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「スポーツしたい！」をアシストする
スポーツ案内サイト『SPOPITA』（スポピタ）が新たに開設！

東京都民の誰もがスポーツを楽しめるよ
うに、様々なコンテンツを発信するスポー
ツ案内サイトです。「スポーツしたい！」
をアシストするためのスポーツ施設検索
機能をはじめ、スポーツをもっと楽しめ
るコンテンツをご用意しています。スポー
ツ好きはもちろん、スポーツに関心がな
い方、スポーツする時間がとれない方に
とっても楽しめる魅力的なコンテンツを
お届けします。

SPOPITA（スポピタ）とは？

SNSでも情報を発信しています 詳細はこちら→

スポピタ

公式Twitterアカウント

▶@SpopitaTweet

関係団体等のご協力のもと、自宅ででき
るスポーツ動画などをカテゴリ分けして
ご紹介していきます。

日々の暮らしの中にもスポーツが隠れて
います。スポーツをちょっとユニークな
かたちで発信していきます。

東京2020大会会場など東京都内のス
ポーツ施設について、様々な魅力を発信
するコラムです。

スポーツ × ○○動画事典 #日常とスポーツ ぶらりスタジアム探訪

CONTENTS

●スポーツ施設を探す ●ピッタリなスポーツを見つける ●スポーツにまつわる話を読む

SPOPITA（スポピタ）の特徴
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ご利用いただけない
施設のご案内

東京体育館の陸上競技場、屋内プール、トレーニングルームについては、
東京2020大会用の仮設物の管理、セキュリティ確保等のためご利用いただけない状況です。
利用者の皆様には引き続きご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力のほどお願いいたします。

P8 トップアスリートに聞く！コロナ禍におけるおうち時間の過ごし方

［スポーツ教室情報］

P10 駒沢オリンピック公園総合運動場
P12 東京武道館
P16 東京辰巳国際水泳場
P18 東京都広域スポーツセンター
P19 あなたの街の地域スポーツクラブ訪問
 一般社団法人オール水元スポーツクラブ

P21 わたし流スポライフ

P22 COMBO No.2020
 寺内健＆坂井丞 （シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込）
 Ken Terauchi & Sho Sakai

P24 FUTURE ATHLETE
 古江彩佳 （ゴルフ） Ayaka Furue

P26 スマイル競技マニュアル
 車いすバスケットボール
P28 バズーカ岡田の今日からはじめる筋トレ生活
P29 食材deスマイル～菜の花を使った料理
 （菜の花のミモザ風サラダ～人参ドレッシングを添えて～）

スマイルスポーツとは
東京都の４つの体育施設と東京都広域スポーツセンターを中心に実施される、ス
ポーツ教室の愛称です。「これからスポーツを始めたい」「仲間と楽しくスポーツを
したい」「スポーツの指導者を目指したい」など、みなさんのニーズに合わせ、バラ
エティに富んだ様々な教室をご用意しています。ぜひお気軽にご参加ください。

P4 田中希実
スマイルインタビュー

東京2020オリンピック陸上競技女子5,000m日本代表

Nozomi Tanaka

Vol.85
March
2021

▲寺内健選手＆坂井丞選手
（シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込）

▲古江彩佳選手（ゴルフ）

P31 教室、イベントの申込方法

P30 ［読者プレゼント］
 田中希実選手のフォト付きサイン色紙　ほか

PRESENT
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たなか・のぞみ
1999年9月4日生、兵庫県出身。2019年に
世界陸上初出場を果たし、5,000ｍで決勝
に進出（14位）。2020年7月8日の「ホクレ
ン・ディスタンスチャレンジ2020」3,000ｍ
では日本記録を18年ぶりに更新（8分41秒
35）して優勝。同年8月23日の「セイコー
ゴールデングランプリ陸上2020東 京 」
1,500ｍ で は4分5秒27の 日 本 記 録 で 優
勝を飾った。同年12月4日の日本選手権
5,000ｍで優勝し、東京2020オリンピック
の代表に内定した。
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Smile Interview vol.85

オリンピックの舞台を楽しめるだけの力をつけたい
田中希実選手は昨年の日本選手権5,000ｍで優勝を飾り、東京2020オリンピックへの出場権をつかんだ。1,500ｍ、
3,000ｍの日本記録を持つ彼女は21歳と伸び盛りで、まだまだ記録更新への期待がかかる。物心がついた時から陸上が生
活の一部だったという田中選手に、陸上競技の魅力、初めてのオリンピックへの思いを聞いた。

東京 2020 オリンピック
陸上競技女子5,000ｍ日本代表

今までの自分を超えたい気持ちが 
一番のモチベーション
――子供の頃から走るのは速かったのですか。
「短距離はまったく速くなかったのですが、長距離種目は学校内では一
番でした。でも、兵庫県内は子供の陸上クラブもたくさんあってすごく
レベルが高いので、地元のロードレースでは全然通用しませんでした」
――本格的に競技として陸上に取り組み始めたのはいつからですか？
「部活として大会に出始めたのは中学校に入ってからです。ただ、両親
がともに陸上をやっていたので、小学生時代にも両親がエントリーして
いるロードレースの子供の部に出場することはありました。その頃は他
の子供のようにランニングクラブでの活動ではなくて、普段は自主練
習です。それに加えて、週に１回、両親が開催していた子供のための
練習会には毎週参加していました。小さい頃から陸上が生活の中に溶
け込んでいたので、陸上競技を始めるという感覚はありませんでした」
――陸上競技が生活の一部だったのですね。では、陸上競技で世界を
目指したいと思うきっかけとなったレースや出来事はありますか？
「小学生の時に両親がオーストラリアのマラソンに出場して、私も一
緒に連れていってもらいました。その時は子供部門に出場して優勝し
ています。そういう経験があったので、あまり世界に対して壁を感じ
たことはありませんでした。また、高校生になってからは、日本陸上
競技連盟から、アジアユース大会をはじめ、定期的に海外遠征にも派
遣してもらっていたこともありますし、陸上競技を始めるきっかけと
同じで、世界を意識して目指すというよりは、自然とそうなっていっ
た感覚です」
――座右の銘である「一

いっしそうでん
志走伝」という言葉は、指導者でもあるお父

さんからいただいた言葉だそうですね。
「私が陸上をやっていくうえで、この言葉のイメージを大事にしてい

たら頑張れるのではないかと、高校時代に父が考えて提示してくれた
ものです。実際に自分でも、このイメージでやっていたら頑張れそう
だと感じて、その時から大事にしています」
――田中選手が「一志走伝」の言葉からイメージしているのはどうい
う走りですか？
「走っている姿を見るだけで、私が考えている思いが見ている人に伝
わるような気迫のある走りです。この一志走伝という言葉を見ると、
集中して覚悟を持って走るという気持ちを思い出すことができます」
――田中選手が走る一番のモチベーションは？
「常に自己ベストを出したいという気持ちが強いです。今は立場的に
どうしてもライバルを意識したり、大会の規模を意識したりというこ
ともあるのですが、純粋に今までの自分を超えたいという思いが、自
己ベストや日本記録を出すことにつながっています。そういう意味で
も“今までの自分を超えたいという気持ち”が一番のモチベーション
になっているのかなと思います」
――大会での結果や他の選手との勝負もありますが、それ以上に自分の
記録を意識しているのですね。田中選手は800ｍ、1,500ｍ、3,000ｍ、
5,000ｍ、さらには10,000ｍと、いろいろな種目で活躍していますが、
それぞれの面白さや難しさを教えてください。
「800ｍはそれほど難しい駆け引きはないので、最初から全力でいく
しかないです。全力で走って後半の足が動かなくなるところで、誰が
一番足を残せるかで勝負が決まります。そこが走っている立場として
は、結構面白い種目かなと思います」
――昨年10月の日本選手権の1,500ｍでは圧倒的な大差での優勝で
したね。
「前段階として日本記録を出せていなかったら、あそこまで自信をもっ
てのレースを考えることはできなかったと思います」
――8月のセイコーゴールデングランプリで日本記録を出したことが

