
わかさスタジアム京都前広場【11:00～15:00】

わかさスタジアム京都（野球場内）【8:30～10:30】 パトカーや白バイ、消防車、自衛隊車両にも出会える！【11:00～15:00】

JABA京都大会盛り上げイベント開催!!JABA京都大会盛り上げイベント開催!!JABA京都大会盛り上げイベント開催!!JABA京都大会盛り上げイベント開催!!

ティーボール、ストラックアウト、
キッチンカー等も出るよ！

親子でキャッチボールや
バッティングが
楽しめる！

乗車体験はもちろん、
記念撮影もできるよ！
自衛隊車両、消防車は
制服を着て記念撮影ができるよ!

※写真は、昨年イベント時のものです。

参加者先着300名様に
お菓子をプレゼント！（中学生以下対象）

わかさスタジアム京都（予選リーグ、皇子山球場と併用）
4月25日（火）～28日（金）
4月29日（土・祝）●第1試合：12時●第2試合：15時

場 所

日 程

入場料

出場チーム

準決勝

4月30日（日）13時決勝大会期間中、雨天中止の場合、
試合日程の変更があります。

※吉田京都市副市長の始球式を予定しております。

（当日販売）

予選リーグ

決勝トーナメント

●お問い合せ：JABA近畿地区野球連盟 06-6346-8361

JR東日本、セガサミー、東芝、
ヤマハ、日本製鉄東海REX、
カナフレックス、ニチダイ、
日本新薬、NTT西日本、
日本生命、大阪ガス、
三菱重工West、日本製鉄広畑、
JFE西日本、シティライト岡山、
KMGホールディングス

社会人野球のガチなプレーを見に、ご来場ください！社会人野球のガチなプレーを見に、ご来場ください！アマチュア球界最高峰 !アマチュア球界最高峰 !

真剣

一般800円 （JABAファンクラブ会員500円） 大学生・高校生300円
中学生以下無料（一般の方は、本誌持参で300円引き）

決勝当日、わかさスタジアム京都前広場で様々な楽しいイベントを開催します！
野球観戦とあわせてお楽しみください♪♪

4/30（日）4/30（日）
雨天中止4/30（日）4/30（日）
雨天中止

2023.4
vol.21 1京都市の

スポーツ施設
･イベント情報ダッシュ!

【総合案内】市民スポーツ会館
TEL：075-313-9131　FAX：075-313-9191
Mail：dash@kyoto-sports.or.jp　URL：http://www.kyoto-sports.or.jp/

〒615-0864
京都市右京区西京極新明町32番地

〈発行・編集〉



スポーツ教室 参加者募集!!スポーツ教室 参加者募集!!
春のアーチェリー教室

かんたん太極拳（春季）

京都市弓道教室（春季）

なぎなた教室

第22回 京都市民総合体育大会

〒603-8848　京都市北区西賀茂船山11-2
TEL：075-491-8150　FAX:075-493-4680
MAIL：f-info@adachi-group.co.jp

Fax：075-595-5850
Mail：nanteiminami@gmail.comTEL／FAX：075-415-0455

京都ゴルフ倶楽部　舟山コース

京都市ソフトテニス連盟
京都市ゴルフ協会（担当：長谷）

〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、TEL
※2名以上で申し込まれる場合は、代表者及び
　参加者全員の情報を記入して下さい。

ゴルフ競技（第58回春季京都市民ゴルフ大会） ソフトテニス競技

登山の基本を学び、知識を身に付けることによって、多くの人が事故なく
安全にアウトドア活動を楽しめるように座学と実技の教室を開催します。
実技では京都トレイルを9コースに分けて歩きます。

登山の基本を学び、知識を身に付けることによって、多くの人が事故なく
安全にアウトドア活動を楽しめるように座学と実技の教室を開催します。
実技では京都トレイルを9コースに分けて歩きます。

