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 男子 10分04秒 10分19秒 10分36秒
 女子 10分04秒 11分26秒 11分26秒
 男子 9分43秒 9分44秒 9分46秒
 女子 9分40秒 10分00秒 10分00秒
 男子 8分45秒 8分54秒 8分56秒
 女子 9分07秒 9分11秒 9分13秒
 男子 8分25秒 8分29秒 8分35秒
 女子 9分02秒 9分17秒 9分23秒
 男子 10分30秒 10分32秒 10分39秒
 女子 10分41秒 11分19秒 11分20秒
 男子 9分49秒 10分12秒 10分27秒
 女子 10分47秒 11分04秒 11分05秒

キッズマラソン大会昨年の上位記録
距離・学年・性別 1位 2位 3位

２・４
㎞

３
㎞

1年

2年

3年

4年

5年

6年

皆様のご来場お待ち申し上げます

お電話にて随時ご予約承っております

４月１日から６月３０日迄の料金
キャディ付 セ ル フ

 平　日 ￥15,700 ￥12,140
 土日祝 ￥22,720 ￥19,160

７月１日から９月３０日迄の料金
キャディ付 セ ル フ

 平　日 ￥13,320 ￥9,760
 土日祝 ￥20,320 ￥16,760

小田原湯本カントリークラブ
〒250-0311
神奈川県足柄下郡箱根町湯本３９０－３７
☎ 0460-85-5743 / FAX 0460-85-5095
http：//www.odawarayumotocc.jp
E-mail：info＠odawarayumotocc.jp

スポーツ
　ショップ

良いものをより安く!!
スポーツ用品店

小田原店
（ドン・キホーテ地下1B）
TEL:0465-21-2055
FAX:0465-21-2088

秦野店
（秦野駅南口　ケヤキビル3F）
TEL:0463-85-1080
FAX:0463-85-1081

店内全品⇒30％OFF※一部商品を除く

第５回おだわらキッズマラソン大会
平成28年6月26日㈰

小田原アリーナ及び周辺コース
　○受付場所／小田原アリーナ エントランスホール 
　○受　　付／午前7時50分から8時40分まで
　○開 会 式／午前8時40分から

⑴親子の部 ３歳以上の未就学児と保護者　200組(400人)
⑵小学生の部　小学１～６年生　1000人(予定)
※⑴、⑵の両種目とも先着順

１人（親子は１組）　1,500円（傷害保険料含む）
小学生の部の各学年男女別の１位から６位までを表彰
します。また、３位までにメダルを授与します。
※親子の部は完走証のみの発行となります。

開 催 日
会 場

種 目

対象定員

　
参 加 料
表 彰
　 　 　

平成28年4月27日㈬～5月31日㈫

申込み期間内に必要事項をご記入の上、参加料を添え
て、ゆうちょ銀行（ＡＴＭでも可）または郵便局窓口
でお申し込みください。　

⑴参加者（親子の部は１組）に参加賞を差し上げます。
⑵小学生の部は記録証、親子の部は完走者には完走証
を当日発行いたします。
⑶当日はメインアリーナ等でニュースポーツ等イベントを
同時開催いたします。（午前９時～１３時予定）イベントは
室内で実施しますので、室内履き等をご持参ください。

⑷駐車場は数に限りがありますので、乗り合せや公共交
通機関等をご利用ください。

⑴受付締め切り後、ナンバーカード（ゼッケン№）を
明記したハガキを６月初旬に出場者あてに送付しま
すので、大会当日受付に提出してください。

⑵保護者は、こどもの健康状態をよくみて参加させて
ください。

⑶手荷物は、各自責任を持って保管してください。
⑷レース中の事故等については主催者の応急処置のみ
行い、その後一切の責任は負いません。

⑸本大会の参加については、保護者の参加承諾を得て
申し込んでください。申し込まれた参加者は、保護
者の参加承諾が得られたものと認め、事故等につい
ては保護者の責任において処理されるものと見なします。

⑹レース中に他選手に妨害・危険走行等があった場合、そ
の選手は失格と致します。

申込期間
　申込方法

そ の 他

　

