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隂野　典子さん（向日市物集女町在住）
　中学からバレーボールを始め、府の大会で優勝し全国大会に出場！初の全国大会を経験し、もっと上手くなりたい思いが強くなる。
高校進学後、さらにバレーボールに励み社会人で国体選手として活躍。
　現在も、現役選手としてプレーする一方、京都府ママさんバレーボール連盟理事長・京都府バレーボール協会副理事長・京都女性スポーツの会理
事長などを歴任し、バレーボールは元より、他種目の競技スポーツの普及も努められています。隂野さん曰く、「何事にも、挑戦する気持ちが大事!重
ねてきた年齢を恥じることなく今の自分が出来る技で勝負と、若いメンバーとバレーボールを楽しんでいます」と笑顔でお話いただきました。

第41回 向日市民総合体育大会始まる第41回 向日市民総合体育大会始まる
卓 球 競 技

ゲートボール競技

バレーボール競技

テ ニ ス 競 技

６月19日（日）　　　  ８:30　　　　向日市民体育館　大体育室
団体戦：ダブルス３（男子２人・女子１人）※各地区
個人戦：男子①一般の部②50歳以上の部③60歳以上の部④70歳以上の部
　　　  女子⑤一般の部⑥40歳以上の部⑦60歳以上の部⑧70歳以上の部⑨ジュニアの部（中学生以下）
向日市在住、在勤、在学者※男子に代わり、女子の登録可。団体は地区責任者へ連絡
団体 １チーム 1,000円　　個人 １人 300円　　　　　６月５日（日）

６月26日（日）　　　  9:00 　　　　9:30    　　　向日市民体育館　
６人制　男子・女子 ※ルールは９人制の競技規則に基づく
15歳以上の（中学生を除く）向日市在住・在勤・在学者
１チーム 2,000円　　　　　６月19日（日）

日 程
種 別
参加資格
参加料

日 程 場 所開始式
種 別

参加資格
参加料 申込期限

６月18日（土）　　　  ８:30　 　　  ９:00
６月19日（日）  　　　市民ふれあい広場
団体戦（男女混合可）　　　 中学生以上の向日市在住、在勤、在学者
１チーム 1,000円　 　　　６月５日（日）

日 程 開始式受 付
予備日 場 所
種 別 参加資格
参加料 申込期限

申込期限

集 合 開始式 場 所

７月３日（日）　　　   9:30　　　　８月７日（日）
洛西浄化センター【サーフェス】全面砂入り人工芝
男子　A.一般シングルス（大学生含む）　B.一般ダブルス（大学生含む）
　　　C.壮年ダブルス 45歳以上　D.小学生シングルス　E.中学生シングルス　
女子　F.一般ダブルス（大学生含む）　G.壮年ダブルス 40歳以上
　　　H.小学生シングルス　I.中学生シングルス　
混合　J.ミックスダブルス　40歳以上
向日市在住、在勤、在学者及び向日市各小学校卒業者 ※今大会は、全ての種別で重複出場は不可
シングルス 1,000円　ダブルス 1,500円　　　　　６月５日（日）

日 程
場 所
種 別

参加資格
参加料 申込期限

開始式 予備日

ソフトボール競技 選手宣誓

ソフトボール競技 プレー



ワ イ ス ポ ク ラ ブ 会 員 募 集 !!ワ イ ス ポ ク ラ ブ 会 員 募 集 !!

向日市ワイワイスポーツクラブ イベント報告
３月13日(日)、ワイスポボウリング大会が、キョーイチアミューズメントパーク吉祥院で開催されました。
競技は、小学生の部、女性の部、男性の部、参加者全員でのハイゲーム賞が行われました。好プレー・珍プレーが続出し、
周りから大きな拍手や歓声が上がるなど楽しいイベントになりました。

向陽小学校を拠点に、手軽に、気軽に、いろんなスポーツを楽しめる「ワイワイスポーツクラブ」では、令和４年度
会員を募集しています。今年度は新たにバスケットボールが加わり、12種目、15プログラムを開催します。活動内
容や入会案内、会費などは、ワイワイスポーツクラブHPでご確認ください。皆さまの参加をお待ちしています。