実施内容 ５月から翌年３月まで（8月・12月を除く）各月に1回ずつ9コース実施。
1コースにつき室内学習１回、実習登山1回を行う。

内　　容 山の装備、歩き方、天気、地図、アプリの活用、マナー、アクシデントへの備え、
ケガや事故の対応など登山の基本全般にわたって学ぶ。

料　　金 3,000円／コース

5月13日（土）13:00～13:30
開校式終了後、「山の装備」についての講義（～16：30）開校式終了後、「山の装備」についての講義（～16：30）

開校式

京都テルサ東館3階D会議室（市バス九条車庫南側）場　所

第１回
室内学習

京都府山岳連盟 登山学校 基本コース 50名（事前応募制、応募が定員を上回る場合は抽選）50名（事前応募制、応募が定員を上回る場合は抽選）定　員
4月15日（土）申込締切
登山学校HP「お知らせ」ページから 
https://tozankihon.web.fc2.com/

申込方法
筆記具、マスク着用持ち物

16歳以上で健康な方。登山初心者及び登山の
基礎知識の学習を希望される方。

参加資格
お問合せ 京都府山岳連盟 登山学校  E-mail：tozan.kihon@gmail.com

〈注〉新型コロナウイル
ス感染拡大状況により
日程の延期・中止とな
る場合は、当選者の皆
様にご連絡します。

日　　程 日　　程

日　　程

日　　程

日　　程

日　　程

申込必要事項

申込方法

申込方法

申込締切

申込締切

申込締切

申込締切

申込締切

申込締切

申込必要事項

申込必要事項

申込必要事項

申込必要事項

申込方法

申込方法

申込方法

申込方法

参加対象
参加対象
参加対象

持ち物等

持ち物等

持ち物等

持ち物等

集合時間
集合時間

競技時間
競技時間

日曜日・全4回

金曜日・全4回

土曜日・全5回

水曜日・全5回

場　　所 場　　所

場　　所

場　　所

場　　所

場　　所

時　　間

時　　間

時　　間

対　　象

対　　象

料　　金

料　　金

料　　金

料　　金

定　　員

定　　員 対　　象

定　　員

定　　員

参加料

参加料

お申込み

お申込み
お問合せ

お申込み

お申込み

お申込み

お申込み

お問合せ

4月25日（火） 5月5日（金・祝）

4月11日（火）必着

4月13日（木）～4月27日（木）

5月8日（月）

5月12日（金）

4月6日（木）～4月20日（木）

4月5日（水）～5月15日（月）

〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、生年月日、TEL、メールアドレス、利き手

〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、TEL

<往信面>〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、生年月日、TEL、弓道経験の有無
<返信面>宛名面：申込者の住所、氏名を記載　文面：白紙

〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
生年月日、TEL、FAX

メール

TEL・FAX

往復はがき

FAX

京都市在住か、在勤・在学の方
京都市在住か、在勤の方
一般、40歳以上、50歳以上、60歳以上、
70歳以上、80歳以上、B級、C級（全て男女別）

帽子、運動できる服装（弓具一式は貸与します）

上靴、飲み物

ボタンやファスナーのない動き易い服装（スカート及び素足は厳禁）

運動できる服装

7：30
8:30～9:00

8：00～16：00
9:00～18:00

京都ゴルフ倶楽部　舟山コース 西院公園　テニスコート
（第1面～第6面）

京都アクアリーナ　アーチェリー場

武道センター 旧武徳殿

武道センター　補助競技場

武道センター 弓道場

10:00～12:00（受付9:45）

13:30～15:00

10:00～12:00

中学生～65歳までの京都市民及び京都市アーチェリー協会が
認めた者（中学生は保護者同伴）

30歳以上

5,000円（4回）

2,500円

3,000円（4回）

6,500円

14名（先着）

10名程度（先着） 30歳以上の方

30名（先着）

30名程度（多数の場合、抽選）

5月14日、21日、28日、6月4日

6月7日、14日、21日、28日、7月5日

5月19日、26日、6月2日、9日

5月20日、27日、6月3日、10日、17日

京都ゴルフ倶楽部  舟山コースHPより申込

FAX、ホームページ
京都市ソフトテニス連盟HP専用サイトもしくはHP
に掲載の所定様式に必要事項を記入のうえFAX

7,820円（参加料1,000円+プレーフィ6,820円）

1ペア 4,000円
（京都市ソフトテニス連盟会員1ペア 3,000円）

京都市アーチェリー協会（担当：横山）

京都市武術太極拳協会（担当：寺岡）

京都市弓道協会　事務局（担当：秋元）

京都主婦なぎなたクラブ（担当：吉川）

アーチェリーが初めての方でも、4回で安全に打てるように指導します。

なぎなたの構え・打突が一通り出来るようになります！

ゆったりとした動きで気持ち良く！バランス感覚向上で健康増進！
さぁ、今こそ楽しく始めましょう！

毎年ほとんどの方が未経験者で参加されます。
是非弓道を体験してみてください！

Mail:kyotoacaso@gmail.com

〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町70　京都府スポーツセンター内
TEL/FAX：075-662-2662