注意事項
(  ）

（1）①親子の部  午前  9時10分
①１年生男子 午前  9時25分 ②１年生女子 午前  9時45分
③２年生男子 午前10時05分 ④２年生女子 午前10時25分
⑤３年生男子 午前10時45分 ⑥３年生女子 午前11時05分
⑦４年生男子 午前11時25分 ⑧４年生女子 午前11時45分
⑨５・６年生男子 午後  0時05分 ⑩５・６年生女子 午後  0時25分 3㎞

1㎞

2.4㎞

種　別 スタート 種　別 スタート 種目

（２）
小
学
生
の
部

大会開催要項

同時開催

○表彰式　随時
必ずお読み
ください

メインアリーナにて

楽しい 
ニュースポーツを

用意してます!!
野外で
多数出店あり。

もぎ店当日のイベント
当日太鼓の
演舞あり。

北條太鼓
10:00～13:00

※払込手数料130円がかかります。
※ATMの手数料80円

第５回おだわらキッズマラソン大会コース図

（１）親子（3歳以上未就学児と保護者）1km
スタート→①→②→⑩→⑪→⑫→①
→フィニッシュ

（2）小学1～4年生　2.4km（ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ走行）
スタート→①→②→③→④→⑩→⑦
→⑧→⑨→①→フィニッシュ

（3）小学5～6年生　3km（酒匂川土手走行）　
スタート→①→②→③→④→⑤→⑥
→⑦→⑧→⑨→①→フィニッシュ

⑨⑨

⑧⑧

①①

②②

③③ ④④ ⑤⑤

⑥⑥⑦⑦

⑩⑩

⑪⑪
⑫⑫

小田原
アリーナ

START

東富水
小学校

小田原
テニスガーデン

Finish

酒
匂
川

コース順路
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　3月13日㈰小田原アリーナを中心に開催しました。当日は2,000名を超えるランナーが良いコン
ディションの中、早春の尊徳の道を駆け抜けました。コース上や近隣の方々には周辺道路等でご迷
惑をお掛けしましたが、皆様のご協力により無事終了することができました。小田原警察署をはじ
め、当日ご協力いただきました各関係機関並びに各団体の皆様方に心よりお礼申し上げます。

三宅　翔汰
（小田原市）
山本　康剛
（平塚市）
佐藤　大輔
（横浜市）
宮谷　　聡
（藤沢市）
真壁 日向子
（南足柄市）
船津　麻里
（小田原市）

1：08：56

1：12：17

1：14：42

1：21：39

1：20：20

1：21：16

29歳以下

30 歳 代

40 歳 代

50歳以上

39歳以下

40歳以上

植田　一貴
（綾瀬市）
岡島　直彦
（千葉県）
松井　英樹
（横須賀市）
矢島　　剛
（大磯町）
田中　礼美
（平塚市）
橘川　仁美
（二宮町）

1：09：03

1：12：22

1：15：25

1：23：09

1：28：12

1：44：57

高橋　尚之
（伊勢原市）
増川　茂雄
（大井町）
安池　一公
（小田原市）
佐藤　庄一
（相模原市）
大舘　　愛
（小田原市）
川植 かおる
（秦野市）

1：09：53

1：15：04

1：16：16

1：23：35

1：32：05

1：45：02

種　目 1　位 2　位 3　位

男　
　

子

女　

子

ハーフ結果表

稲毛　玲偉
（静岡県）
菊池　　健
（静岡県）
長谷川隆智
（大井町）
友廣　道夫
（静岡県）
山下　　萌
（小田原市）
小野寺規子
（南足柄市）

33：40

34：16

36：28

38：39

39：46

44：05

29歳以下

30 歳 代

40 歳 代

50歳以上

39歳以下

40歳以上

栗原　正明
（山梨県）
瀬戸　智弘
（小田原市）
山本　寛幸
（小田原市）
中川　　謙
（相模原市）
井上　玲奈
（平塚市）
佐上奈津子
（平塚市）

33：49

34：41

37：58

38：48

39：58

46：26

宍戸　大輔
（静岡県）
佐藤　裕貴
（平塚市）
早崎　英幸
（松田町）
白水　晃二
（相模原市）
加川　果林
（平塚市）
両角　敬子
（横浜市）

33：54

34：47

38：22

39：53

40：59

46：44

種　目 1　位 2　位 3　位

男　
　

子

女　

子

クォーター結果表

第29回 小田原尊徳マラソン大会結果小田原尊徳マラソン大会結果

第29回小田原尊徳マラソン大会にご協賛いただいた企業・団体第29回小田原尊徳マラソン大会にご協賛いただいた企業・団体

ご協力ありがとうございました。

[ 敬省略、順不同 ]