田中希実
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自信になっていたのですね。
「はい。ただ、卜部（蘭）選手には勝ったり負けたりがずっと続いてい
るような状態で、簡単には勝てないというプレッシャーもありました。
8月に日本記録を出しているから勝つだろうと思われている周囲から
のプレッシャーや、どうしても勝ちたいという自分の思いがあったう
えで、いかに勝つかという部分を考えていました。いつもはレースプ
ランをそこまで考えずに走ったほうがうまく走れるのですが、あの時
は逆にレースプランをしっかり練ったことで、自信を持って走れたの
かなと思います」
――1,500ｍだけでなく3,000ｍも日本記録を持っていますが、こ
ちらの種目の面白さや難しさはどのような部分でしょうか？
「3,000ｍは1,500ｍ同様にスピードも持久力も必要ですが、より持久
力が必要な種目だと思います。3,000ｍに取り組むためには、1,500ｍ
のスピードだけではいけないところもあるので、そこが難しさだと思い
ます。一方で1,500ｍを走れるスピードのある選手が持久力を手に入
れた時に、すごく楽しく走れる種目でもあります。私も『ホクレン・ディ
スタンスチャレンジ2020』の時は、練習でスピードの部分、持久的な
部分と両方の自信をつけていたので、のびのび走った結果、記録が出
たという感じでした。3,000ｍはまんべんなく力をつければ、考えすぎ
なくても楽しく走れる種目かなと思います」
――5,000ｍは昨年12月の日本選手権で優勝して、東京2020オリ
ンピックへの切符をつかんだ種目です。こちらはどんな魅力がありま
すか？
「5,000ｍは走れば走るほど感覚がつかめてくるのですが、そこまで
レース数が多くないのが難しいところです。練習と経験を積みさえす
れば、落ち着いてレースをすることができると思います。日本の選手
は（1㎞）3分ペースが精いっぱいなので、そこまでのスピード感を感
じられるレースではないのですが、世界レベルになってくると、3,000
ｍの延長みたいなレース展開になってくるので、そこが面白いかなと
思います」

辛い思いをして得た権利だからこそ 
オリンピックでは楽しみたい
――それぞれに特徴や面白さを教えていただきましたが、田中選手が
一番好きな距離は？
「私は1,500ｍが一番好きです」
――それはどうしてですか？
「小学生や中学生の時から長く親しんできた種目ですし、何回も悔し

い思いをしてきた一方で、中学生の時に全国大会で優勝した嬉しい思
いもしてきました。そういう意味でこだわりが強いと思います」
――1,500ｍは過去に日本人選手が一度もオリンピックに出場した
ことがない種目です。自分がその第1号になりたいという思いはあり
ますか？
「東京2020オリンピックという舞台で、今まで誰も成し遂げていな
いことを自分が初めてできたらすごく嬉しいと思います。1,500ｍの
元日本記録保持者の小林祐梨子さんも、5,000ｍではオリンピックに
出ていますが、1,500ｍに出られなかったことが心残りだったという
話を聞きました。同じ地元の先輩でもありますし、その祐梨子さんが
できなかったことを達成したいという思いもあります」
――参加標準記録には近づいていますが、ご自身の手ごたえはいかが
ですか？
「4分5秒27で走った時は、そこまでのタイムを出せるという自信が
あったわけではなく、無我夢中でした。だから結果的に出たタイムで
あって、もう1回あの時のような走りができるかというとわかりませ
ん。そこを確実なものにしていけたら、その次のタイムが見えてくる
のではないかと思います」
――ではオリンピックへの出場権をつかんだ日本選手権の5,000ｍを
振り返ってもらいたいと思います。同じく参加標準記録を持つ廣中璃
梨佳選手が先行する展開で、どんなことを考えて走っていたのですか？
「この日本選手権までの5,000ｍのレースでは、あまり自信が持てる
ようなタイムでは走れていませんでした。練習でも自分の理想として
いる走りに到達できていなくて、そこがすごく不安で自信をなくして
いました。そうしたこともあって、相手を大きく感じてしまっていた
ので、スタートラインに立った時は、あきらめに近い状態だったかな
と思います」
――そうした精神状態が走っているうちに変化していったのですか？
「現段階では相手のほうが力は上だから、自分はどこまでも我慢して
ついていくしかないと思っていました。そういう考えだったことで、
逆に集中できた面もあります。余計なことは考えずに、ただついてい
こうと思っていたので、後半ペースが上がっていった時に、相手より
もわずかに余裕が残っていたと思っています」
――ラスト1周を切ってから前に出ましたが、どこで勝てると感じま
したか？
「ゴールした時は意識が朦朧としていたので、もしかしたら抜かれて
いるかもしれないと思っていました。ラスト300ｍで仕掛けた時に
廣中選手が苦しそうなのは見えていたのですが、ラスト100ｍも後
ろの気配を感じながら走っていました。だからゴールした時も自分が
勝ったのがわからなかったというか、信じられませんでした」
――この結果、オリンピック出場が内定しました。どんなことが頭に
浮かびましたか？
「このレースに向けてはすごくしんどくて、走ることを楽しめてはい
ませんでした。これだけ辛い思いをしてまでつかんだ権利だからこそ、
オリンピックではその権利を楽しみたいという気持ちです。オリン
ピックではもっとのびのびと走りたいです。権利を得たことと、応援
してくれる人たちに感謝しながら楽しく走れるような準備をしていき
たいなという思いが強くなりました」
――そうは言っても勝負なので、レースの時に楽しむのは大変ですね。
「練習でやるべきことをやり切ったという感覚がある時は、レースを
楽しめることが多いと思います。あとは練習でやることは全部やった
から、何も考えなくてもよくなって、自然と足が動くみたいな感覚が
あります」東京2020オリンピックの選考会を兼ねた日本選手権（5,000ｍ）で

見事に優勝を飾った（Ⓒ陸上競技マガジン）
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――実際に楽しく感じたレースはありますか？
「（20年）ホクレンで日本記録を出した3,000ｍもすごく楽しかった
ですし、（19年）世界陸上の5,000ｍも後半は苦しかったのですが、
すごくワクワクしながら走れました。海外の選手たちにリズムを合わ
せるだけで、勝手に足が動いてくれるという感覚があって、すごく楽
しかったです」
――田中選手にとって走ることの一番の魅力は？
「他の選手の走りを見て魅力的に感じるのは、トップを走っている選
手は、みんな楽しそうに走っているというか、伸びやかな感じなの
で、そういう走りに魅力を感じます。特に3,000ｍ障害の海外の選
手はすごく楽しそうなんです。日本人選手の3,000ｍ障害は見てい
て、すごく大変そうに感じるのですが、海外のレースでは楽しそうに
走っている選手がいるので、そういう走りに魅力を感じます」
――ご自身の理想も楽しく走ることですか？
「レースの時は、自分もそうなりたいなと思っています。しかし楽し
く走っているように見える境地にいくまでには、すごく力をつけない
といけないと思います。そうなれるような取り組みを続けて、オリン
ピックのような大きな舞台でも楽しめるくらいの力をつけたいと思い
ます」
――東京2020オリンピックへの思いを聞かせてください。
「東京で開催されるオリンピックというのは一生に一度あるかないか
だと思うので、今はできるだけ開催されることを想定して準備をして
いきたいと思っています。もし中止になったとしても、今までの取り
組みを続けていくだけです」
――今後の夢、目標は？
「海外のレースでも活躍できるような選手になりたいと思っています。
小さい頃から母がマラソンでいろいろな海外のレースに出ているのを
見ていましたし、走ることでいろいろな世界を見られるという経験を
これからも続けていきたいです」

スマイルスポーツ公式チャンネルにて、
田中希実選手の素顔がわかるQ&Aインタビューと
読者の皆さまへのメッセージを配信中！

走ることでいろいろな世界が
見られるという経験を
これからも続けていきたい

※取材は2021年1月28日にオンラインにて行いました

田中希実選手
フォト付き
サイン色紙プレゼント
※詳しくはP30をご覧ください

PRESENT
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マンションやアパートに住んでいると、下の階の方の迷惑に
ならないようにトレーニングする必要があります。たとえ

ば家の中でジャンプをしようと思った時に、音を立てて着地を
すると、ヒザや体のどこかを痛めてしまうこともあるので、静
かに着地をする。それも一つのトレーニングになると思います。
また、家でトレーニングをしていると子供がマネをしてくれた
りするので、家族みんなで体を動かすことで、家族との絆が深
まる時間になると思います。

私のリフレッシュの方法は車の中で歌うことです。浜崎あゆ
みさんが大好きなので、歌を歌ったり真似をしたりしてリ

フレッシュしています。ツアーや練習がある時はあまりテレビ
を見る時間がないのですが、昨年の自粛期間中はテレビに加え、
YouTubeで自分の好きな動画を見ていました。練習環境や生活
環境が普段とは違ったので、普段はできないことをしようとい
う感じで過ごしていました。

スマートフォンで本を読むことが増えました。自粛期間中
はお風呂に1時間くらい入りながら、スマートフォンで本

を読んでいました。そうやって本を読むことで知識を得られる
という面もありますが、それ以上に大きいのはリラックスでき
ることです。ゆっくりお風呂に入ってリラックスしている状態
になると、いろいろな発想やアイデアが頭に浮かんで来るので、
すごく良かったと思っています。

