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ジュニアスポーツ教室 生徒募集ジュニアスポーツ教室 生徒募集

練習日時：土/日曜/祝日　午前9時～正午（年36回）
場　　所：第4向陽小学校　市民体育館
対　　象：小学2～5年生 ※小学3年生以下は保護者の送迎が必要
用　　具：競技用ラケット、バドミントンシューズ、スポーツウエア
募集期間：4月15日（金）まで
連  絡  先：上田 和彦さん　090-9985-9568（土・日曜のみ）

向日市バドミントン協会
練習日時：第2・4日曜（月2回）、午前9時15分～10時45分
　　　　  または午前10時30分～正午
場　　所：第2・第3向陽小学校
対　　象：小学1年生～中学3年生 ※小学2年生以下は保護者の送迎が必要
参  加  費：年4800円※スポーツ安全保険代（年800円）が別途必要
用　　具：卓球ラケット、体育館シューズ、スポーツウエア
連 絡 先：池島　徹彦さん ike97010263@gmail.com

向日市卓球協会

京都府民総合体育大会サッカー競技結果　向日市選手団 準優勝!!
　京都府民総合体育大会サッカー競技が令和３年11月13日、14日の２日間にわたり行われました。
　向日市は、１回戦、２回戦を順調に勝ち進み、大会２日目の３回戦は、前回準優勝の福知山市と対戦。前半苦戦するも後半は復調し、コー
ナーキックのこぼれ球を強烈なボレーシュートで向日市に勝利を導いた。そして、迎えた決勝は、前回優勝の城陽市戦。序盤はペースを落とし
体力温存、徐々に攻撃に転じながらもきっちりと守備対応。ハーフタイムにメンバーを入れ替えて攻撃的なシステムに変更したが、背後を取ら
れて失点。終盤はパワープレーで逆転を目指したが相手キーパーのナイスセーブもあり、チャンスを生かしきれず試合終了、準優勝に輝いた。

ベリーエクササイズ
ベリーダンスの要素を取り入れたエクササイズで
す。お腹や、腰をたくさん動かし体幹を鍛えます

4月6日（水）～5月18日（水）
（5月4日除く）午後7時～8時
18歳以上の女性12人
（申込みが4人以下の場合中止）
6回4,800円〈当日〉
3月1日（火）正午～電話受付

日 時

対 象

参加費
申込方法

ストレッチ＆トレーニング講座
ウエーブしたストレッチリングを使って体をほぐした
り、軽い筋力トレーニングで姿勢の崩れや肩こり、
腰痛を解消、軽減します

3月14日（月）午前10時～11時　
18歳以上の方8人
（申込みが3人以下の場合中止）
600円〈当日〉　　
3月1日（火）午前9時45分～電話受付

日 時
対 象

参加費
申込方法

3月 InBody測定会 トレーニング講習会
時　間

9:30～12:00
9:00～10:00 2月25日(金) 

9:00～

9:00～10:00

14:00～17:00
13:45～15:3013:30～14:30

19:00～20:00

9:15～11:00

13日（日）

17日(木)
25日(金)

時　間 受付開始 4月 InBody測定会 トレーニング講習会
時　間

13:45～15:30 13:30～14:30
3月25日(金) 
9:00～

9:00～10:00

17:30～19:30
9:30～12:00
14:00～17:00

13日(水)
21日(木)

29日(金)

時　間 受付開始 5月 InBody測定会 トレーニング講習会
時　間

13:45～15:30
4月25日(月) 
9:00～9:00～10:009:15～11:00

9:15～11:00

13:30～14:3010日（火）
18日(水)
27日(金)

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。

春休みジュニア陸上体幹教室
体を動かす楽しさを学びながら体幹を鍛え、走り方
を練習します

3月22日（火）～25日（金）
午後4時45分～5時45分
新小学5～6年生　20人
3,200円〈当日：4時～4時30分に入金〉
3月1日（火）午前10時30分～電話受付