◎ナンバーカード協賛　　スポーツショップ２１　　　　　◎パンフレット広告協賛　　コカ・コーライーストジャパン㈱
◎協賛　（公財）報徳福運社　　小田原箱根商工会議所　　かながわ西湘農業協同組合 富水支店　　㈱フォトクリエイト
◎周知用立看板広告協賛
　シャルマンテ テーラー杉山 松下靴店 ㈲小田原自動車電機工業 新玉地区体育協会 
　スポーツプラザホウトク小田原 豊川体育協会 小泉建設㈱ ふじきっちん 小田原市インディアカ協会 
　とびつきや ㈲中野製菓
◎プログラム広告協賛
　ミズノ㈱ ABC開発㈱ さがみ信用金庫 文化堂印刷㈱ 小田原衛生グループ スポーツデポ小田原店
　大東建託㈱ 小田原ガス㈱ 西湘ガス産業㈱ けやき通り治療院 小田原市陸上競技協会 小田原ソフトテニス協会
　㈲ますや本店 ㈲野澤作蔵商店 ㈲早瀬幸八商店 ㈱いしづか ㈱光洋物産 おんりーゆー
　㈱東華軒 杉山物産㈱ 憩ハウス たもん そば処 おかめ やきとり よしの ファッションスペース ヨコザワ 
　スナック 凛 レストラン レザン 露木酒店 城下町スポーツクラブ ㈱ラケットや BSオン・ザ・ヒル
　小田原バドミントン協会 ㈱久津間 ㈱茶半家具 ㈲ムライダ電設 レストラン 源 ㈲市兵衛葬具店
　ガルプ 魔女さん 養老乃瀧 鴨宮北店 豊陣 味升 セブン-イレブン 飯泉店
　㈲石橋印刷 ㈱コバヤシ スーパーあらや グリーンハウス スナック サヴォイ ㈲内山酒店
　㈲深澤商店 中村歯科医院 居酒屋 丸十 丸登食堂 ㈱フレックスオート ㈲西山産業
　㈲伊勢万 セブン‐イレブン 扇町２丁目店 セブン‐イレブン 下大井店 小田原リズム体操協会 ダイドースポーツクラブ 
　イトウスポーツ ㈲松鶴 江口食堂 スナック 妃路呼 てっぺん ㈲香
　㈱広川製材所 東富水ミニバスケットボールスポーツ少年団 レストラン 順 POLA オプテ ユキ営業所
◎賞品協賛
　大磯プリンスホテル 小田原お堀端 万葉の湯 小田原コロナワールド スポーツショップ２１ 湘南ベルマーレフットサルクラブ 
　曽我の梅干 内野商店 薗部産業㈱ 箱根園 箱根ガラスの森美術館 箱根小涌園ユネッサン 
　美肌の湯 あしがらの温泉 おんりーゆー ヒルトン小田原リゾート＆スパ プリンスグランドリゾート箱根
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 １ ソフトテニス教室  4～11月 18回 城山庭球場 小学3～6年生 
    

4～3月
  城山陸上競技場

 ２ 小学生陸上競技教室  
（1年間）

 12回 東富水小学校 小学3～6年生
      小田原アリーナ周辺

 ３ フットサル教室
 春 5～7月 8回 小田原アリーナ・メイン 小学3～6年生

   秋 10～12月 8回 小田原アリーナ・メイン 小学3～6年生
 
４
 
短距離走スピードアップ教室

 春 5月 2回 城山陸上競技場 小学3～6年生
   夏 8月 2回 城山陸上競技場 小学3～6年生
 
５
 
シェイプアップトレーニング教室

 春 5～7月 8回 小田原アリーナ・メイン 18歳以上の女性
   秋 10～12月 8回 小田原アリーナ・メイン 18歳以上の女性
 
６ 親子体操教室

 春 5～6月 5回 小田原アリーナ・サブ 2～3歳の幼児と親
   秋 10～11月 5回 小田原アリーナ・サブ 2～3歳の幼児と親
 ７ 弓道教室  5～6月 7回 城内弓道場 18歳以上（高校生除く）
 