自粛期間に運動不足解消を目的に走り始めたという人もすご
く多かったと思いますし、悪いことばかりではないと思い

ます。私も自粛期間中は練習環境が制限されていたので、いつ
もは走らないようなコースを走ったりして、それが逆に新鮮で
した。できないことはできないので、変にあがくのではなくて、
普段できない経験を楽しむという気持ちが大事なのかなと思い
ました。

坂井丞選手

家族との
絆を深める

時間にできる

古江彩佳選手

歌うことで
リフレッシュ！

寺内健選手

お風呂で
本を読んで
リラックス

田中希実選手

普段はできない
経験を楽しむ

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、テレワークが増えるなど、
生活環境に変化が起きています。さらに 1 月には首都圏を中心に再び緊急
事態宣言が発令されたことから、改めて、おうち時間の過ごし方を考えた
いところです。そこで今号に登場していただいた 4 人のトップアスリート
に、おうち時間の過ごし方やアドバイスをお聞きしました。

コロナ禍における
おうち時間の過ごし方

トップ
アスリート
に聞く！

STAY HOME
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お知らせ
　スマイルスポーツ誌をご愛読いただきありがとうございます。
『スマイルスポーツVol.85』において、誌面中に掲載しておりますイベント・スポーツ施設利用等
につきましては、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染防止対策を徹底した上で実施
してまいります。ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。
　なお、感染症拡大防止のため、掲載イベント・施設利用等が中止または変更になる場合がござ
います。各イベント・施設利用等の状況につきましては、大変お手数ですが公益財団法人東京都
スポーツ文化事業団ホームページより最新情報をご確認ください。

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団
https://www.tef.or.jp/

ご理解・ご協力の程、
よろしくお願いいたします

今後とも当事業団の実施事業につきまして、変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。

スマイルスポーツ誌インタビュー掲載アスリートの素顔
が分かるQ＆Aインタビューを毎号投稿しています。ト
レーニングの詳しい解説動画もオススメです。ぜひご覧
ください！

SmileSports公式チャンネル

本事業のスポーツ体験教室で体験できる障害者スポーツ
やレクリエーションスポーツをご紹介します。各種目の
魅力やスーパープレーをぜひご覧ください！

都立学校活用促進モデル事業チャンネル（トリカツチャンネル ）

東京都で遺跡の発掘調査、多摩ニュータウン遺跡出土遺
物の収蔵管理・活用等を行っている東京都埋蔵文化財セ
ンターの公式YouTubeチャンネルです。 小田急線・
京王線・多摩モノレールの多摩センター駅そばに遺跡庭
園を備えた展示施設があります。 各種体験行事や展示
等の紹介をしていきたいと思います。

東京都埋蔵文化財センターチャンネル

チャンネル登録してね!!

チャンネルのお知らせ
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スポーツ教室情報

子供向け
子供が参加できる
教室です。

土日祝開催
土・日・祝日も
開催している教室です。

資格習得
何らかの資格が
習得できる教室です。

参加料無料
参加料が無料の教室です。
※別途教材費が必要な場合があります

初心者ＯＫ
経験のない初心者でも
参加できる教室です。

夜間開催
夜間に開催している
教室です。OK 資 格 子 供 休 日無 料 夜間

8：30〜21：00 ※施設によって異なります

開 館 時 間

▶東急田園都市線「駒沢大学」※駅より徒歩15分　※エレベーターあり
〒154-0013 世田谷区駒沢公園1-1　TEL：03-3421-6199（受付代表） 03-3421-6299（事業代表）　FAX：03-3421-8109

※弓道場の個人利用には当館発行の認定証が必要です

▶トレーニングルーム：一般450円／２h 他
▶弓道場：一般450円／２h
 中学生以下190円／２h 他

個人で使用できる施設

▶陸上競技場：44,000円から　▶体育館
▶屋内球技場　▶第一球技場　▶第二球技場　▶補助競技場
▶硬式野球場　▶軟式野球場　▶テニスコート　▶弓道場　▶会議室　

専用で使用できる施設（事前申込）

駒沢オリンピック公園総合運動場
KOMAZAWA OLYMPIC PARK GENERAL SPORTS GROUND

さあ自分らしくスポーツを楽しもう !

3月～6月の休館日
※開館時間・休館日は変更となる場合が
　あるため、予めHP等でご確認ください

3/15（月）、4/19（月）、5/17（月）、6/21（月）

第二球技場

屋内球技場

体育館

第一球技場

硬式野球場
軟式野球場

テニスコート

陸上競技場

独立行政法人
国立病院機構
東京医療センター

駒澤大学

駒沢
大学
駅

玉川通
り

三菱UFJ銀行
駒沢大学駅前支店

駒沢通
り

恵比寿
方面→

←用賀
方面

駒
沢
公
園
通
り

補助競技場

第二球技場

屋内球技場

体育館

弓道場

第一球技場

硬式野球場
軟式野球場

陸上競技場

補助競技場

東急
田園
都市
線

【東京オリンピックメモリアルギャラリー】
体育館内９：30〜17：00　入場無料

バリアフリー情報
▼ ▼ ▼

HPはこちら
▼ ▼ ▼

申込開始日▶3/16（火）〜 技術向上、健康維持で仲間をつくろう

バレーボールコミュニティ　春コース 
参加者それぞれの技術レベルに合わせ、
ＦＣ東京バレーボールチームコーチが指
導を行い、技術向上と健康体力の維持・向
上を図り、仲間づくりの場を提供します。

日　時 4/6・13・20・27、5/18・25、6/1・8・15・29（全て火曜日/全10回）
 10：00～12：00

対象・定員 18歳以上の女性（高校生を除く）・60名　※定員になり次第締切
参加料 8,150円/コース毎（10回）、1,020円/1回

 ※春・秋・冬コースがあります。

持ち物 動きやすい服装、飲料、タオル、室内用シューズ
申　込 FC東京バレーボールチーム事務局

 電 話 03-3635-8955　 FAX 03-3635-8974
 （受付時間/平日10：00～17：00）
指導：FC東京バレーボールチーム
運営：東京フットボールクラブ株式会社

日　時 6/26（土）14：00～16：00
対　象 ❶体験コース 小学生のレスリング初心者

 ❷親子体験コース 年少～小学6年生のレスリング初心者とその保護者
定　員 ❶30名　❷10組20名　※定員になり次第締切
参加料 ❶500円　❷1,000円/1組　 持ち物 動きやすい服装、飲料、タオル、室内用シューズ
申　込 電 話 インターネット ⇒巻末（P31）参照

運営：NPO法人全国少年少女レスリング連盟

申込開始日▶3/16（火）〜 レスリングを通じて身体づくり

1964東京オリンピック開催記念
駒沢キッズレスリングデー

「レスリングの聖地」駒沢体育館で恒例のキッズレスリング
デーを開催します！レスリングを通じてスポーツに親しみ、
幼児・子供の身体づくりや仲間づくりの場を提供します。

OK 子 供 OK

日時・対象 4/6・13・20・27、5/18・25、
 6/1・8・15・29（全て火曜日/全10回）
 ❶小学1～3年生 16：00～17：10
 ❷小学4～6年生 17：15～18：25
 ❸中学・高校生 18：30～20：00

定　員 ❶❷❸各20名　※定員になり次第締切　 参加料 14,700円（別途保険料）/第１期（全10回）
持ち物 動きやすい服装、飲料、タオル、屋内用シューズ
申　込 ESAインドアサッカー塾事務局

 電 話 080-3350-6889(遠藤）/090-6566-0442(藤本)
 メール endosoccerjuku@gmail.com
講師：遠藤 雅大氏
運営：ESAインドアサッカー塾事務局

受付中 元サッカー日本代表が直接指導！

遠藤雅大のインドアサッカー塾［第1期］

子供の成長に応じた基礎から応用までの一貫指導です。サッカーを実践する上
で必要なことを、元日本代表の経験を基に指導します。

OK 子 供

日時・対象 4/6・13・20・27、5/11・18・25、6/1・8・15（全て火曜日/全10回）
	 ※天候等により実施回数が10回に満たない場合があります

 ❶年中・年長児（4～6歳） 14：45～15：45
 ❷小学校低学年 16：00～17：00
 ❸小学校高学年 17：10～18：10

定　員 ❶❷❸各20名　※定員になり次第締切　 参加料 15,500円/第1期（全10回）
持ち物 動きやすい服装、飲料、タオル、テニスラケット、スポーツシューズ
申　込 株式会社エッグボール駒沢ジュニアテニスアカデミー事務局

