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会場へのアクセス

後援 ： 京都市教育委員会、京都市体育振興会連合会、京都新聞、ＫＢＳ京都、京都市交通局、朝日新聞京都総局 
　　　 毎日新聞社京都支局、読売新聞京都総局、産経新聞社京都総局、NHK京都放送局

協賛 ： 株式会社京都パープルサンガ、京都ハンナリーズ（バスケットボール）、京都フローラ（女子プロ野球）
　　　 コカ・コーラウエスト株式会社、大塚製薬株式会社、キリンビバレッジバリューベンダー株式会社

主催 ： 代表団体 公益財団法人京都市体育協会
         （京都スポーツネットワーク、京北スポーツネットワーク）
共催 ： 京都市、アクアリーナ・西院スポーツネットワーク

● 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「祗園四条」駅から市バス80系統

● 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

公共交通機関をご利用ください（マイカーでのご来場はご遠慮ください）

検索京都市体育協会最新情報はこちらから facebook も更新中！

該当するものに　 を入れてください。

1.性別

3.年齢

4.本日のイベントを何でお知りになられましたか？

5.本日はどなたと来場されましたか？

2.住所□ 男性　　　□ 女性 □ 京都市内（　　　　　　区）　　　　　　　　□ 京都市外（　　　　　　市・ 町）

□ ～9歳  　　　□ 10代　  　　□ 20代  　　　□ 30代  　　　□ 40代  　　　□ 50代  　　　□ 60代  　　　□ 70代～

□ ホームページ　　　　　□ Facebook　　　　　□ 情報誌「ダッシュ！」　　　　　□ 知人　　　　　□ 新聞折込　　　　　□ リビング京都
□ チラシまたはポスター（場所：　　　　　　　　　　       　　）  　　　　　　　□ その他（　　　　　　　　　　       　　）

□ 一人で　　　　　　　　□ 家族　　　　　　　　□ 友人　　　　　　　　□ その他（　　　　　　　　　　）

6.今後、体験してみたいスポーツを教えてください。（自由に記載ください）

デジタルカメラ

IH 調理器

西京極総合運動公園一帯
（わかさスタジアム京都、ハンナリーズアリーナ、市民スポーツ会館、京都アクアリーナ、園路）

開催時間：9：30-15：00

Sports Festa
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豪華賞品があたる抽選会に参加しよう
いろんなスポーツを体験して、

抽 選 会
ス タ ン プ ラ リ ー＆

アイスクリーム
メーカー

スタンプを５つ集めてアンケートに答えていただくと、園路エリア内抽選会ブースにて、１回抽選することができます。

クライミング、弓道、ゲートボール、３Ｂ体操、ペタンク、柔道、武術太極拳、サッカーボウリング、
フープダンス、エアーアスレティック、キッズチャレンジ（ストラックアウト等）、ダブルダッチ、
ビームライフル・ピストル、エアースカッシュ、スラックライン、アーチェリー、ボルダリング等
※今年はエコブースでペットボトル分別回収にご協力いただくとスタンプ１つ押印します！

スタンプラリー
対象

会場内で実施する下記コーナーに参加すると、それぞれ１つスタンプを押印させていただきます。

2016年10月29日（土）

体験型スポーツイベント

京都市体育協会創立60周年記念事業京都市体育協会創立60周年記念事業

参加
無料

小雨
決行 当日参加OKの

楽しいイベントが
いっぱい ！！

電車 ： 阪急電鉄京都線「西京極」駅下車すぐ
市バス ： 「西京極運動公園前」下車すぐ

市バス ： 「西京極駅前」下車すぐ

第13回 みんなの



阪急西京極駅
第13回

メインステージエリア
Main Stage Area

市民スポーツ会館エリア
Sports Hall Area

ハンナリーズアリーナエリア
Hannaryz Arena Area

京都アクアリーナエリア
Aquarena Area

Garden Way Area Wakasa Area

10：00-12：00

テニス教室～プレイ＆ステイ～
13：00-15：00

シッティングバレーボール体験会

10：00-15：00 ビームライフル・ピストル体験
エアースカッシュ体験・スラックライン体験

9：30-9：45 開会セレモニー
9：50-10：00 演奏 出演 ： 西京極小学校 金管バンド

10：05-10：30 合唱

10：00-15：00

10:30～11:00 フープダンス 出演 ： 日本フープダンス協会
11:00～11:15 チアリーディング 出演 ： はんなりんチアスクール
11:15～11:35