〒612-0052　京都市伏見区深草墨染町10-30
Mail:oddangel.arrow@gmail.com（事務局：江川）

FAX：075-594-2575

時　　間 10:00～12:00

対　　象 16歳以上※講習は全て日本語で行われます。

未経験者大歓迎!!



ミズノスポーツ教室
西京極総合運動公園

お申込み・お問合せ 京都市市民スポーツ会館  Tel：075-315-3741

京都市体育館　多目的室
コアストレッチ教室
４月19日（水）11:00～12:00
４月26日（水）11:00～12:00

場　所

特になし対　象 20名（先着順）定　員
ヨガマット（大きめのバスタオル）持ち物

810円（税込）体験料

裸足で行う呼吸法を使ったゆるやかな気持ちの
いいストレッチです。姿勢を整え、普段の生活を
より活き活きと楽しくしてみませんか？

※体験はお一人様1回限りです。
　入会につきましては当日受付時にご説明いたします。

横大路運動公園 【申込･問合せ】075-611-9796

伏見北部地域体育館 【申込･問合せ】075-643-7573

好評につきキャンセル待ち!

1日体験受付中!!
お気軽にお問い合わせ

ください。

4/4・11・18・25

バスケットボール火曜日
18:00～
19:20 32名定員

日　程

※3か月1クール
（日程により回数変更になる場合があります）
※受講対象16歳以上

小学3年～6年生

受講料 7,400円/4回
※体験会1,100円  ※入会金4,000円 

申込はこちら

4/5・12・19・26、5/10・17・24・31、6/7・14
健康ヨガ水曜日

11:30～
12:30

40名定員

日 程
16歳以上 受講料 8,100円/10回　1,100円/1回

4/4・11・18・25

バドミントン火曜日
19:30～
21:30 24名定員

日　程

16歳以上

受講料 5,640円/4回

申込はこちら

4/5・12・19・26

ソフトテニス水曜日
19:00～
21:00 30名定員

日　程

小学4年～中学生
（経験者クラス）

受講料 5,640円/4回

申込はこちら

4/6・13・20

バレーボール木曜日
17:15～
18:25 20名定員

日　程

小学3年～6年生
（入門クラス）

小学5年～中学生
（経験者クラス）

受講料 4,230円/3回

申込はこちら

4/6・13・20

バレーボール木曜日
18:30～
20:00 20名定員

日　程

受講料 4,230円/3回
申込はこちら

4/6・13・20・27

バドミントン木曜日
19:00～
21:00 24名定員

日　程

小学4年～中学生

受講料 5,640円/4回
申込はこちら

申込はこちら

第13回京都スポーツ写真コンクール　受賞作品決定!!第13回京都スポーツ写真コンクール　受賞作品決定!!
13回目を迎えた京都スポーツ写真コンクールには、217点の作品が寄せられました。
選考委員会での審査の結果、入賞20点、佳作10点が決定いたしました。

入選作品については、4月中旬よりホームぺージ上に公開いたしますので是非ご覧ください。

京都市長賞
「夏の醍醐味」　
塩見　芳隆

京都市スポーツ協会
会長賞

「競い合い」
佐野　敏之

賞　　名 受 賞 者 画　　　　題
京都市長賞 塩見 　 芳隆 様 夏の醍醐味
京都市スポーツ協会会長賞 佐野  　敏之 様 競い合い
京都市教育長賞 前野  比登志 様 水浴びでクールダウン
京都市体育振興会連合会会長賞 石川  　慎悟 様 初めての徒競走
京都新聞賞 小巻 　 真司 様 弾ける笑顔たち
KBS京都賞 澤野　  裕之 様 高校駅伝
朝日新聞社賞 中川　   武彦 様 喜
エフエム京都賞 大嶋  加津也 様 影も戯れる
京都サンガF.C.賞 堀      　祐子 様 家族でサッカー
京都ハンナリーズ賞 三好　  圭佑 様 ハンナリーズ公式戦　前座試合
ミズノ賞 所        衣里 様 私は最強
J:COM京都みやびじょん賞 荒木　  孝允 様 どろんこラグビー
ワールドマスターズゲームズ賞 神内 　 宏輝 様 今も現役ラガー