日 時

対 象
参加費
申込方法

春休み短期運動教室
体を動かす楽しさを学びながら技術アップをめざし
ます（マット・跳箱・鉄棒など）

3月22日（火）～25日（金）
午後3時15分～4時15分
新小学1～3年生　15人
3,200円〈当日:2時30分～3時に入金〉
3月1日（火）午前10時～電話受付

日 時

対 象
参加費
申込方法

アロマ・サシェ教室

長い時間いい香りを楽しめる
サシェを作ります

3月11日（金）午前10時～11時15分
18歳以上の方10人
（申込みが4人以下の場合中止）
1,800円（材料費含む）〈当日〉
3月1日（火）午前9時30分～電話受付

日 時
対 象

参加費
申込方法

春休み短期集中バスケットボール教室
バスケットボール競技の
スキルアップを図ります

3月22日（火）～25日（金）
午後3時30分～4時45分　　
新小学3～6年生　経験者12人
3,200円〈当日：3時～3時30分に入金〉
3月1日（火）午前11時～電話受付

日 時

対 象
参加費
申込方法

向日市民体育館の教室    TEL. 075-932-5011



向日市ワイワイスポーツクラブ イベント情報

令和4年3月１３日(日)　午前10時スタート（集合９時45分）
　現地集合・現地解散。　小学生の参加は、保護者の同伴が必要です

大人(中学生以上）　　 ２ゲーム　１,500円
小学生　　　　　　　　２ゲーム　１,500円
小学生と保護者のペア　２ゲーム　１,800円
※ビジターの方は、別途500円が必要　（参加費には保険・貸靴・景品代が含まれています。）

「第16回ワイワイボウリング大会」が、キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 ボウリング場にて開催されます。
向日市ボウリング協会の方からワンポイントアドバイスがあったり、みんなでワイワイ楽しめる企画も用意されているイベント!
友だちを誘ってどんどん参加しましょう！

地 域 総 合 型
スポーツクラブ

日　時

参加費

３月９日(水)まで。
ただし、40人（ペア）になり次第締め切り

ワイスポ開催時は、受付スタッフに直接申し込みください。
　ホームページからは、http://www.waispo.comの「イベント案内」から
　電話の場合は、向日市スポーツ文化協会（075-932-5011）へお掛けください。
　参加費は、当日受付で徴収させていただきます。

受　付

申込方法

日本サッカー協会100周年　功労表彰 受賞！日本サッカー協会100周年　功労表彰 受賞！
日本サッカー界に於いて、永年に渡り普及や発展に貢献された方を表彰する功労表彰
を向日市寺戸町在住で女子サッカー初代なでしこジャパンの代表監督を務められた
市原 聖基さんが受賞されました。

〈公益財団法人向日市スポーツ文化協会 前理事長　市原 聖基さん〉

【ひとの行く裏に道あり花の山　いずれを行くも散らぬ間に行け】
　この言葉が私の頭の中にずっとあり、「女子もボールを蹴る時代に
なる」と信じ女子サッカーの普及・発展に力を注いできました。
　今回この表彰をいただいたことを、大変うれしく思いますと同時
に、永年私を支えていただいた多くの皆さまに深く感謝いたします。

受賞コメント

向日市スポーツ少年団  団員募集!!
向日市スポーツ少年団では、私たちといっしょにスポーツを楽しむ団員を募集しています。見学や
体験もできますので、興味のある方は各単位団の責任者（連絡先）にお問い合わせください。

①練習曜日/練習場所　　②対象学年　　③責任者（連絡先）

向日市サッカースポーツ少年団

向陽春風会剣道スポーツ少年団

①日曜/祝日
　12：00～15：00
　市内小学校グラウンド他
②小学生（男女）
③中村 俊之
　090-3708-8633

①金曜　18：00～20：30
　市民体育館
　日曜　9：00～11：30
　第２向陽小体育館
②年中～小・中学生(男女)
③横井 智雅子
　090-3979-1897

