年中～小学生
定 員 各クラス20名（先着）
料 金 各クラス1,080円

市民スポーツ会館
TEL：075-315-3741※同じ時間帯の教室は複数受講できません。

場 所 ハンナリーズアリーナ

お申込み
お問合せ

9月18日（火）18:30～20:309月18日（火）18:30～20:30

　　　　　　 公益財団法人京都市体育協会「スポーツ講座（身体の使い方）」係
　〒615-0864　京都市右京区西京極新明町1　TEL：075-315-4581　FAX：075-315-4521　MAIL：dash@kyoto-sports.or.jp

市民スポーツ会館（西京極総合運動公園内）市民スポーツ会館（西京極総合運動公園内）

高橋 佳三 氏 びわこ成蹊スポーツ大学 教授高橋 佳三 氏 びわこ成蹊スポーツ大学 教授
たかはし   けいぞうたかはし   けいぞう

スポーツパフォーマンスを引き出す
平成30年度 スポーツ講座

6月に開催した講座の続編を開催！パフォーマンスの向上に繋がる姿勢、
力の入れ方など、自らの身体で体感して学びましょう！
6月に開催した講座の続編を開催！パフォーマンスの向上に繋がる姿勢、
力の入れ方など、自らの身体で体感して学びましょう！

主催･お問合せ

講　　師

会　　場

80名（応募者多数の場合、抽選）
　※前回（6月）落選者には優先抽選あり。詳細はホームページで。
80名（応募者多数の場合、抽選）
　※前回（6月）落選者には優先抽選あり。詳細はホームページで。

ホームページ申込みフォームから ホームページ申込みフォームから 9月9日（日）9月9日（日）
定　　員

申込方法申込締切

日　　時

参加
無料

身体の使い方 in スポ館
からだ

好評につき好評につき

続

個人参加ミニサッカー
宝が池カップ

日 時8月18日（土）18：30～21：00
場 所 宝が池運動公園施設 球技場
対 象 18歳以上
料 金 1,620円

定 員 32名（先着）

お申込み・お問合せ   宝が池公園運動施設
　 TEL：075-712-3300

サッカーがしたいけど、人数を集められない…そこで諦めていた方に朗報！
１人から気軽に参加できる、個人参加のミニサッカーを開催します!
集まったメンバーでチームを組むので、ご安心ください☆

※グループでの申込も可能です。

18：00～受付

参加賞あり!



大会情報2018年8月

ハンナリーズアリーナ 〒615-0864　京都市右京区西京極新明町１

わかさスタジアム京都 〒615-0864　京都市右京区西京極新明町29

西京極総合運動公園 陸上競技場兼球技場 〒615-0864　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 競技場

大　　会　　内　　容

大　　会　　内　　容

大　　会　　内　　容

1日（水）～３日（金）、6日（月）、7日（火）、9日（木）、13日（月）
17日（金）、23日（木）、24日（金）、27日（月）～30日（木）

補助競技場 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

1日（水）〜3日（金）

5日（日）

７日（火）

11日（土･祝）〜12日（日）

18日（土）

19日（日）

20日（月）

24日（金）

25日（土）

26日（日）

1日（水）

3日（金）

6日（月）〜7日（火）

8日（水）

9日（木）

11日（土･祝）

12日（日）

13日（月）〜14日（火）

15日（水）〜16日（木）

17日（金）

18日（土）〜19日（日）

25日（土）〜26日（日）

4日（土）

10日（金）

19日（日）

20日（月）〜21日（火）

22日（水）

25日（土）

26日（日）

8：00〜17：00
8：45〜16：00
8：00〜17：00
8：00〜17：00
9：00〜17：00
8：00〜17：00
9：00〜22：00
9：00〜17：00
8：00〜22：00
9：00〜15：30

7：00〜17：00
10：00〜14：30
8：00〜17：00
9：00〜21：00
9：00〜17：00
7：00〜17：00
7：00〜17：00
7：00〜17：00
8：00〜17：00
18：30プレイボール
8：00〜16：30
18：30プレイボール

18：00キックオフ
8：00〜17：00
9：00〜16：30
8：00〜17：00
7：00〜21：00
7：00〜17：00
9：00〜17：00
18：00キックオフ
9：30〜17：00