８ ヨガ教室

 フィットネス 5～6月 4回 小田原アリーナ・フィットネススタジオ 女性
   ヒーリング 10～11月 4回 小田原アリーナ・フィットネススタジオ 女性
 
９ テニス教室 

ジュニア 7～8月 7回 小田原テニスガーデン 小学4～中学3年生
   レディース 7～8月 7回 小田原テニスガーデン 16歳以上の女性
 10 ドッジボール教室  8月 3回 小田原アリーナ・サブ 小学1～6年生
 
11
 
器械体操苦手克服教室

 午後① 8月 7回 小田原アリーナ・フィットネススタジオ 小学3～6年生
   午後② 8月 7回 小田原アリーナ・フィットネススタジオ 小学3～6年生
 12 ゴルフ教室  8月 3回 小田原湯本カントリークラブ 小学1～中学3年生
 13 スポーツ吹矢教室  9～11月 5回 小田原アリーナ・サブ 50歳以上
 14 卓球教室  11月 5回 小田原アリーナ・メイン 小学生以上
 
15
 
シニア向けニュースポーツ教室

  年度内 8回 橘タウンセンターこゆるぎ 50歳以上
    年度内 8回 梅の里センター 50歳以上
 16 フィットネスウオーキング教室  11～12月 4回 小田原アリーナ・メイン 20歳以上
 17 ノルディックウオーキング教室  2月18日㈯ 1回 小田原市内 20歳以上
    6月3日㈮ 1回 鋸山（新緑） 中学生以上
 18 健康ハイキング  11月26日㈯ 1回 秋川渓谷（紅葉） 中学生以上
    2月5日㈰ 1回 長瀞（ロウバイ） 中学生以上

 １ 第10回小田原市ソフトバレーボール大会 5月22日㈰ 小田原アリーナ・メイン 小学生以上 地域限定なし
 ２ 第10回小田原市ジュニアフットサル大会 5月29日㈰ 小田原アリーナ・メイン 小学3～6年生 県西地域
 ３ 第5回おだわらキッズマラソン大会 6月26日㈰ 小田原アリーナ周辺 ３歳～小学６年生と親 地域限定なし

 ４ 第68回小田原市民総合体育大会 
7月12日㈫～31日㈰

 小田原市内各会場 中学生以上 市内
   5日間
 
５ 第2回おだわらジュニア水泳競技大会 8月7日㈰予定 御幸の浜プール

 小学3～6年生 県西地域
     中学1～3年生 県西・湘南
 ６ 第9回小田原市ドッジボール大会 8月26日㈮ 小田原アリーナ・メイン 小学1～6年生 県西地域
 7 フットサル市民まつり 9月4日㈰予定 小田原アリーナ 小学生以上 市内
 
8
 第7回おだわらスポーツ＆
  レクリエーションフェスティバル 

9月18日㈰ 小田原アリーナ 年齢制限なし 地域限定なし

 9 第10回おだわら駅伝競走大会 1月15日㈰ 小田原市内 26地区・事業所 市内と事業所
 10 第71回かながわ駅伝競走大会 2月12日㈰ 秦野市～相模湖 中学生以上の代表選手 市内
 11 第30回小田原尊徳マラソン大会 3月12日㈰ 小田原アリーナ周辺 高校生以上 地域限定なし