 ホームページ http://tennis.eggball.jp/
問合せ 電 話 050-3701-3799 メール komazawa@eggball.jp

運営：株式会社エッグボール

心身の発達が最も著しいジュニ
ア世代を対象に、プロのテニス
コーチが基本技術を指導し、選
手を育成します。テニス初心者
でも大丈夫、まずはテニスの基
礎を楽しむことからはじめます。

受付中 プロのテニスコーチの指導を受けよう！

駒沢ジュニアテニスアカデミー［第1期］ OK 子 供

休 日

日　時 4/7・14・21・28、6/2・9・16・30、
 7/7・14（全て水曜日/全10回）10：00～12：00
対象・定員 30歳以上のバドミントン経験者
 （ハイクリア、ドロップ、ドロップレシーブが打てる方）・50名　※応募多数の場合は抽選

参加料 ６,000円（全10回）　 持ち物 動きやすい服装、室内用シューズ、ラケット
申　込 電 話 インターネット ⇒巻末（P31）参照

バドミントンの実技指導を通して技術向上と健康体力の維持向上を図ります。

受付中～3/7（日）バドミントンで健康体力の維持向上

スキルアップバドミントン
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HPはこちら▶
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大防止のため、マスク着用のうえご来館いただきますようお願いいたします。なお、
掲載事業は内容の変更及び中止する可能性がございます。最新情報はホームページにて随時更新してまいりますのでご確認ください。

 電話・インターネット申込は ▶電話 0120-612-001 または 03-6380-4243　▶インターネット スマイルスポーツ 検 索  P31をご確認の上、お申込みください
（フリーダイヤル） （携帯電話・PHS）

受付中 神経系のトレーニングでバランス感覚を養う

駒沢チャレンジ体操教室［第1期］

コーディネーショントレーニング(神経系の発
達を促すトレーニング)を用いた遊びを通じて
体を鍛え、バランス感覚を養う体操教室です。

OK 子 供

日時・対象 4/6・13・20・27、5/18・25、6/1・8・15・29（全て火曜日/全10回）
 ❶幼児（5・6歳） 15：30～16：10　❷小学1～3年生　16：30～17：20

定　員 ❶❷各20名程度　※定員になり次第締切
参加料 ❶6,620円　❷7,640円／第１期（全10回）
持ち物 動きやすい服装、タオル、飲料、室内用シューズ
申　込 NPO法人MIPスポーツ・プロジェクト

 電 話 03-5809-5735　 FAX 03-5809-5888　 メール mip@mip-sports.com
運営：NPO法人MIPスポーツ・プロジェクト

受付中 走るのが苦手な子供も楽しく成長できる

駒沢ランニングクラブ［第1期］

「運動が苦手」「走るのが嫌い」「もっと速くなりたい！」
そんな子供が、楽しく成長できるように指導します！

日時・対象 4/6・13・20・27、5/18・25、
 6/1・8・15・29（全て火曜日/全10回）
 ❶小学3・4年生　16：30～18：00　
 ❷小学5・6年生　18：00～19：30

定　員 ❶❷各30名程度　※定員になり次第締切　 参加料 10,190円／第1期（全10回）
持ち物 動きやすい服装、タオル、飲料、屋内用・屋外用シューズ、着替え
申　込 NPO法人MIPスポーツ・プロジェクト

 電 話 03-5809-5735　 FAX 03-5809-5888
 メール mip@mip-sports.com
講師： 近野 義人氏（NPO法人MIPスポーツ・プロジェクト） 

※講師は変更になる場合があります
運営：NPO法人MIPスポーツ・プロジェクト

OK 子 供

日　時 5/12・19・26、6/2・9・16・23・30、7/7・14（全て水曜日/全10回）
 16：50～18：30
対象・定員 ❶小学3・4年生　❷小学5・6年生・各30名程度　※定員になり次第締切

参加料 12,220円（全10回）
持ち物 動きやすい服装、飲料、ヘッドガード、着替え
申　込 NPO法人MIPスポーツ・プロジェクト

 電 話 03-5809-5735　 FAX 03-5809-5888
 メール mip@mip-sports.com
運営：NPO法人MIPスポーツ・プロジェクト

ワールドカップで日本中が盛り上
がった、今注目の「ラグビー」を
やってみませんか？ラグビーに興
味があれば初心者でも大歓迎！基
本から試合で役立つラグビースキ
ルを指導します！

受付中 ラグビーを楽しもう！

駒沢ジュニアラグビースクール OK 子 供

駒沢のソサイチリーグは、サッ
カーコート半面・8人制・オフサ
イドなし・交代自由など、サッカー
とフットサルをうまく融合した
ルールで行います。8名以上のチー
ム単位でお申し込みください。

日　時 3/5、5/21・28、6/18・25（全て金曜日）　※3/5は学生の部のみ実施
 ❶学生の部／17：00～19：00
 ❷一般の部／19：00～21：00

対　象 ❶15歳以上の学生(中学生を除く）8名以上で構成されるチーム
 ❷18歳以上8名以上で構成されるチーム

定　員 ❶❷各8チーム　※定員になり次第締切
参加料  ❶各回17,620円/1チーム

 ❷各回22,000円/1チーム
申　込 NPO法人MIPスポーツ・プロジェクト

 電 話 03-5809-5735　 FAX 03-5809-5888
 メール mip@mip-sports.com
運営：NPO法人MIPスポーツ・プロジェクト

受付中 チームで参加して楽しもう！

ソサイチリーグ OK 夜間

日　時 6/19（土）13：30～15：30　 対　象 50歳以上の方
定　員 30名※定員になり次第締切
参加料 1,000円　 持ち物 動きやすい服装、ラケット（お持ちの方）、飲料、タオル、室内用シューズ
申　込 電 話 インターネット ⇒巻末（P31）参照　 問合せ 03-6380-4348

講師：近藤 欽司氏（元株式会社サンリツ卓球部監督・元卓球女子日本代表監督）
運営：一般社団法人東京都卓球連盟

50歳以上の方を対象に卓球の実技講習会を開催します。
初心者でも楽しめる内容です。お気軽にご参加ください！

申込開始日▶4/1（木）〜 初心者でも卓球を楽しめる

シニアのためのスポーツクリニック OK 休 日

バレーボールの楽しさや魅力を親子で体験しませんか？
V.LEAGUE DIVISION1で活躍するサントリーサンバー
ズが、バレーボールを通じて、体を動かす楽しさをお伝
えします。初めてボールを触る方から経験者まで、お気
軽にご参加ください！一緒に楽しみましょう！

日　時 6/5（土）14：00～16：00　 対　象 小学生（男女問わず）と保護者の1組2名
定　員 30組60名　※定員になり次第締切　 参加料 1,000円／1組2名
持ち物 動きやすい服装、飲料、室内用シューズ、健康保険証
申　込 電 話 インターネット ⇒巻末（P31）参照　 問合せ 03-6380-4348

講師：サントリーバレーボール部「サンバーズ」スタッフ他

申込開始日▶4/1（木）〜 楽しく親子でバレー

サントリーサンバーズ親子バレーボール教室 OK 子 供 休 日
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スポーツ教室情報

子供向け
子供が参加できる
教室です。

土日祝開催
土・日・祝日も
開催している教室です。

資格習得
何らかの資格が
習得できる教室です。

参加料無料
参加料が無料の教室です。
※別途教材費が必要な場合があります

初心者ＯＫ
経験のない初心者でも
参加できる教室です。

夜間開催
夜間に開催している
教室です。OK 資 格 子 供 休 日無 料 夜間

9：00〜21：00 ※トレーニングルームは22：00まで（日曜・祝日を除く）

開 館 時 間

▶JR常磐線、東京メトロ千代田線「綾瀬」※駅東口より徒歩５分　※東口にエレベーターあり
〒120-0005　足立区綾瀬3-20-1　TEL：03-5697-2111　FAX：03-5697-2117

▶弓道場： 一般450円/2.5h
 中学生以下190円/2.5h
	 ※弓道場の個人利用には当館発行の認定証が必要です

▶第一・第二武道場： 一般450円/2.5h
 中学生以下190円/2.5h
▶トレーニングルーム：一般450円/2.5h

個人で使用できる施設

▶大武道場：30,000円から
▶第一武道場　▶第二武道場　▶弓道場
▶大研修室　▶和研修室　▶茶室

専用で使用できる施設（事前申込）

東京武道館
TOKYO BUDO-KAN

心・技・体を鍛えて健やかな毎日へ！

※開館時間・休館日は変更となる場合が
　あるため、予めHP等でご確認ください

バリアフリー情報
▼ ▼ ▼

HPはこちら
▼ ▼ ▼

遊
歩
道

東京武道館東京武道館

足立区立
東綾瀬中学校

足立区立
綾瀬小学校

武道館前

綾瀬駅
東京メトロ千

代田線

JR常磐線東口
西口

都道467号線

 3月～6月の休館日

剣道をしてみたい！もっと上達したい小・中学生の皆さん、東京武道館で楽
しく稽古をはじめてみませんか！剣道を通して、心と体を鍛えよう！

初心者から有段者まで、ど
なたでも参加できます。そ
れぞれの目的に応じて柔道
の稽古をしてみませんか。

日　時 3/12・19、4/9・16・23・30、5/14・21、6/4・18・25(全て金曜日)
 17：00～18：30　※年度を通じての開催ですが、途中からの参加もできます
対象・定員 小・中学生・各回20名　 参加料 各回250円