京都市スポーツ協会特別賞

居原田  晃嘉 様 流鏑馬
城田　  祥男 様 鍛錬
為平　  晃敏 様 ダイビングトライ
田山　  博憲 様 一意奮闘
長谷川  顕史 様 宅配リレー
長谷川　  悟 様 絆
深井　  賢二 様 太極拳を楽しむ

京都
市長賞
京都
市長賞

京都市
スポーツ協会
会長賞

京都市
スポーツ協会
会長賞



2023年

4月 今月の大会 情報

東寺ハウジングフィールド西京極（西京極総合運動公園内補助競技場）一般開放日
利用料金／一般（高校生以上）310円　回数券：3,100円／11枚
　　　　　中学生以下　　  　150円　回数券：1,500円／11枚
※高校生とその他学生が回数券を購入、利用する際は、高校生2枚、大学生及び専門学生
　には1枚、無料チケットを追加します。

3日（月）～7日（金）､10日（月）、12日（水）～14日（金）、
17日（月）～21日（金）、24日（月）、25日（火）、27日（木）、28日（金）

●芝生養生の為、一部立ち入り禁止部分があります。ご了承いただきますようお願い致します。

2023年

4月

時間／
7:00～21:00

卓球スタジオ

ダッシュ
陸上競技場兼球技場内のスタジオで、卓球のフリー利用や、
各種レッスンを実施しています。お問合せ／TEL：075‐315‐4583

（月・火）10:00～18:00（水）10:00～12:00、16:30～20:00
（木）10:00～20:00（金）10:00～21:00開館時間

11日（火）4月休講日

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

日 時　間 大　会　内　容

1日（土）〜3日（月） — 有料  関西学生野球連盟　春季リーグ戦（関西学生野球連盟）
　　　第1試合 10：30〜　　第2試合 13:00〜

7日（金）、8日（土） 8:40〜 関西六大学準硬式野球　春季リーグ戦（関西六大学準硬式野球連盟）
9日（日） 7:00〜17:00 リトルシニア関西連盟　第52回春季大会（京都リトルシニア）
10日（月） 11:00〜 社会人野球交流戦（京都府野球連盟）
15日（土）、16日（日） 8:00〜17:00 関西六大学野球連盟　春季リーグ戦（関西六大学野球連盟）
23日（日） 9:00〜17:00 西陣若生軟式野球大会（西陣若生軟式野球連盟）

25日（火）〜28日（金） — 有料  わかさ生活第73回JABA京都大会（京都府野球連盟）
　　　第1試合 9：00〜　　第2試合 12:00〜　　第3試合 15:00〜

29日（土・祝） — 有料  わかさ生活第73回JABA京都大会　準決勝（京都府野球連盟）
　　　第1試合 12：00〜　　第2試合 15:00〜

30日（日） 13:00〜 有料  わかさ生活第73回JABA京都大会　決勝（京都府野球連盟）

京都市体育館　　　　　　　　　　　　　　〒615-0864　京都市右京区西京極新明町１

日 時　間 大　会　内　容
1日（土） 9:00〜 京都府バドミントン協会第23回ジュニア交流大会（京都府バドミントン協会）
5日（水） 19:05ティップオフ 有料  B1リーグ　京都ハンナリーズ vs 滋賀レイクス
8日（土）、9日（日） 8:00〜 第33回京都ミニバスケットボール　新人大会（京都府バスケットボール協会）
12日（水） 19:05ティップオフ 有料  B1リーグ　京都ハンナリーズ vs ファイティングイーグルス名古屋
15日（土）、16日（日） 15:05ティップオフ 有料  B1リーグ　京都ハンナリーズ vs　秋田ノーザンハピネッツ
22日（土）、23日（日） 15:05ティップオフ 有料  B1リーグ　京都ハンナリーズ vs　島根スサノオマジック
29日（土・祝）、30日（日） 8:00〜22:00 全日本剣道連盟　六・七・八段審査会（京都府剣道連盟）