教室名及びコース名 実施時期 回数 場　　　所 対象者 対象地域

大会名及びイベント名 実施時期 場　　　所 対象者 対象地域

注）県西地域：2市8町。湘南地域：秦野、伊勢原、二宮、大磯、平塚。

ベストパフォーマンスは
ベストコンディショニングから

小田原市指定治療院

各種保険取扱／交通事故労災対応
スポーツ傷害・慢性疲労・腰痛・肩凝り・膝痛

小田原市荻窪362　市役所けやき通り沿い

TEL：0465-35-4189

スポーツマッサージ・はり・きゅう

けやき通り治療院

サイコー    ヨイハリキュー日曜定休
　午前9：00～午後7：00　予約制　P有り

県

西

地

域

スポーツ教室・大会
平成28年度 予 定 表 申込み・問合せ先

（公財）小田原市体育協会事務局
☎0465-38-3310
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第10回小田原市
ソフトバレーボール大会

５月22日㈰

第10回小田原市
ジュニアフットサル大会

５月29日㈰

第５回
おだわらキッズマラソン大会

６月２６日㈰

第７回おだわらスポーツ＆
レクリエーションフェスティバル

９月18日㈰

第１０回
おだわら駅伝競走大会
平成２9年１月１５日㈰

第３０回
小田原尊徳マラソン大会
平成２9年３月１２日㈰

第６８回
小田原市民総合体育大会

７月１２日㈫開会式・１８日㈪・２３日㈯
２４日㈰・３１日㈰

第２回
おだわらジュニア水泳競技大会

８月7日㈰予定

第９回
小田原市ドッジボール大会

８月２６日㈮

西湘ガス産業株式会社
プロパンガスのことなら何でもご相談下さい

小田原市扇町1－30－11
☎0465-35-0600

小田原ガスグループ

環境にやさしいクリーンエネルギーで
　　　　　　　快適生活をサポートします

コクヨ・事務用品・事務機器・スチール製品
OA機器・一般文具・紙製品・各種印刷

〒250-0001 神奈川県小田原市扇町2丁目28の15
TEL.（0465）35-3259㈹
FAX.（0465）34-1729　

E-mail:seman@olive.ocn.ne.jp

（有）伊勢万

年間スケジュール
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【特別委員会】【事業実施委員会】

【委員会】 【加盟団体】【育成団体】

会長・副会長・専務理事

体育協会
事 務 局

評議員会
監　事

理 事 会

【事業推進委員会】

株式
会社

リソグラフ印刷機。東芝複写機。キャノン
カラー拡大プリンター。教育機器。OA機器。

〒250-0208 小田原市下大井239-3
電　話（ 0 4 6 5 ）3 6 - 0 7 5 1 ㈹
F A X（ 0 4 6 5 ）3 6 - 7 4 7 8
http://www1.odn.ne.jp/endou_toku1043/
（プリントセルフ扱致します）

あなたのかかりつけ調剤薬局

ひまわり調剤薬局
各病院・各医院 処方せん受付・在宅服薬指導・一般薬・介護等◆ご相談承ります

☎（0465）66-5660
FAX（0465）66-5670

小田原市久野71-4 プリムローズ21-1F

R255

市立病院

至
小
田
原
駅

小
田
急
線
久
野
川
橋

ヤオマサ

当店
□営業時間
　平日　AM8：45～PM6：00
□定休日
　土曜・日曜・祝日

【小田原支店】

　私たち小田原市体育協会は、ス
ポーツ振興をもって明るいまちづくり
に寄与することを目的とする公益財
団法人です。今号にも掲載されてい
る、体協主催のスポーツ教室、マラソ
ン大会などはお馴染みの方も多いの
ではないでしょうか。
　この他にも、ニュースポーツの指導
や用具の貸出、地域の公民館での健
康トレーニングなどの事業を行って
います。
　今回は、会長である江島紘の平成
２８年度を迎えてのあいさつと組織図
をご紹介します。