京都市小学校部活動全市交流会 バスケットボールの部 （京都市教育委員会）
右京ソフトバレーボール親睦会　夏の交流大会 （右京区体育振興会連合会）
京都市小学校部活動全市交流会 バドミントンの部 （京都市教育委員会）
第37回京都ミニバスケットボール少年団選手権大会 （京都ミニバスケットボール少年団連盟）
京都市保育園連盟各区対抗バレーボール大会 （京都市保育園連盟）
第48回京都府青少年剣道錬成大会 【男子の部】（京都府剣道連盟）
京都市立高校バスケットボール夏季大会 （京都府バスケットボール協会）
第37回京都市立高等学校バレーボール選手権大会 （京都市教育委員会）
2018 Vプレミアムリーグジュニア選手権大会 （京都府バレーボール協会）
第54回京都市バレーボール祭 （市民スポーツ振興室）

第3回全日本中学女子軟式野球大会 （京都軟式野球連盟）
第33回韓日親善少年スポーツ大会 （京都府野球連盟）
第33回京都市立高等学校交流野球大会 （京都市教育委員会）

第26回全京都大学野球トーナメント大会 〈ファイナルステージ〉 （市民スポーツ振興室）

第10回「京都市長杯」争奪 京都リトルシニア・ジュニア（1年生）野球大会 （京都リトルシニア野球協会）
中信杯 第50回記念 全京都学童軟式野球選手権大会 （京都軟式野球連盟）
京都市長杯 ・ 京都桃山ライオンズクラブ旗争奪 第11回京都ジュニア大会 （日本少年野球連盟）
京滋六大学準硬式野球 秋季リーグ戦 （京滋六大学準硬式野球連盟）
　　　　日本女子プロ野球リーグ ヴィクトリアシリーズ　 京都フローラ vs 愛知ディオーネ 
第14回京都府KWB野球親善大会 （京都府KWB野球連盟）
　　　　日本女子プロ野球リーグ ヴィクトリアシリーズ　 京都フローラ vs 愛知ディオーネ 

　　　　2018明治安田生命J2リーグ　第27節　京都サンガF.C. vs モンテディオ山形
第44回京都市立高等学校対校陸上競技大会 （京都陸上競技協会）
京都市中学校 強化記録会 （京都陸上競技協会）
第87回同志社大学・京都大学対抗陸上競技大会 （京都陸上競技協会）
第51回京都府高等学校ユース陸上競技対校選手権 （京都陸上競技協会）
※補助競技場は17：00まで

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2018京都 TOPリーグ （京都府サッカー協会）
　　　　2018明治安田生命J2リーグ　第30節　京都サンガF.C. vs ヴァンフォーレ甲府
第17回京都市民総合体育大会 陸上競技の部 ・ ジュニアオリンピック選考会 （京都陸上競技協会）

主

主

主

補

補

補

主

主

主

補

補

卓球スタジオ ダッシュ

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
開館時間 （月・火）10：00〜18：00 （水・金）10：00〜21：00 （木）10：00〜20：00