ホームページアドレス
http://www.waispo.com/

地 域 総 合 型
スポーツクラブ

入 

賞 

者

区　分
小学生の部 優勝

優勝

２位

３位

197P

355P

343P

318P

370P

358P

350P

194P

井戸　万悠香

新矢　美奈

橋本　由美子

長谷川　あや子

山本　富三

阿戸　勇貴

友政　勝男

友政　勝男

優勝

２位

３位女性の部

男性の部

ハイゲーム賞

順位 ピン氏　名 区　分 順位 ピン氏　名

無料体験もできますよ！（※全種目を通じ初回のみ・ボーリングは一部負担あり）

令和３年京都府スポーツ賞表彰令和３年京都府スポーツ賞表彰
 京都府スポーツ賞は、京都府の体育・スポーツの振興及び競技力の向上を図るため、スポーツに関し優秀な成績
を収められた個人や団体、またはスポーツの健全な普及及び発展に貢献された個人や団体に対して贈られる賞で
す。向日市から「板井 克暢」さんが受賞されました。心よりお祝いするとともに今後のご活躍を祈念いたします。

『地域スポーツ振興功労』受賞  「板井 克暢」さん（向日市上植野町在住）
平成２年から当協会の理事として、長年にわたり地域の体育・スポーツ活動の普及・振興に大きく貢献
いただきました。

令和3年度スポーツ文化事業の状況
スポーツ事業 文化事業

●市民体育館
【体育室利用数】

【トレーニング室利用数】

時間帯

合　計

午　前（9:00～12:00）

午後１（12:00～15:00）

午後２（15:00～18:00）

夜　間（18:00～21:00）

1,082

1,012

905

1,179

4,178

81.5

76.2

68.1

88.8

78.7

利用面数 稼働率(%)

●体験教室

●文化事業の作品

教室名
子供ものづくり体験教室

ものづくり体験教室

7回

5回

76名

41名

開催数 参加数

●向日市立学校等体育施設利用数
施設名

合　計

市立小学校

市立中学校

向日町競輪場

137団体

27団体

28団体

192団体

2,319回

602回

617回

3,538回

団体数 利用数

●地域健康塾参加数
会場名

合　計

西部防災センター

森本公民館

寺戸公民館
寺戸コミュニティセンター

向日コミュニティセンター

向日台団地集会所

37回

37回

38回

39回

38回

189回

337名

591名

492名

266名

521名

2,207名

開催数 参加数

時間帯

合　計

午　前（ 9:30～13:00）

午　後（14:00～17:00）

夜　間（17:30～21:00）

5,682

4,401

3,454  

13,537 

42.0 

32.5 

25.5  

100.0 

利用者数 構成比(%)

ビーズペンダントビーズペンダント

フラワーBOXアレンジメントフラワーBOXアレンジメント お正月飾りお正月飾り

スポーツ大会で大活躍!!  奥村 宗司スポーツ大会で大活躍!!  奥村 宗司さんさん（向日市上植野町在住）（向日市上植野町在住）
　ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 未来くん杯 第１６回全国中学生空手道選抜大会（令和4年3月
28日～30日　京都市体育館）に於いて、「奥村 宗司」さん（大阪学芸高等学校附属中学校３年）が
２年男子形の部で優勝されました。
昨年夏の全国中学生空手道大会では団体形でも準優勝！奥村 宗司さんの益々のご活躍を楽しみに、
これからも応援します。



向日市スポーツ文化協会の加盟団体紹介懐かしの
スポーツ風景

懐かしの
スポーツ風景
向 日 市

6月 InBody測定会 トレーニング講習会
時　間

9:15～11:00 9:00～10:00
5月25日(水) 
9:00～

6月25日(土) 
9:00～

19:00～20:00

13:45～15:3013:30～14:30

17:30～19:30

6日（月）

17日(金)

22日(水)

時　間 受付開始
9:15～11:00 9:00～10:00

9:00～10:00

13:45～15:3013:30～14:30

9:15～11:00

7月 InBody測定会 トレーニング講習会
時　間

5日(火)

11日(月)

22日(金)

時　間 受付開始 8月 InBody測定会 トレーニング講習会
時　間

7月25日(月) 
9:00～9:00～10:00

19:00～20:0017:30～19:30
9:15～11:00

15日(月)
25日(木)

時　間 受付開始

向日市民体育館
InBody測定会

向日市民体育館
トレーニング講習会

体組成計「InBody」を使って、体脂肪率、BMI、基礎代
謝量、部位別の筋肉量、内臓脂肪レベルなどを測定し、
貴方だけのトレーニングメニューを教えます。

対　象：中学生以上の方　
※ペースメーカー等植込者、妊娠中の方は測定できません。
申込み：当日、測定料400円をお持ちいただき、直接、
　　　  市民体育館へお越しください。