たけびしスタジアム京都（陸上競技場兼球技場）•東寺ハウジングフィールド西京極（補助競技場）〒615-0864　京都市右京区西京極新明町29
日 時　間 場所 大　会　内　容

２日（日） 9:30〜 主  補 第87回京都学生陸上競技対校選手権大会（京都I.C）（関西学生陸上競技連盟）
8日（土） 9:00〜17:00 主  補 京都陸協第1回記録会 （京都陸上競技協会）
９日（日） 9:00〜17:00 主 関西学生サッカーリーグ（京都府サッカー協会）
11日（火） 13:00〜17:00 主 ラグビー国際試合　京都成章高校 vs アメリカチーム（京都府ラグビーフットボール協会）
15日（土） 8:00〜17:00 主  補 第1回中学生記録会（中体連陸上競技専門部）
16日（日） 8:00〜17:00 主  補 第58回京都府高等学校春季陸上競技大会（高体連陸上専門部）
22日（土） 8:00〜17:00 主  補 京都陸協第2回記録会　ねんりんピックえひめ大会マラソン予選会（京都陸上競技協会）

23日（日）
8:00〜17:00 主 京都FAカップ2023 第28回京都サッカー選手権大会決勝大会/準決勝（京都府サッカー協会）
9:00〜17:00 補 京都フットボールリーグ（京都府サッカー協会）

29日（土・祝） 8:00〜17:00 主 第1回京都市中学校強化記録会（京都陸上競技協会）
30日（日） 8:00〜17:00 主 2023京都マスターズ春季記録会（京都陸上競技協会）

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 場所 大　会　内　容

1日（土） 9:00〜17:00 弓 第1回GA記録会(京都市アーチェリー協会)
23日（日） 9:00〜21:00 補 京都春季選手権水泳競技大会(京都水泳協会)

　補 …サブプール 　弓 …アーチェリー場

　主 …陸上競技場兼球技場 　補 …補助競技場
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京都市体育館
☎075-315-3741

横大路体育館
☎075-611-9796

京都市武道センター
☎075-751-1255

SBSロジコム吉祥院公園 球技場
☎075-691-2814

バドミントンバスケットボール グラウンド・ゴルフ

体育館シューズ、ラケット、シャトル体育館シューズ、ボール

24日（月）
9:00～12:00

3日（月）、6日（木）、10日（月）、
13日（木）、17日（月）、20日（木）、

24日（月）、27日（木）

13:00～17:00 9:00～12:00 13:00～17:00

7日（金）19日（水）

・準備されているのは、コート、ネットのみとなります。各自競技用具はお持ちください。
・体育館シューズがなければ利用をお断りします。 ・ごみは必ずお持ち帰りください。 ・こまめに水分補給を行ってください。
・新型コロナウイルスの影響にともなう社会情勢により、中止または時間変更する場合があります。

雨天の場合は中止になる
ことがあります。

クラブ、ボール、マーカー
（レンタルは550円／1セット）

大   人（高校生以上）200円　こども（小・中学生） 100円 大人（高校生以上）510円  こども（小・中学生）200円

2023年4月度 施設一般開放「みんなのスポーツ広場」 
申込不要!! 小学生以上ならどなたでも参加できます!! 当日施設の受付窓口へお越しください!!