向日市野球スポーツ少年団

スポーツ少年団
西山少年野球クラブ

向日市バレーボールスポーツ少年団

向日市空手道スポーツ少年団

少林寺拳法京都向日町
スポーツ少年団

少林寺拳法京都西山
スポーツ少年団

①土/日曜/祝日
　9：00～18：00
　市内小学校グラウンド他
②小・中学生（男女）
③伊上 英幸
　090-3650-2360

①土/日曜/祝日
　9：00～18：00
　第６向陽小グラウンド他
②小学生（男女）
③佐々木 幸雄
　090-8880-8899

①日曜　
　9：00～15：00
　第６向陽小体育館他
②小学生（男女）
③仲谷 広樹
　090-3038-1392

①火曜　18：00～19：00
　第４向陽小体育館
　木曜　18：00～20：30
　第２向陽小体育館
②年中～小・中学生(男女)
③和島 一行
　090-5656-6720

①月/金/土曜
　18：00～19：30
　第３向陽小体育館他
②年長～高校生(男女)
③佐々木 和隆
　080-1449-0597

①木曜　18：00～19：00
　土曜　13：00～14：00
　京都西山高校アクティブルーム
②年長～小・中学生(男女)
③森川 弘仁
　090-4039-8066



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

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策について

新型コロナワクチンの接種について
スポーツ文化協会からのお知らせ

　公益財団法人ＪＫＡの「2021年度緊急的な対策を必要とする事業（新型コロナウイルス感染症の
拡大防止策）補助事業」の補助金を受け、向日市民体育館内すべてのトイレとシャワー室の水栓を
非接触型の自動水栓に替える整備を行いました。

　向日市民体育館が７月までの土曜日・日曜日、新型コロナウイルスのワクチン接種会場となります。
向日市民体育館及びトレーニング室をご利用の皆さまには、大変ご迷惑をおかけいたしますが、向日
市内の感染拡大防止対策にご理解ご協力いただきますようお願いいたします。
　なお、ワクチン接種の最新日程につきましては、向日市のホームページをご確認ください。
　今後の状況に応じて日程が変更となる場合があります。

向日市民体育館スポーツ大会情報向日市民体育館スポーツ大会情報向日市民体育館スポーツ大会情報向日市民体育館スポーツ大会情報 2022年４・５月

注意：２月３日現在の情報です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催中止または日程変更される大会もあります。予めご了承ください。

向日市ボウリング協会
　向日市ボウリング協会　向日市ボウリング協会
の草創期は、単なるボウの草創期は、単なるボウ
リング好きの遊び仲間がリング好きの遊び仲間が
集まり、わいわいがやが集まり、わいわいがやが
やとボウリングを楽しんやとボウリングを楽しん
でいたと、諸先輩方に聞でいたと、諸先輩方に聞
き及んでいます。き及んでいます。
　ボウリングを遊びとし　ボウリングを遊びとし
て捉えるのならそれでよて捉えるのならそれでよ
かったのですが、会員が50名を超える組織となると、規則なり規約かったのですが、会員が50名を超える組織となると、規則なり規約
が必要になり組織改革に取り組まざるを得なくなりました。そこでが必要になり組織改革に取り組まざるを得なくなりました。そこで
当時の向日市体育協会に加盟すると共に、京都府連盟、全日本協会当時の向日市体育協会に加盟すると共に、京都府連盟、全日本協会
にも全員選手登録をし、全員に自覚とプライドを持って頂きました。にも全員選手登録をし、全員に自覚とプライドを持って頂きました。
２巡目京都国体から、ボウリング競技は正式種目として採用され、２巡目京都国体から、ボウリング競技は正式種目として採用され、
我々の目標は協会からの国体選手輩出と全国大会、関西大会への選我々の目標は協会からの国体選手輩出と全国大会、関西大会への選
手派遣です。今までの国体派遣選手は４名、全国、関西大会への派手派遣です。今までの国体派遣選手は４名、全国、関西大会への派
遣は数え切れません。全日本選抜女子個人優勝者、全日本年齢別入遣は数え切れません。全日本選抜女子個人優勝者、全日本年齢別入
賞者も在籍していました。賞者も在籍していました。
　そしてもう一つの目標は生涯スポーツとしてのボウリング普及です。　そしてもう一つの目標は生涯スポーツとしてのボウリング普及です。
現状、当協会に加盟している方で80歳以上が２名、70歳以上になる現状、当協会に加盟している方で80歳以上が２名、70歳以上になる
と10名以上が在籍され、週１回６ゲームの練習会にほぼ皆勤の状況でと10名以上が在籍され、週１回６ゲームの練習会にほぼ皆勤の状況で
す。皆さんお元気です!!当協会は、老若男女皆スポーツで元気社会のす。皆さんお元気です!!当協会は、老若男女皆スポーツで元気社会の
実現を目指しています。実現を目指しています。