持ち物 飲料、タオル、竹刀、剣道具、剣道着または運動着等、面マスク、シールド、外靴入れ　 
 ※竹刀のない方には貸出しをしております　　

申　込 当日来館

日　時 4/12(月)、5/30(日)、6/28(月）
 17：30～19：30（日曜日）　18：00～20：00（月曜日）
	 ※年度を通じての開催ですが、途中からの参加もできます

対象・定員 15歳以上（中学生を除く）の剣道有段者・各回100名
参加料 各回500円
持ち物 飲料、タオル、竹刀、剣道具、剣道着、面マスク、シールド、外靴入れ
申　込 当日来館

日　時 3/10・17・24、4/7・14・21、5/12・19・26、6/2・9・16・23・30(全て水曜日)
  18：30～20：30
 ※年度を通じての開催ですが、途中からの参加もできます

対象・定員 中学生以上の方・各回30名　 参加料 各回 一般500円、中学生250円
持ち物 飲料、タオル、柔道衣、外靴入れ

 ※柔道をはじめて間もない方で、柔道衣をお持ちでない方には貸出しをしております

申　込 当日来館

剣道で心と体を鍛えよう！

剣道（青少年広域武道稽古）

柔道をしてみたい！もっと上達したい小・中学生の皆さん、東京武道館で楽し
く稽古をはじめてみませんか！柔道を通して、心と体を鍛えよう！ 

日　時 3/10・17・24、4/7・14・21、5/12・19・26、6/2・9・16・23・30(全て水曜日)
  17：00～18：30　※年度を通じての開催ですが、途中からの参加もできます
対象・定員 小・中学生・各回20名　 参加料 各回250円

持ち物 飲料、タオル、柔道衣、外靴入れ
 ※柔道をはじめて間もない方で、柔道衣をお持ちでない方には貸出しをしております

申　込 当日来館

初心者でも安心の柔道教室！

柔道（青少年広域武道稽古）

剣道有段者を対象に、高段者が指導を行い、剣道技術の向上を図ります。

高段者による指導で技術向上

剣道（広域合同稽古） 夜間

OK 子 供 夜間 OK 子 供 夜間

初心者も有段者も誰でも参加できる

柔道（広域合同稽古） OK 夜間

3/15（月）、4/19（月）、5/17（月）、6/21（月）
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大防止のため、マスク着用のうえご来館いただきますようお願いいたします。なお、掲
載事業は内容の変更及び中止する可能性がございます。最新情報はホームページにて随時更新してまいりますのでご確認ください。

 電話・インターネット申込は ▶電話 0120-612-001 または 03-6380-4243　▶インターネット スマイルスポーツ 検 索  P31をご確認の上、お申込みください
（フリーダイヤル） （携帯電話・PHS）

HPはこちら▶

剣道のルーツ、日本古来の直心影流之形
法定と五行之形を学んでみませんか。初
心者の方も是非ご参加ください。

初心者から有段者まで、どなたでも参加できます。それ
ぞれの目的に応じてなぎなたの稽古をしてみませんか。

日　時 3/12・19、4/9・16・23・30、
 5/14・21、6/4・18・25(全て金曜日)
 19：00～20：30　
 ※年度を通じての開催ですが、途中からの参加もできます

対象・定員 15歳以上の方(中学生を除く)・各回10名
参加料 各回500円　 持ち物 飲料、タオル、稽古着または運動着、面マスク、外靴入れ
申　込 当日来館

日　時 ❶3/16、4/6・20・27、
 　5/11・18、6/1・8・15・22・29
 ❷3/9、4/13、5/25(❶、❷ともに全て火曜日) 
 ❶14：00～16：00　❷18：15～20：15
 ※年度を通じての開催ですが、途中からの参加もできます

対象・定員 中学生以上の方・各回30名　 参加料 各回 一般500円、中学生250円
持ち物 飲料、タオル、稽古着または運動着、なぎなた、外靴入れ

	 ※なぎなたのない方には貸出しをしております

申　込 当日来館

目的に応じた稽古を！

なぎなた（広域合同稽古）

剣道のルーツを学べるチャンス

古流剣道形研修会 OK 夜間

弓道の技能向上を目指す方を対象にした
稽古です。初心者の方はまず月初めの回
にご参加ください。

日　時 3/9・16・23・30、4/6・13・20・27、
 5/11・18・25、6/1・8・15・29
 (全て火曜日) 18：15～20：15　※初心者の方は月初めの回にご参加ください
対象・定員 15歳以上の方(中学生を除く)・各回40名　 参加料 各回500円

持ち物 飲料、タオル、弓道衣または運動着、白足袋または白靴下、外靴入れ
申　込 電 話 03-5697-2111（受付時間10：00～19：00）

	 ※事前予約制（毎月20日から、翌月開催分が予約可能です）

初心者から弓道を学べる

弓道（広域合同稽古） OK 夜間

初心者から有段者まで、どなたでも参加
できます。それぞれの目的に応じて合気
道の稽古をしてみませんか。

日　時 4/15、6/10（全て木曜日）
 18：30～20：30　
	 ※年度を通じての開催ですが、途中からの参加もできます

対象・定員 中学生以上の方・各回40名　 参加料 各回 一般500円、中学生250円
持ち物 飲料、タオル、稽古着または運動着、外靴入れ　 申　込 当日来館

初心者から有段者まで誰でも参加できる

合気道（広域合同稽古） OK 夜間

初心者から有段者まで、どなたでも参加できます。それ
ぞれの目的に応じて居合道の稽古をしてみませんか。

日　時  4/8、5/20、6/17(全て木曜日)
 18：30～20：30　
 ※年度を通じての開催ですが、途中からの参加もできます

対象・定員 中学生以上の方・各回60名　 参加料 各回 一般500円、中学生250円
持ち物 飲料、タオル、稽古着または運動着、模擬刀、帯、面マスク、外靴入れ

 ※模擬刀のない方には貸出しをしております

申　込 当日来館

居合道を学びたい方はどなたでもOK

居合道（広域合同稽古） OK 夜間

OK 夜間

初心者から有段者まで、どなたでも参加できます。そ
れぞれの目的に応じて杖道の稽古をしてみませんか。

日　時 3/11、4/22、6/24（全て木曜日）
 18：30～20：30　
 ※年度を通じての開催ですが、途中からの参加もできます

対象・定員 15歳以上の方(中学生を除く)・各回40名　 参加料 各回500円
持ち物 飲料、タオル、稽古着または運動着、杖、面マスク、外靴入れ

	 ※杖のない方には貸出しをしております

申　込 当日来館

みんなで杖道の稽古をしよう！

杖道（広域合同稽古） OK 夜間
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スポーツ教室情報

子供向け
子供が参加できる
教室です。

土日祝開催
土・日・祝日も
開催している教室です。

資格習得
何らかの資格が
習得できる教室です。

参加料無料
参加料が無料の教室です。
※別途教材費が必要な場合があります

初心者ＯＫ
経験のない初心者でも
参加できる教室です。

夜間開催
夜間に開催している
教室です。OK 資 格 子 供 休 日無 料 夜間

日　時 5/4（火・祝）13：30～16：30
対象・定員 50歳以上の方・30名　※定員になり次第締切

参加料 1,000円
持ち物 筆記用具、動きやすい服装、飲料、タオル、外靴入れ
申　込 電 話 インターネット ⇒巻末（P31）参照
問合せ 03-6380-4348

講師：小倉あけみ氏、湯川恵子氏（一般社団法人東京都レクリエーション協会 公認講師）

自分に合った運動やスポーツ・レクリエーションを始めるためには、自分の体
力を把握することが大切です。「レク式体力チェック」では複数の種目を測定
し、その結果から自身の体力を5段階で評価します。体力向上のための運動もご
紹介しますので、ぜひご参加ください。