お問合せ／TEL：075‐315‐4583
10日（金）、13日（月）～17日（金）、20日（月）～22日（水）、31日（金）8月休講日

主 補



※大会情報はやむなく変更される場合がありますので、予めご了承ください。

平成30年 秋巡業

[主催] 大相撲京都場所実行委員会（桝本賴兼委員長）  [共催] 公益財団法人 日本相撲協会

※大相撲巡業は、相撲道の普及、地域の活性化、
　青少年育成を目的に行われております。
※暴力団または暴力団関係者の入場はお断りします。

電 話

店 頭

オペレーター対応（※10：00～18：00）

チケットの購入には、チケット代金の他に別途手数料が必要となります。
※購入後の変更・キャンセルはできません。

セブン-イレブン
※店内のマルチコピー機にて販売 ※24時間

チケットぴあ店舗
※店舗により営業時間は異なります。

0570ｰ07ｰ8833

自動音声の電話受付　0570 02 9999　24時間（Pコード入力）

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

【チケット購入方法】Pコード：839ｰ347

入場料
たまり席 15,000円（1人）～
2階自由席   6,000円（1人）    

京都市北区西大路通大将軍西200m10月17日 8時～
15時水

島津アリーナ京都
（京都府立体育館）

京都市中京区両替町通竹屋町下ル松竹町131番地
（京都商工会議所ビル北側） ☎ 075-211-7622

全席 お弁当（お茶）
記念グッズつき

好評発売中好評発売中
チケットぴあにて販売

宝が池公園球技場 〒606-0923　京都市左京区松ヶ崎東池ノ内町

横大路体育館 〒612-8263　京都市伏見区横大路下ノ坪1

京都市武道センター 〒606-8323　京都市左京区聖護院円頓美町46-2

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

…主競技場　　…補助競技場　　…旧武徳殿　　…弓道場　　…相撲場

：ダイビングプール

日

日

日

日

時　間

時　間

時　間

時　間

競技場

競技場

大　　会　　内　　容

大　　会　　内　　容

大　　会　　内　　容

大　　会　　内　　容

主

11日（土･祝）
　　〜12日（日）

26日（日）

5日（日）

18日（土）

25日（土）

26日（日）

1日（水）
12日（日）
19日（日）

26日（日）

11日（土･祝）
　　〜12日（日）

9：00〜21：00

9：00〜17：00

13：00〜17：00

8：00〜18：00

8：00〜17：00

9：00〜17：00
9：00〜17：00
9：00〜17：00

9：00〜17：00

9:00〜18:00

京都府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）

日本般若館空手道士会 第31回空手道選手権大会 （日本般若館空手道士会）

第53回京都フットボールリーグ1部 （京都府サッカー協会）

第29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 JFA U-15サッカーリーグ2018京都 （京都府サッカー協会）

第31回京都府警察少年柔道・剣道大会 （京都府柔道連盟）
第67回京都柔道場選抜東西対抗柔道大会 （京都府柔道連盟）
第57回全国七大学総合体育大会　相撲大会 （京都府相撲連盟）

第60回京都府剣道選手権大会・第41回京都府民総合体育大会
 兼 第66回全日本剣道選手権大会 予選会 （京都府剣道連盟）

第30回拳心館武道大会 （京都市空手道連盟）
京都府知事杯争奪弓道大会 〈兼 国民体育大会選手壮行会〉 （京都府弓道連盟）

京都ジュニア選手権水泳競技大会 水球競技（京都水泳協会）
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この印刷物が不要になれば、
「雑がみ」として古紙回収へ！

2018

8
vol.155

ダッシュ!
京都市のスポーツ施設・イベント情報

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

至 亀岡

嵐山

桂

田中セツ子
京都結婚塾

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

医療法人 同仁会（社団）

http://www.dojinkai.com

公益社団法人

京都府鍼灸マッサージ師会
TEL:075-803-6078
https://ksmk.jp

（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

お申込み･お問合せ：市民スポーツ会館  TEL：075-315-3741

ミズノスクール 8月のピックアップ!!

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
各1,380円 ※トレーニングルーム入場料込み各1,380円 ※トレーニングルーム入場料込み

横大路体育館
2Fトレーニングルーム
横大路体育館
2Fトレーニングルーム

場  所

各20名（先着）各20名（先着）定  員
料  金

火曜日 8月7日、21日、28日火曜日 8月7日、21日、28日 8月26日（日）8月26日（日）
①幼　児クラス  9:15～10:30
②小学生クラス 11:00～12:30
 　　　　　※1～4年生

①幼　児クラス  9:15～10:30
②小学生クラス 11:00～12:30
 　　　　　※1～4年生

14名（先着）14名（先着）

17：30 ～ 18：5017：30 ～ 18：50時  間

小学3～6年生小学3～6年生対  象

定  員

ハンナリーズアリーナハンナリーズアリーナ場  所

3,750円／月3回（月謝）
※体験料1,000円
3,750円／月3回（月謝）
※体験料1,000円

料  金

※体験がある教室は、初めて参加される方１回限り。

西京極総合運動公園

ジュニアテニス教室ジュニアテニス教室

お申込み･お問合せ：市民スポーツ会館  TEL：075-315-3741

①幼児クラス（年少〜年長）①幼児クラス（年少〜年長）

１人1,500円１人1,500円料  金

先着32名先着32名
９:00～11:30９:00～11:30時  間8:45～10:008:45～10:00時  間 先着20名先着20名定  員

②小学生クラス（小１〜小3）②小学生クラス（小１〜小3）
10:15～11:3010:15～11:30時  間 先着25名先着25名定  員

18歳以上18歳以上対  象

定  員

1人2,000円1人2,000円料  金

スパイク可、レガース、飲み物、
タオル等
スパイク可、レガース、飲み物、
タオル等

持ち物

運動靴、飲み物、タオル等運動靴、飲み物、タオル等持ち物

西京極総合運動公園

走り方教室走り方教室 個人参加個人参加

ミニサッカーミニサッカー

苦手克服！跳び箱＆マット教室苦手克服！跳び箱＆マット教室

８月11日（土・祝）
同時開催!

場所：西京極補助競技場

８月11日（土・祝）
同時開催!

場所：西京極補助競技場

親子で参加の場合
お子様2人まで 各500円割引