　平成２５年４月から公益財団法人になり３年が経ちました。この間、組
織の改編や事業内容を見直す等皆様のニーズに近づけるようにしてき
ました。平成２７年度にも「フットサルまつり」や「健康ハイキング」等新
たな事業を立ち上げ、他団体との連携を図ったり、市民ニーズを受け止
めたものにしてきました。各種目協会・地区体育振興会・各レクリエー
ション協会の皆様には多大のご協力を賜り、改めてお礼を申し上げ、感
謝する次第です。
　平成２８年度はリオデジャネイロオリンピックが行われ、東京オリンピッ
ク・パラリンピックがあと４年、ラグビーワールドカップにあと３年となりま
す。益々スポーツ・運動に対する関心が盛り上がっていくものと思いま
す。体育協会の事業も節目を迎えるものが多々あり、より一層の魅力を
持たせるためにどのようにするか相談を重ねるつもりです。今後、小田
原市がスポーツ・運動を盛んにし、心身ともに健康な市民をつくっていく
ために体育協会として何をするのか考えてみたいと思います。
　まず初めに現在実施している教室や大会等を充実させなければなり
ません。スポーツ・運動の楽しさを味わい、その中で自分の目標を達成し
ていく心地よさを知ってもらうことが大切と思います。また新たな教室や
大会等も考えていかなければなりません。
　市民のスポーツニーズは男性と女性、各年代により違います。これらを
どのようにとらえ、何を行わなければならないかを考えたいと思います。市民
がスポーツ・運動を行っている割合が７割ぐらいになるようにしていきたい
ですし、そのためのきっかけとなる教室や大会を考えたいと思います。

　次にスポーツ環境の充実を図らなければなりま
せん。体育協会だけではできないことですから、行
政と話し合いを持たせてもらい、どんな環境を整え
るのがよいのかを探っていかなければなりません。
　３つ目にはよき指導者の育成をしなければなりま
せん。スポーツ・運動を楽しめるためにはよい指導
者のもとで行うことが大切です。スポーツ・運動を
理解し、広げていくための指導者の養成と学ぶ場
をつくる必要があると考えています。講習会や講
座等の充実が必要と思います。
　４つ目は高い能力と技術を持つ人たちの支援を考えなければなりま
せん。４年後の東京オリンピック・パラリンピックだけでなく、その後も選
手を育てる組織を考えていきたいものです。
　５つ目には他の団体と手を携え、より充実した取り組みを考えねばな
りません。これからは一団体だけで行う事業には限界があります。スポー
ツイベントも多くの人に参加してもらい喜んでもらえるように魅力あるも
のにしていかなければなりません。そして人々に呼びかける媒体も多様
なものにしていかなければなりません。広報の仕方も考える必要があり
ます。
　最後に財政の基盤強化です。現在は多くの部分を市の補助金に
頼っていますが、自立できるためにはどうしたらよいか考えていかなけれ
ばと思います。
　小田原市がスポーツ・運動のまち、誰でもがスポーツ・運動を楽しんで
いるまち、スポーツ・運動が文化として定着しているまちになるように努
力を続けることが大切と思います。

体 育 協 会
小田原市

ってどんな団体⁉

新年度を迎えて 公益財団法人 小田原市体育協会
　             会長　江島　　紘

【公益財団法人 小田原市体育協会組織図】
小田原市体育協会 ロゴマーク
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初心者弓道教室
■期5月21日～6月4日の毎週火・木・土　全7回
■時18：30～20：30
■会城内弓道場
■対県西地域の18歳以上の方（高校生は含まず）
■定20人（先着順）
■料1人 3,000円（傷害保険料含む）
■申4月15日㈮～5月6日㈮
■※弓具は用意します。
　服装は運動のできるもの（靴下又は足袋着用）

ジュニア&レディーステニス教室（硬式テニス）
■期7月26・28・30日、8月2・4・6・8日　全7回　予備日：8月12日
■時9：00～11：00　　■会小田原テニスガーデン
■対（ジュニアの部）県西地域の小学4～中学3年生
　（レディースの部）県西地域の16歳以上の女性
■定（ジュニアの部）40人（先着順）（レディースの部）20人（先着順）
■料1人 4,000円（傷害保険料含む）
■申7月15日㈮～21日㈭
■※硬式テニスラケットを持参してください。（貸し出し可）
　テニスシューズを使用してください（ジョギングシューズ等は不可）

ドッジボール教室
■期8月1日㈪、8月3日㈬・5日㈮　全3回
■時9：30～11：30
■会小田原アリーナ・サブアリーナ
■対県西地域の小学1～6年生
■定70人（先着順）
■料1人 2,000円（傷害保険料含む）
■申6月15日㈬～7月22日㈮