休 日

申込開始日▶3/1（月）〜 体力チェックで自分の体力を把握

シニアのための健康体力づくりセミナー 休 日OK

もっと障がい者スポーツを知れば、障がい者スポーツがさらに楽しくなるこ
と間違いなし！コーチ、教員、保護者と様々な立場で、パラスポーツと関わっ
てきたパラ水泳の日本代表コーチが、障がい者スポーツの新たな魅力をお教
えします！

日　時 3/20(土・祝) 13：30~15：30
対象・定員 中学生以上の方・24名　※定員になり次第締切

参加料 無料
持ち物 筆記用具、室内用シューズ、外靴入れ
申　込 電 話 インターネット ⇒巻末（P31）参照
問合せ 03-6380-4348

講師：岸本 太一氏（日本身体障がい者水泳連盟技術委員　日本代表コーチ）　

受付中 障がい者スポーツの魅力を知ろう！

障がい者スポーツをもっと知ろう！楽しもう！ OK 休 日

自然とソーシャルディスタンスを保ちつつ楽しめるスポーツ「フラフープ」を
体験！トッププレイヤーのデモンストレーションも実施します。

日　時 5/8（土）14：00～16：00
対象・定員 小学1～6年生・30名　※定員になり次第締切

参加料 500円
持ち物 動きやすい服装、飲料、タオル、外靴入れ、清潔な靴下
申　込 電 話 インターネット ⇒巻末（P31）参照
問合せ 03-6380-4348

運営：一般社団法人日本健康体操普及連盟

申込開始日▶3/1（月）〜 安心・気軽なスポーツ体験

楽しいフラフープ体験 OK 休 日子 供
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止等により、施設を利用できない場合がございますので、最新情報を随時ホームページでご確認をお願いいたします。※新型コロナウイルス感染症拡大防止等により、施設を利用できない場合がございますので、最新情報を随時ホームページでご確認をお願いいたします。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止等により、施設を利用できない場合がございますので、最新情報を随時ホームページでご確認をお願いいたします。※新型コロナウイルス感染症拡大防止等により、施設を利用できない場合がございますので、最新情報を随時ホームページでご確認をお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止等により、施設を利用できない場合がございますので、最新情報を随時ホームページでご確認をお願いいたします。※新型コロナウイルス感染症拡大防止等により、施設を利用できない場合がございますので、最新情報を随時ホームページでご確認をお願いいたします。※新型コロナウイルス感染症拡大防止等により、施設を利用できない場合がございますので、最新情報を随時ホームページでご確認をお願いいたします。
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スポーツ教室情報

子供向け
子供が参加できる
教室です。

土日祝開催
土・日・祝日も
開催している教室です。

資格習得
何らかの資格が
習得できる教室です。

参加料無料
参加料が無料の教室です。
※別途教材費が必要な場合があります

初心者ＯＫ
経験のない初心者でも
参加できる教室です。

夜間開催
夜間に開催している
教室です。OK 資 格 子 供 休 日無 料 夜間

平日・土 8：45〜22：30 ※プール利用は9：00～22：00まで

日・祝 8：45〜21：30 ※プール利用は9：00～21：00まで

開 館 時 間

▶東京メトロ有楽町線「辰巳」※駅（出口2）より徒歩10分　▶東京メトロ有楽町線・JR京葉線・りんかい線「新木場」※駅より徒歩12分
〒135-0053 東京都江東区辰巳2-8-10　TEL：03-5569-5061　FAX：03-5569-5068　　※エレベーターあり

※中学生以下の方が17：00以降にご利用の場合は、保護者の送迎が必要です

▶ メインプール、サブプール、ダイビングプール
 高校生以上600円／1回※

 中学生以下260円／1回※

 ※時間制限はありません

個人使用

▶ メインプール：50m×25m（10レーン）
 1レーン3,200円／2ｈ
▶ サブプール：50m×15m（7レーン）
 1レーン3,200円／2ｈ
▶ ダイビングプール：25m×25m 水深5m　全面12,800円／2ｈ
▶ 会議室：1室2,600円／2ｈ

専用（団体）使用（事前申込）

HPはこちら▶

東京辰巳国際水泳場
TOKYO TATSUMI INTERNATIONAL SWIMMING CENTER

スイマーの聖地で自分らしく泳ぎましょう！

東京辰巳
国際水泳場
東京辰巳
国際水泳場

辰巳中学校

辰巳駅

辰巳の森
海浜公園

辰巳の森
緑道公園

夢の島
競技場

夢の島公園

辰巳
JCT

り
通
目
ツ
三

首都高速湾岸線

東京メトロ　有楽
町線

東京臨
海高速

鉄道 
りんか

い線

新木場駅

り
通
治
明

河
運
曙R

J

線
葉
京

※開館時間・休館日は変更となる場合が
　あるため、予めHP等でご確認ください

3/8(月)・31(水)

4月〜9月下旬（見込み)

 3月～6月の休館日

日時・対象 月曜日（月2回）、火～金曜日（月3回）　
 ❶幼児（未就学児）3～6歳 15：20～16：20
 ❷小・中学生 初級 16：20～17：20
 ❸小・中学生 中・上級 17：20～18：20　※定員になり次第締切

定　員 ❶50名 ❷100名 ❸100名　 参加料 5,040円/月（月曜コースは3,360円/月）
持ち物 水着、スイムキャップ、ゴーグル（水慣れクラスは使用しません）、タオル
申　込 インターネット ⇒P17下部参照

教室休講期間　2021年4月〜9月下旬（見込み）

こども水泳スクール OK 子 供

幼児・小・中学生を対象と
した水泳教室です。泳力レ
ベルに合わせて指導しま
す。また、水泳をすること
で成長期における心身の発
育・発達を促します。

日　時 火・金曜日(週2回）/月6回 17：20～18：30
対象・定員 4泳法をマスターしている小・中学生・30名
	 ※学年により教室参加のための基準タイムがあります
	 ※大会参加必要有　※定員になり次第締切

参加料 6,720円/月　 持ち物 水着、スイムキャップ、ゴーグル、タオル
申　込 インターネット ⇒P17下部参照

4泳法をマスターしているお子様を対象とした教室です。泳ぎの上達とタイム
の向上を目指します。

教室休講期間　2021年4月〜9月下旬（見込み）

上級ジュニアスイミングスクール 子 供 夜間

日　時 火曜日（月2回） 13：45～15：00
対象・定員 18歳以上の女性・30名　※定員になり次第締切

参加料 3,150円/月　 持ち物 動きやすい服装、タオル
申　込 インターネット ⇒P17下部参照

教室休講期間　2021年4月〜9月下旬（見込み）

フラダンススクール OK

女性を対象としたスクールです。フラダンスに興味がある！始めてみたい！楽
しみたい！上手になりたい！親切・丁寧に楽しくレッスンします。

日　時 木曜日(月3回）	※月曜日実施の場合も有
 Aコース　9：30～10：30　Bコース　11：00～12：00

対象・定員 生後6カ月～4歳未満のお子様と保護者・各140組（280名）　※定員になり次第締切
参加料 5,040円/月　 持ち物 水着、スイムキャップ(親子分)、水遊び用おむつ、タオル
申　込 インターネット ⇒P17下部参照

教室休講期間　2021年4月〜9月下旬（見込み）

ベビースイミングスクール OK 子 供

親子でスキンシップを図りながら行います。水の特性が赤ちゃんの脳や様々
な感覚を刺激し、心身の発育・発達を促します。
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インターネット申込は ▶ URL https://www.tef.or.jp/ttisc/ 東京辰巳国際水泳場 検 索  または、 スマイルスポーツ 検 索  

HPはこちら▶
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大防止のため、マスク着用のうえご来館いただきますようお願いいたします。なお、掲
載事業は内容の変更及び中止する可能性がございます。最新情報はホームページにて随時更新してまいりますのでご確認ください。

日　時 水曜日（月3回） 11：10～11：50
対象・定員 1歳以上2歳未満で歩行ができるお子様と保護者・20組40名
	 ※定員になり次第締切

参加料 5,040円/月
持ち物 動きやすい服装、タオル　 申　込 インターネット ⇒P17下部参照

教室休講期間　2021年4月〜9月下旬（見込み）

ベビー体育スクール OK 子 供

親子のスキンシッププログラムを中心に、身体
を動かす楽しさを身につけます。

日　時 水曜日（月3回） 14：10～15：00
対象・定員 2～3歳のお子様・20名 ※定員になり次第締切

参加料 5,040円/月　 持ち物 動きやすい服装、タオル
申　込 インターネット ⇒P17下部参照

教室休講期間　2021年4月〜9月下旬（見込み）

リトル体育スクール OK 子 供

楽しく運動感覚を身につけるコースです。
基礎運動能力や心身の発育・発達を目指し
ます。

日時・対象 木曜日（月3回）
 ❶幼児（未就学児） 4～6歳 15：20～16：20
 ❷小学1～3年生 16：20～17：20
 ❸小学4年生～中学生 17：20～18：20