トレーニング室を利用するための講習会です。申込み時
に登録料1500円（InBody測定料含む）、顔写真（3㎝×
2.5㎝）、本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）
をお持ちください。
対　象：18歳以上の方各日５人
申込み：受付開始日から直接、市民体育館へお越し
　　　  ください。
当日の持ち物・服装：体育館シューズ、動きやすい服装

注意：新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催を中止する場合があります。予めご了承ください。

向陽新体操クラブ35周年記念発表会

向日市ゲートボール連合
　向日市ゲートボール連合は、昭和52年に教育委員会（体育　向日市ゲートボール連合は、昭和52年に教育委員会（体育
指導員）からゲートボール研修などの指導を受け、昭和53年指導員）からゲートボール研修などの指導を受け、昭和53年
に各地区の老人会に普及活動を行ない、昭和60年に向日市に各地区の老人会に普及活動を行ない、昭和60年に向日市
ゲートボール連合を結成し、乙訓支部として京都府ゲートボーゲートボール連合を結成し、乙訓支部として京都府ゲートボー
ル連合に加盟しています。ル連合に加盟しています。
　ゲートボールは幅広い年齢層で楽しまれる生涯スポーツと　ゲートボールは幅広い年齢層で楽しまれる生涯スポーツと
して世界の国々でもプレーされています。プレー中は「覚えして世界の国々でもプレーされています。プレー中は「覚え
る・思い出す・考える」を絶えず繰り返すため、認知症の予防る・思い出す・考える」を絶えず繰り返すため、認知症の予防
に大変優れたスポーツとして、また、始めてみると面白いスに大変優れたスポーツとして、また、始めてみると面白いス
ポーツだとわかり、病みつきになる人が多いです。ポーツだとわかり、病みつきになる人が多いです。
　各種大会等にも参加していますので、ゲートボールを一度　各種大会等にも参加していますので、ゲートボールを一度
やってみようという方は、向日市ゲートボール連合 垣内正実やってみようという方は、向日市ゲートボール連合 垣内正実
会長（090-1915-7890）へお問合わせください。会長（090-1915-7890）へお問合わせください。

４月３日（日）向陽新体操クラブ35周年記念発表会が開催されました。
発表会には、約100名の子供達が参加。リボン、フープ、クラブ、ボール
などの種目演技や団体演技を発表し、練習の成果を披露しました。

【代表　森嶋　由枝さんのコメント】
35周年を迎えることができ、指導者一同、心より喜んでおります。
京都国体の時に建てられた向日市民体育館と共に歩んできた向陽新体操
クラブも同じ月日を重ねることができ、現在に至ります。新体操を通じて
社会に貢献できる、思いやりと優しさ強い心、忍耐努力、集中力を持った
人間性を育てることを大切にこれからも頑張っていきたいと思います。

平成５年１１月に向日市民体育館で開催された
「新体操ワコールカップ京都　向日市国際演技
会」での１枚。
表演しているのは、山田　海蜂選手。長いリボ
ンを操りながらマットの上を自由自在に翔る演
技は圧巻。会場は、大きな拍手と歓声に包まれ
たことでしょう



公益財団法人向日市スポーツ文化協会
TEL：（075）932‒5011　FAX：（075）934‒1657

〒617-0003
　向日市森本町小柳23番地の１
　向日市民体育館内

〈発 行〉
私たちはスポーツ振興くじ
助成を受けています。

2021-22シーズン応援ありがとうございました
いつも京都ハンナリーズを応援いただき誠にありがとう
ございます。新型コロナウイルスの影響で全国各地の試
合が中止になるなど、厳しいシーズンとなりました。
チーム成績も14勝43敗、西地区9位(11チーム中)と奮わ
ない結果となりましたが、苦しい状況でも応援してくださ
る皆さまの温かい拍手やメッセージが大きな支えになり
ました。
5月8日に行われたホーム最終戦では、3,181人という大
勢のお客様がお越しくださいました。会場の熱気を受け
た選手たちは攻守で素晴らしいプレーを見せ、西地区2位
の強豪・島根スサノオマジックを相手に勝利を勝ち取るこ
とができました。
来シーズン(秋頃開幕予定)は経営体制も変わり、チームは
大きな変化を迎えます。さらなる飛躍を目指して参ります
ので、変わらぬご支援、ご声援の程よろしくお願いいたし
ます。
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