11:35～11:45 京炎 そでふれ！ 出演 ：京炎 そでふれ！「京小町」
11:50～12:20

12:20～12:35 チアリーディング 出演 ：京都サンガF.C.キッズチアリーダー
13:05～13:35 大道芸 出演 ：マジ大道芸人ＨＡＭＡＲ
13:35～14:00 ダンス 出演 ：京都アクアリーナキッズダンススクール
14:00～14:30 チアリーディング 出演 ：奈都乃チアアカデミー・Sparkles

00：00-00：00

ダンス

00：00-00：00

チアリーディング
出演 ： 京都サンガF.C. キッズチアリーダー
　　　 はんなりんチアスクール
　　　 奈都乃チアアカデミー・Sparkles

10：30-13：30 プロ野球OBによる野球教室

14：00-16：00

キャッチボール開放

14：00-16：00

スピードガン測定チャレンジ

10：00-15：00 ボルダリング体験・アーチェリー体験

講師 ： 山田 久志氏（元阪急ブレーブス）　大石 大二郎氏（元近鉄バファローズ）　八木 裕氏（元阪神タイガース）

外野グラウンドを一般開放します
※運動靴を着用し、グローブをお持ちください。
　バット・硬式ボールは使用不可です。

MUKU

弓道体験

ビームライフル・ピストル体験 エアースカッシュ体験 スラックライン体験

ゲートボール体験

地震体験コーナー ボルダリング体験 アーチェリー体験

スポーツ体験コーナー

地震体験コーナー（起震車）

スタンプラリー＆抽選会

● 弓道　● ゲートボール　● ３Ｂ体操　● ペタンク　● 柔道　
● 武術太極拳　● ダブルダッチ　● サッカーボウリング
● フープダンス　● エアーアスレティック
● キッズチャレンジ（ストラックアウト等）
● 京都ハンナリーズ バスケ体験等

● 落ち葉の堆肥配布
　（１１：００～先着３００名様に配布）
● テニスボールリユース活動
● ペットボトル分別回収

子供用の防火着着用体験と
ペーパークラフトの配布も行います。

飲食物販コーナー
● 京北野菜販売　● キッチンカー　● カフェ等

京都アクアリーナエリア
Aquarena Area

わかさスタジアム京都エリア
Wakasa Area

園路エリア
Garden Way Area

メインステージエリア
Main Stage Area

市民スポーツ会館エリア
Sports Hall Area

ハンナリーズアリーナエリア
Hannaryz Arena Area

みんなのマーケットエリア
Market Area

テニス教室 シッティングバレーボール体験会

みんなの

当日参加可能なスポーツ体験コーナーがいっぱい ！
みんなでスポーツを楽しもう ！

盛りだくさん

楽しい
イベント

事前申込制
見学自由

事前申込不要
当日参加OK

事前申込不要
当日参加OK

事前申込不要
当日参加OK

事前申込不要
当日参加OK

事前申込制
見学自由

京都市体育協会創立60周年記念事業京都市体育協会創立60周年記念事業

わかさスタジアム京都エリア
※一部体験種目には年齢制限がございます。詳しくはホームページよりご確認ください。

スピードガン測定チャレンジ

園路エリア
エアーアスレティック
※写真はイメージです

今年も西京極に高さ６ｍの
クライミングウォールが登場！！

10：00-15：00

クライミング
体験コーナー

エコブース

テニスボール
リユース活動

五
条
通

出演 ： 西京極小学校 合唱部ポコ ア ポコ（10：05-10：15）
　　　西京極中学校 音楽部（10：15-10：30）

出演 ： 京都アクアリーナ キッズダンススクール
　　　 PVPダンススクール

ダブルダッチパフォーマンス
出演 ：日本ダブルダッチ協会公認インストラクターチーム

日本ダブルダッチ協会公認
インストラクターチーム

マジ大道芸人 HAMAR

体育館シューズをお持ちください
事前申込不要
当日参加OK

体験型スポーツイベント 思わぬ掘り出し物や
価値ある一品が
見つかるかも！？

ダンス 出演 ： PVPダンススクール by Anthony Hutchinson