定　員 ❶❷❸各20名　※定員になり次第締切
参加料 5,040円/月　 持ち物 動きやすい服装、タオル、室内用シューズ
申　込 インターネット ⇒P17下部参照

教室休講期間　2021年4月〜9月下旬（見込み）

キッズダンススクール OK 子 供

幼児・小・中学生を対象としたダンス教室
です。音楽とふれあい踊ることで、ダンス
の基礎的な能力「リズム感」「柔軟性」「体力」
を身につけます。

日時・対象 火・水・金曜日（月3回を選択）
 ❶幼児（未就学児） 4～6歳 15：30～16：30
 ❷小学1～3年生 16：30～17：30
 ❸小学4年生～中学生 17：30～18：30

定　員 ❶30名 ❷50名 ❸50名　※定員になり次第締切
参加料 5,040円/月　 持ち物 動きやすい服装、タオル
申　込 インターネット ⇒P17下部参照

教室休講期間　2021年4月〜9月下旬（見込み）

こども体育スクール OK 子 供

幼児・小・中学生を対象とした体育教室です。
マット、跳箱、鉄棒を基本に、ボール運動や様々
なスポーツに親しむことで総合的な運動能力
を養います。

水泳場だけど水着はきません！気軽に体を動かそう！

体、動かす習慣はじめましょう
in 東京辰巳国際水泳場トレーニングルーム

トレーニングルームで実施する簡単運動レッスンです。参加費は無料。
どなたでもご参加いただけます。一度水泳場に足をお運びください!!

 【持ち物】運動できる服装、タオル、飲み物
 【申込方法】水泳場ホームページ・電話にて受付中（定員になり次第締切）。
	 ※状況により、変更および休止になる場合があります。

①ストレッチ＆軽体操
ストレッチを中心に、
体を動かしていきます。

【開催日】3/11（木）
【時間】11：30～12：00
【定員】10名

気軽に運動したい方

東京辰巳国際水泳場 東京都江東区辰巳2-8-10
電話：03-5569-5061 ※詳しくは、水泳場ホームページをご確認ください。

 東京辰巳国際水泳場 検索

②気軽に体引締め運動
引締め効果を狙った、
簡単な運動をします

【開催日】3/9（火）・19（金）
【時間】11：30～12：00
【定員】10名

代謝アップ＆効率よく運動したい方
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子供向け
子供が参加できる
教室です。

土日祝開催
土・日・祝日も
開催している教室です。

資格習得
何らかの資格が
習得できる教室です。

参加料無料
参加料が無料の教室です。
※別途教材費が必要な場合があります

初心者ＯＫ
経験のない初心者でも
参加できる教室です。

夜間開催
夜間に開催している
教室です。OK 資 格 子 供 休 日無 料 夜間

 電話・インターネット申込は ▶電話 0120-612-001 または 03-6380-4243　▶インターネット スマイルスポーツ 検 索  P31をご確認の上、お申込みください
（フリーダイヤル） （携帯電話・PHS）

HPはこちら▶

スポーツ教室情報

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大防止のため、マスク着用のうえご来場いただきますようお願いいたします。なお、掲
載事業は内容の変更及び中止する可能性がございます。最新情報はホームページにて随時更新してまいりますのでご確認ください。

あなたの楽しみ　きっとみつかる　地域スポーツクラブ

東京都広域スポーツセンターは、地域において子供から大人まで、年齢や性別及びスポーツ技能に関係なく様々なスポーツに参加できる地域スポーツクラブ
の育成を支援しています。

URL：https://kouiki-sports-tokyo.jp/東京都地域スポーツクラブサポートネット
TEL：03-6380-4106　FAX：03-5413-6926　E-mail：info@kouiki-sports-tokyo.jpお問い合わせ

※サポートネットでは、東京都広域スポーツセンターが開催する地域スポーツクラブの活動を支える運営スタッフや指導者を養成するための講習会（人材養成・指導者研修事業）のご案内をしています

東京都広域スポーツセンター
TOKYO WIDE AREA SPORTS CENTER

HPはこちら▶

日　時 5/12（水） 18:30~20:30
対　象 地域スポーツクラブ関係者、スポーツ推進委員、行政担当者、興味のある方
定　員 会場20名/オンライン50名　※定員になり次第締切　 参加料 無料
会　場 主婦会館プラザエフ　会議室8Fスイセン（JR中央・総武線「四ツ谷」駅

 麹町口より徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷」駅1番出口より徒歩3分）
持ち物 筆記用具　 申　込 電 話 インターネット ⇒巻末（P31）参照

講師：森 玲子氏（東京ボランティア・市民活動センター 相談担当専門員（社会福祉士））

日　時 6/2（水） 18:30~20:30
対　象 地域スポーツクラブ関係者、スポーツ推進委員、行政担当者、興味のある方
定　員 会場20名/オンライン50名　※定員になり次第締切　 参加料 無料
会　場 主婦会館プラザエフ　会議室8Fスイセン（JR中央・総武線「四ツ谷」駅

 麹町口より徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷」駅1番出口より徒歩3分）
持ち物 筆記用具　 申　込 電 話 インターネット ⇒巻末（P31）参照

講師：岡星 竜美氏（目白大学メディア学部特任教授（イベント学））

申込開始日▶3/15（月）〜 今できる活動のヒントを探る

令和３年度第１回地域スポーツクラブマネジメントセミナー

新型コロナの中での活動について

申込開始日▶4/5（月）〜 イベントの企画＆実施のポイント！

令和３年度第２回地域スポーツクラブマネジメントセミナー

スポーツイベントづくりの基礎
オンラインだけじゃない！新型コロナウイルスの影響
が長期化する中、団体が直面している課題や継続のため
の工夫、新たな取り組みの事例を紹介しながら、今でき
る活動のヒントを探ります。　※オンラインでも受講できます

新型コロナウイルスの影響でイベント実施環境は変化
しましたが、イベントづくりの基礎は変わりません。今
だからこそ、イベントの企画から実施まで、押さえるべ
きポイントを再確認します。　※オンラインでも受講できます

それなら！！

地域スポーツクラブに参加しませんか？

身近な地域でスポーツができないかなあ？

地域の身近な場所で
スポーツが楽しめる！

子どもからお年寄りまで
誰でも参加できる！

いろんなスポーツや
文化活動ができる！

都内には146(令和3年1月現在)の
地域スポーツクラブがあるよ！

あなたのまちの地域スポーツクラブを

探してみよう！！

詳しくは・・・
東京都広域スポーツセンター公式HP

「サポートネット」
https://kouiki-sports-tokyo.jp

地域のみんなで運営するから
輪が広がる！

日　時 7/4(日) 14：00～17：00　
会　場 主婦会館プラザエフ　会議室7Fカトレア（JR中央・総武線「四ツ谷」駅麹町口より徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷」駅1番出口より徒歩3分）

対象・定員 地域スポーツクラブ関係者、スポーツ推進委員、行政担当者、興味のある方・会場30名/オンライン50名　※定員になり次第締切

参加料 無料　 持ち物 筆記用具　 申　込 電 話 インターネット ⇒巻末（P31）参照

パラスポーツやスポーツボランティアの魅力や実践の具体を知ることで、共生社会の実現に向けた理解を深めます。
※日本スポーツ協会公認スポーツ指導者更新研修認定事業です　※オンラインでも受講できます（更新研修として受講する場合は現地受講のみとなります）

【講師】松尾 哲矢氏（立教大学コミュニティ福祉学部　大学院コミュニティ福祉学研究科　教授）
【パネリスト】堀池 桃代氏（2016リオデジャネイロ大会ボランティア）
 大日方 邦子氏（一般社団法人日本パラリンピアンズ協会会長/冬季パラリンピック　アルペンスキー金メダリスト）
 戸沼　智貴氏（麻生スマイルクラブ　運営統括担当）

地域の学校や体育施設が拠点 一つの種目だけじゃない

世代やレベルの壁がない みんなでクラブを創っていく

申込開始日▶5/10（月）〜 共生社会実現への理解を深める

令和３年度地域スポーツクラブシンポジウム

地域におけるパラスポーツ・ボランティア入門　〜共生社会を実現するために〜

OK 夜間無 料 OK 夜間無 料

OK 無 料
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一般社団法人オール水元スポーツクラブ
2021.1.18 in 水元学び交流館レクリエーションホール「リフレッシュ健康体操」