親子体操教室（秋コース）
■期10月5日～11月9日までの水曜日　全5回
■時10：30～11：30　　■会小田原アリーナ・サブアリーナ
■対県西地域の2～3歳の幼児とその親
■定50組（先着順）
■料1組 2,000円（傷害保険料含む）
■申9月15日㈭～30日㈮
■※室内シューズ（安全上、また、体育館の管理上、必ず持参してください）
　バスタオル、汗拭き用タオル、飲み物（運動時やのどが乾いた
　ときに飲む物）妊娠しているかたは、申告してください。

器械体操苦手克服教室
■期8月2日～26日までの毎週火・金曜日　全7回　※19日を除く
■時午後①コース 13：15～14：15　午後②コース 14：30～15：30
■会小田原アリーナ・フィットネススタジオ
■対県西地域の小学3～6年生
■定各コース10人（先着順）
■料1人 5,000円（傷害保険料含む）
■申7月15日㈮～27日㈬
■※室内シューズ、汗拭き用タオル、筆記用具、
　飲み物（運動時、のどが乾いた時飲む物）等

短距離走スピードアップ教室（夏コース）
■期8月13日㈯、14日㈰　全2回
■時9：30～11：00
■会城山陸上競技場　※トレーニングルーム（雨天時）
■対県西地域の小学3～6年生
■定30人（先着順）
■料1人 1,000円（傷害保険料含む）
■申7月15日㈮～29日㈮
■※汗ふきタオル、帽子、水分補給用のドリンク、
　着替え等。雨天時は室内履きを持参してください。

プロが教えるフットサル教室（秋コース）
■期10月17日～12月19日の月曜日　全8回　■時17：00～19：00
■会小田原アリーナ
■対県西地域の小学4～6年生のサッカー経験者
■定50人（先着順）
■料1人 6,000円（傷害保険料含む）
■申8月15日㈪～31日㈬
■※サッカートレーニングができる服装（すね当て含む）
　フットサルボール、トレーニングシューズ
　水筒、タオル、着替え

シェイプアップトレーニング教室（秋コース）
■期10月5日～12月7日の水曜日　全8回
■時10：00～11：30
■会小田原アリーナ・メインアリーナ
■対県西地域の18歳以上の女性
■定40人（先着順）
■料1人 4,000円（傷害保険料含む）
■申9月15日㈭～30日㈮
■※託児あり（2歳以上就学前）先着20人
　おやつ代として100円いただきます。

■期期日　■時時間　■会会場　■対対象　■定定員　■料参加料　■申申込期間　■※その他

スポーツ教室の
お知らせ

問合せ・申込み
（公財）小田原市体育協会事務局 ☎38－3310
電話受付 8：30～17：00
（土・日・祝日を除く）
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平成27年度賛助会員ご芳名―その4―

印刷関連▶デザイン・データ作成・ロゴ作成・カタログ・パンフレット・
折込チラシ・ポスター・結婚式招待状・宛名書き・名刺・葉書・挨拶状・
封筒・診察券・薬袋・会報　包装品梱包類▶包装紙・パッケージ・手
提げ袋・ビニール袋・ポケットティッシュ・マッチ・箸袋 伝票類 ▶領収
証等複写伝票・各種帳票類・コンピューター連続伝票　特殊印刷▶
商品券・株券・チケット・三角くじ・メニュー・カレンダー・コースター等  
加工品▶シール・パウチ加工　個人向▶自費出版・文集・詩集等・
印鑑・ゴム印・賞状　その 他▶ホームページ作成・看板 他いろいろ
総合印刷業

印刷のことなら何でも相談ください!