横大路体育館　　　　　　　　　　　　　　〒612-8263　京都市伏見区横大路下ノ坪1

日 時　間 大　会　内　容
8日（土） 8:00〜21:00 京都府知事杯争奪京都学生バドミントンリーグ戦大会（京都学生バドミントン連盟）
9日（日）、23日（日）、
30日（日）

9:00〜21:00 2023京都府社会人レディースバスケットボール大会（京都府バスケットボール協会）

16日（日） 10:00〜 第6回京都ジュニア空手道リアルチャンピオンシップ選抜大会（空手道一挙会）
22日（土） 8:00〜17:00 U12新人大会（京都府バスケットボール協会）

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
日 時　間 場所 大　会　内　容

2日（日）
9:00〜17:00 主 近畿柔道高段者大会及び四段特別試合（京都府柔道連盟）
9:00〜17:00 武 京都女性剣道大会（京都府剣道連盟）

8日（土）
9:00〜17:00 主 国体一次選考会（柔道競技）（京都府柔道連盟）
9:00〜12:00 武 段・級審査会（京都なぎなた連盟）

9日（日）
9:00〜

主  
第15回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会京都府予選会（京都府剣道連盟）

13:00〜 第23回京都府高齢者剣道大会〈全国健康福祉祭選手選考会〉（京都府剣道連盟）
9:00〜17:00 弓 国体少年の部　近的記録会（京都府高体連弓道専門部）

15日（土） 9:00〜17:00 武 女性スポーツフェスティバル春のなぎなた大会（京都なぎなた連盟）

16日（日）
9:00〜21:00 主 第50回隂陽流拳法空手術武道大会（京都府空手道連盟）
9:00〜17:00 武 第23回少年少女太道錬成大会（日本太道連盟　奥旨塾）
9:00〜17:00 弓 第22回京都市民総合体育大会［弓道の部］兼京都市代表選手選考会（京都市弓道協会）

21日（金） 9:00〜17:00 主 補  大阪矯正管区矯正職員柔道大会（京都府柔道連盟）
22日（土） 9:00〜17:00 相 京都府高等学校相撲春季大会（京都府相撲連盟）

23日（日）
9:00〜17:00 補 ねんりんピックえひめ大会太極拳予選会（京都市武術太極拳協会）
9:00〜17:00 弓 春季高等学校弓道大会（京都府高体連弓道専門部）

29日（土・祝） 9:00〜17:00 主 補 武 創立128周年記念第6回世界武徳祭及び第61回全国武徳祭（大日本武徳会）
30日（日） 9:00〜17:00 主 補 武 国際部錬成大会（大日本武徳会）

 主 …主競技場   補 …補助競技場   武 …旧武徳殿   弓 …弓道場



わかさスタジアム京都前広場【11:00～15:00】

わかさスタジアム京都（野球場内）【8:30～10:30】 パトカーや白バイ、消防車、自衛隊車両にも出会える！【11:00～15:00】

JABA京都大会盛り上げイベント開催!!JABA京都大会盛り上げイベント開催!!JABA京都大会盛り上げイベント開催!!JABA京都大会盛り上げイベント開催!!

ティーボール、ストラックアウト、
キッチンカー等も出るよ！

親子でキャッチボールや
バッティングが
楽しめる！

乗車体験はもちろん、
記念撮影もできるよ！
自衛隊車両、消防車は
制服を着て記念撮影ができるよ!

※写真は、昨年イベント時のものです。

参加者先着300名様に
お菓子をプレゼント！（中学生以下対象）

わかさスタジアム京都（予選リーグ、皇子山球場と併用）
4月25日（火）～28日（金）
4月29日（土・祝）●第1試合：12時●第2試合：15時

場 所

日 程

入場料

出場チーム

準決勝

4月30日（日）13時決勝大会期間中、雨天中止の場合、
試合日程の変更があります。

※吉田京都市副市長の始球式を予定しております。

（当日販売）

予選リーグ

決勝トーナメント

●お問い合せ：JABA近畿地区野球連盟 06-6346-8361

JR東日本、セガサミー、東芝、
ヤマハ、日本製鉄東海REX、
カナフレックス、ニチダイ、
日本新薬、NTT西日本、
日本生命、大阪ガス、
三菱重工West、日本製鉄広畑、
JFE西日本、シティライト岡山、
KMGホールディングス

社会人野球のガチなプレーを見に、ご来場ください！社会人野球のガチなプレーを見に、ご来場ください！アマチュア球界最高峰 !アマチュア球界最高峰 !