昭和63年４月に市民体育館で行われた「チャリ
ティ大相撲向日場所」の様子を写した１枚。
土俵入りをする幕内力士を間近に見ようと身を
乗り出す人や力士の撮影に余念のない人、大き
な声援を送る人などの熱気で会場は包まれてい
たことでしょう。

4月

5月

時　間

時　間

場　所

場　所

大　会　内　容

大　会　内　容

11日(月)
14日(木)
19日(火)
26日(火)

3日(火)
4日(水)
5日(木)
17日(火)
19日(木)
20日(金)
31日(火)

9：00～18：00
9：00～18：00
9：00～18：00
9：00～18：00

9：00～21：00
9：00～21：00
9：00～21：00
9：00～18：00
8：00～21：00
8：00～21：00
9：00～18：00

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

小

京都府レディースバドミントン春季リーグ戦1日目（京都府バドミントン協会）
京都府レディースバドミントン春季リーグ戦2日目（京都府バドミントン協会）
京都府レディースバドミントン春季リーグ戦3日目（京都府バドミントン協会）
京都府レディースバドミントン春季リーグ戦4日目（京都府バドミントン協会）

第5回　向日市長杯新体操親善大会（向陽新体操クラブ）
第5回　向日市長杯新体操親善大会（向陽新体操クラブ）
第5回　向日市長杯新体操親善大会（向陽新体操クラブ）
第53回全国ママさんバレーボール大会京都府予選（京都府バレーボール協会）
令和4年度京都府高等学校総合体育大会（京都体操協会）
令和4年度京都府高等学校総合体育大会（京都体操協会）
球技大会（京都西山高校）



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。

ニュースポーツ  カーリンコンの紹介
カーリンコンは、氷上で行う「カーリング」を床の上でするニュースポーツで、ストーンは表裏、赤と緑、２色の円盤（ディスク）仕立
てになっています。
室内でできるので、天候に関係なく楽しめ、ルールもシンプルで誰もがすぐプレーに参加できます。

チームの編成とコートの形状
●各自２枚のディスクを持つ１チーム３人制を原則とします。
　※団体戦では６人対６人まで可能。
●標準のコート広さは間口３m×奥行10mです。

競技の基本的な進め方
（１）最初にジャンケンをして勝ったチームが赤で後攻、負けたチームが緑で先攻となります。
　　 得点係は得点表にチーム名を記入してください。
（２）次に緑チームの１人がポイントを５～１０ｍの範囲内に投げ、続けてディスク１枚を緑面を上にして投げ
　　  ます。
（３）続いて赤チーム、緑チームと互い違いに投げて、各チーム６枚のディスクを投げ続けます。
　　  ディスクがひっくり返ってしまったときは、相手チームのディスクとなってしまいます。
（４）これで１イニングが終了し、採点に移ります。得点はポイントに一番近い相手のディスクよりも、何枚近　　 
　　  づいているかを数えます。
（５）得点の数だけ得点票に○を入れ、○の中にイニング数を書き込みます。
（６）勝ったチームがポイントを投げ、次のイニングを始めます。７点に早く達したチームが勝ちとなります。