■ホームページhttp://www.TAKEDAPRINT.COM ■Ｅ-ｍａｉｌ: office@takedaprint.com

　小田原市体育協会では、スポーツやレクリエーションなどを
通し、市民の皆さんが健康で生き生きとした毎日が送れるよ
う各種教室や大会等を開催し、スポーツ振興や健康づくりに
努めております。
これらの事業を市民ニーズに合ったものとし、そしてさらに拡
充していくために財政的な支援をしてくださる賛助会員を随
時募集しています。
　個人会員は、年額１口　５，０００円、団体会員は、年額１口　
１０，０００円、ともに１口以上で募集いたしております。会員に
は、「スポーツ情報誌」等を送付いたします。ご協力をお願いし
ます。

　平成27年度にスポーツイベント・ボランティアの募集を出させていただ
いたところ、数名の方から支援の申し出があり、尊徳マラソンをはじめと
した小田原市体育協会主催のイベントを無事に終えることができました。
ありがとうございました。
　本年度も引き続き、マラソン大会やレクリエーションフェスティバル等
のスポーツイベントで受付、誘導等の運営補助をしていただくボランティ
アを募集してまいります。
　中学生以上の方（老若男女、年齢は問わず）を対象に随時受付し、登録
いただきます。無償ですが、時間、内容により昼食等の用意があります。
興味、関心のある方は、ご連絡ください。
☎ 0465-38-3310（平日8：30～17：15）

本協会に対するご意見等ございましたら、お気軽にご連絡ください。　　☎0465-38-3310

≪開催日≫平成２８年６月３日㈮　雨天中止
≪行　程≫予定時間　７：００～１９：0０（予定）
　集合場所　①小田原アリーナ（午前６時５０分集合）７時００分出発
　　　　　　②小田原駅西口　（午前７時２０分集合）７時３０分出発
　帰着場所　各集合場所
　●行きは東京湾アクアライン。帰りは東京湾アクアライン又は　
　　東京湾フェリーを使用します。
　●アリーナに集合の方は、アリーナの駐車場をご利用出来ます。
　●小田原駅に集合の方は、西口の早雲像の前に集合願います。
　●当日は大型バスを使用し、席は自由席としますが譲り合いをお願いします。
≪行　先≫千葉県・鋸山（千葉県安房郡鋸南町・富津市）
　　　　  ※大仏広場や百尺観音、地獄のぞき等を通ります。
≪対　象≫県西地域に在住・在勤・在学の中学生以上
≪定　員≫４２人（先着順）　※但し１人で５人まで申込可
≪参加料≫１人 ４，５００円（日本寺拝観料・傷害保険料等含む）
≪申　込≫平成２８年５月１６日㈪～２７日㈮の期間の平日９時
～１７時に体育協会事務局に参加料を添えて申込む。
≪持物等≫ハイキングに適した服装、ウォーキングシューズ（滑
りにくい物）、弁当、飲物、雨具、タオル、酔い止め薬（バスに
弱い方）
≪その他≫
　●主催者が加入するスポーツ傷害保険以外は一切の責任を負いません。
　●申込み受付け後のキャンセル等による返金は出来ません。
　●定員が３０名を下回った場合及び雨天の場合は、中止といたします。
　   中止の場合は参加料を返金いたします。
≪問合わせ≫
公益財団法人小田原市体育協会事務局　担当：乙部
電話：0465-３８-３３１０　Fax：0465-３８-１２０２
協会ホームページ：http：//www.odawara-taikyo.or.jp/

ご協力ありがとうございます

賛助会員の継続・新規加入のお願い スポーツイベント・ボランティア応募へのお礼と募集について

～楽しんで歩きながら、心も体もリフレッシュ！～ 鋸山
のこぎりやま

　本年度もスポーツ振興事業推進のためにご援助いただく賛助会員に、多くの方々からご賛同をいただきました。
　次のとおりご紹介させていただきます。　　　　　　　　　　　　敬称略・50音順（2月1日から3月31日まで）
〈個人会員〉
柳下　弘子
米川美智子
〈団体会員〉
足柄体育振興会
芦子地区体育振興会
大窪体育振興会

オクツ薬局
小田原サッカー協会　
小田原市歩け歩けの会
小田原市インディアカ協会
小田原市スポーツチャンバラ協会
小田原市ダンススポーツ連盟
小田原地区バレーボール協会

片浦体育振興会
久野体育振興会
桜井体育振興会
曽我体育振興会
曽我地区自治会連合会
浜町小児科医院
富士見体育振興会

〈協力団体〉
小田原ソフトテニス協会
曽我体育振興会

※協力団体：賛助会員を
　ご紹介いただいた団体