真剣

一般800円 （JABAファンクラブ会員500円） 大学生・高校生300円
中学生以下無料（一般の方は、本誌持参で300円引き）

決勝当日、わかさスタジアム京都前広場で様々な楽しいイベントを開催します！
野球観戦とあわせてお楽しみください♪♪

4/30（日）4/30（日）
雨天中止4/30（日）4/30（日）
雨天中止

【総合案内】市民スポーツ会館
TEL：075-313-9131　FAX：075-313-9191
Mail：dash@kyoto-sports.or.jp　URL：http://www.kyoto-sports.or.jp/

〒615-0864
京都市右京区西京極新明町32番地

〈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！ Instagram Facebook 京都市

スポーツ協会HP

京都市スポーツ協会 賛助会員の募集について
　京都市スポーツ協会では、様々なスポーツ事業や情報発信、施設管理を通じて、誰もがスポーツによって豊かな人生を送れる
環境づくりを目指しています。一緒に京都のスポーツを盛り上げ、応援していただける皆さまを賛助会員として募集しています！
　賛助会員の年会費は、以下の事業をはじめとした京都のスポーツ振興に活用されます。

法人・団体会員

個人会員

法人・団体会員（40団体）

個人会員（26名）

・競技力向上事業に
　オリンピックなどでの活躍を夢見る
子どもアスリートの育成や、スポーツ活
動を支える指導者を養成するための
各種講座などに使用します。

京都のアスリートを応援する

京都市弓道協会
京都市ソフトボール協会
京都府弓道連盟
京都府ソフトボール協会
一般財団法人 京都陸上競技協会
アイケアコンタクト四条
ERP下鴨南治療院
公益社団法人京都府鍼灸マッサージ師会
少林寺拳法スポーツ少年団梅津
京都の体育館でフットサル練習会
京都市ペタンク・ブール連盟
学校法人 大和学園
NPO法人 田中セツ子京都結婚塾
株式会社タンタカ
医療法人同仁会（社団）
ミズノ株式会社
ウェブスターマーケティング株式会社
ワタキューセイモア株式会社
株式会社プラスワン
株式会社ジャストイット

京都着物レンタル梨花和服
株式会社トイント
アーバンホテルシステム株式会社
株式会社ビーエスシー・インターナショナル
QUACK WORKS
一般社団法人保険健全化推進機構　結心会
公益財団法人京都踏水会
株式会社WICH
株式会社アルビノ
正モバイル株式会社
株式会社キューブコンサルティング　
株式会社レビュー
士業JOB運営事務局
株式会社Regalo
京都市水泳協会　
ぼくのヘアケアLabo
株式会社Soelu
株式会社RUNWAYS
株式会社メルメイク
株式会社Prime Partner

鐙　　晋一郎
石田　洋也
伊東　輝 雄
岡 　 　 寛
奥薗　俊夫
小原　　勉

鎌田　愛子
鎌田　　功
栢木　恵子
北野　哲夫  
草 川　健治
柴 山　　薫

・市内スポーツ施設の
  運営に
　快適な環境でスポーツを「する」
「みる」ための施設の運営、整備に使
用します。

“するスポーツ” “みるスポーツ”の場づくり

・生涯スポーツの普及･
  スポーツの情報発信に
　子どもから大人まで、誰もがそれぞ
れのかたちでスポーツを楽しめる教室
やイベントなどの幅広い事業や、京都
のスポーツ情報を集約した情報誌や
広報誌などの発行、ホームページ運用
に使用します。

いろいろなかたちでスポーツを楽しむ

ホームページからもお申込みいただけます。

あなたからの支援は
京都のスポーツ振興に役立ちます。

会　　　費

賛助会員一覧（2023年3月1日時点、掲出承諾者のみ、順不同）

お
問
合
せ

5,000円から1口
10,000円から1口

（公財）京都市スポーツ協会 賛助会員担当
　　　　TEL:075-315-4561

須賀　庸昇
髙木　剛友
武田　　淳
谷間　良治
富永　哲生
西田　真人

藤 井　　透
古川　博史
前川　勝六
水野　龍一
南　　道雄
三宅　孝正

山 中 昭治郎
嫁兼　雅弘

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

→「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

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

西京極総合運動公園へは
公共交通機関を利用すると便利です!!

西京極総合運動公園へは
公共交通機関を利用すると便利です!!

さあ
でかけよう!

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

Mail:kyotoacaso@gmail.com