クラブプロフィール
〔設立〕2010年
〔事務局〕東京都葛飾区水元1-23-1 
水元総合スポーツセンター体育館1F

〔活動場所〕水元総合スポーツセンター体
育館、水元学び交流館など

〔活動種目〕24種目（リフレッシュ健康体
操、健康吹き矢、スポーツ（健康）ダーツ、バ
ドミントン、バウンドテニス、ラケットテニ
ス、スナッグゴルフ、マクラメ編み教室、茶
道・お点前教室、練功教室、押し花教室など）

〔特徴〕
⃝文化系の教室が豊富
⃝夏休みの二大イベント

（ジュニア硬式テニス＆ランニングスクール）
⃝会員以外も参加可能なプログラムあり

〔連絡先〕
URL: https://www.all-mizumoto-sc.jp/
E-mail:all-mizumoto_2010@major.ocn.ne.jp

クラちゃんチッキー

設立当時から続くリフレッシュ健康
体操は一番人気のプログラム。コロナ
対策で2部に分けておこなわれている

　オール水元スポーツクラブは、水元地区、南水
元地区、東水元地区、西水元地区と分かれている
地域が一体となって取り組むスポーツクラブという
ことから、「オール水元」と命名し、2010年に設立
されました。
“オール”の名の通り、一体感がクラブの特徴で、
植草久利副理事長は、「会員の皆さんで育てていく
クラブ」と語ります。現在、オリジナルプログラム
はスポーツ系、文化系合わせて24種目。中には練
功教室、茶道・お点前教室、スポーツ太鼓など、珍
しい種目もありますが、これらはすべて会員さんの
要望から誕生したものです。

「ウチのクラブは会員さんが自分たちで育てていく

という意識があるので、いろいろな意見が出てき
ます。こういう教室をやりたいという要望があって、
指導者も会員さんに紹介してもらったりして、どん
どん新しいプログラムが増えていきました」
　現在は会員数の増加に向け、会員以外の方でも
参加できる参加型プログラムも数多く用意。また、
会員数が増えづらい子育て世代や、働き盛り世代を
ターゲットにしたジャズダンス、パワーヨガといっ
た強度の高い種目も充実しています。
　オール水元スポーツクラブは、スポーツを通じ
た「健康づくり、仲間づくり、活力づくり」を理念
に、会員みんなの力で、誰もが身近な場所でスポー
ツに親しむ環境づくりを目指していきます。

オール水元スポーツクラブでは会員全員が参加できるオリ
ジナルプログラムの他に、プログラムごとに参加料が設定
されているアドバンスプログラムがあります。そのなかで
人気が高いのがトランポリンスクール。年に一度、足立区や
江戸川区の地域スポーツクラブからも参加者を募ったユニ
バーサル交流大会を開催しています。また、オリジナルプロ
グラムではリフレッシュ健康体操と同様に人気が高いのが
スポーツ吹き矢。参加者が多いため2部制となっています。

アドバンスプログラムで人気のトランポリン

◀▼多くの高齢者の方たちが
参加し、元気いっぱいに体を
動かしていた

▲「新しい会員を増やすた
めの新しいプログラムを
つくっていきたい」と語る
植草久利副理事長兼事務
局長

▲スポーツ吹き矢はコロナ対策
を万全にしながら実施

▼子供から大人まで多くの参加者
が集まるトランポリンスクール
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チッキークラちゃん のご紹介

プロフィール

チッキーとクラちゃんの活動

チッキー クラちゃん

東京都スポーツ文化事業団・東京都広域スポーツセンターの公式マスコットキャラクターをご存じですか？！その名
も、チッキーとクラちゃん！「地域スポーツクラブ」が名前の由来で、東京都内の地域スポーツクラブを応援するスポー
ツ大好きペンギン兄妹です。

⃝チャームポイント
　スポーティな？ジャージの様なサイドの２ライン
⃝特技
　スポーツ（のはず？）
⃝好きな物
　�楽しくスポーツした後のかき氷
　最近の悩みはぽっこりしたお腹。運動不足気味…
　目標は昔の体型を取り戻す！

⃝チャームポイント
　かわいいリボンとサイドの２ライン
⃝特技
　スポーツと、スポーツする人の応援
⃝好きな物
　楽しくスポーツした後のアロマバス
　最近の悩みはお兄ちゃんのぽっこりしたお腹
　目標はお兄ちゃんのお腹をすっきりさせること！

〇ゆるキャラ®グランプリに出場　
チッキーとクラちゃんは、ゆるキャラ®グランプリ2020に出場しました！

〇広報活動
東京都広域スポーツセンター主催事業にも遊びに来てくれます。
昨年度開催の交流大運動会ではリレーの第一走者に初挑戦。	
速かったのは…妹のクラちゃんでした！

また皆に会える日を楽しみにしているよ！
感染防止対策、頑張ろう！

東京都広域スポーツセンター公式HP、Twitter、facebookにも登場しています。
都内の地域スポーツクラブに関する情報や、各種事業・イベント等を紹介していますので、是非チェックしてみてください！

公式HP「サポートネット」
https://kouiki-sports-Tokyo.jp

公式Twitter
東京都広域スポーツセンター
@support_net

公式facebook
東京広域

ペンギンの女の子、チッキーの妹です

ペンギンの男の子、クラちゃんのお兄ちゃんです

ゆるキャラ®グランプリ2020投票結果発表!!★応援ありがとうございました★

歴代最高順位で有終の美　202位 みなさま、たくさんの投票ありがとうございました。
これからもチッキー＆クラちゃんをよろしくお願いいたします！
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ホットパック
お助けグッズ

温め効果が期待できるホットパックは、
電子レンジで温めて繰り返し使えま
す。血行不良が肩こりにつながるので、
ホットパック（ない場合は、温めたタ
オルでもOK）で肩周りを温めてから
ダイアゴナルショルダーを行うと、よ
り高い運動効果が期待できます。

こちらに紹介した商品を1名様にプレゼントいたします。
応募方法はP30をご参照ください。プレゼント

［ デスクワークでの肩こりを「ダイアゴナルショルダー」で解消 ］

2

4

1

3

デスクワークはどうしても肩がこります。そんな時はこの「ダイ
アゴナルショルダー」がオススメ。背筋を伸ばして座り、息を吸
いながら斜めに腕を上げて、息を吐きながら対角線に腕を下ろし
ます。腕を上げた時には広背筋（背中から腰、腕へと繋がってい
る大きな筋肉）、下ろす時には三角筋（肩を覆う筋肉）をストレッ
チできます。肩は斜めの位置が一番安定するので、負担もかかり
ません。対角線を使った回旋運動をすることで、肩こり解消につ
ながります。回数の目安は左右それぞれ4回ずつ。筋トレ効果を
高めたい場合は、500mlのペットボトルを持って、ゆっくり行う
ようにしましょう。

監修・澤木一貴（パーソナルトレーナー・SAWAKI GYM代表・NESTA JAPAN理事）

イラスト・丸口洋平

スポーツは自分には無理だと思っていませんか？スポーツというとテレビで観るアスリートを思い浮かべたり、学生
の部活をイメージしたり。しかし、スポーツはアスリートだけのものではありません。散歩や階段昇降などの運動も
スポーツと呼んでいいのです！ 日常生活のちょっとした時間に簡単にできる運動をご紹介します。今回はデスクワー
クからくる肩こり解消にぴったりの運動です。

わたし流スポライフ

ダイアゴナルショルダー
背筋は真っすぐにする

こ
こ
に
効
く

こ
こ
に
効
く

息を吸いながら
真上ではなく
斜めに上げる

腕を下ろす時に
息を吐く 繰り返す

手の平が下に
向くように下ろす

手
の
平
を
上
に
向
け
て

斜
め
に
上
げ
る

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル（
5
0
0
ml
）を

使
う
と
筋
ト
レ
効
果
ア
ッ
プ

上
げ
た
腕
を

対
角
線
に
下
ろ
す

デスクワークは
肩がこるなぁ
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全競技の中でもっとも早く東京 2020 オリンピックへの出場内定を勝ち取ったのが、シンク
ロナイズドダイビング 3m 飛板飛込の寺内健選手と坂井丞選手。2 人は 12 歳の年齢差があ
りながらも、息ぴったりの演技を披露する相性抜群のコンビ。過去、お互いに個人でオリンピッ
クに出場した経験を持つ寺内選手と坂井選手に、2 人で挑むオリンピックへの思いを聞いた。

――お二人は12歳の年齢差がありますが、コ
ンビを組む以前から親交があったそうですね。
坂井　自分の両親が飛込のコーチをやってい
て、小さい時から試合会場に連れていっても
らっていました。健くんはすでにトップ選手
として活躍していて、会場で会えば優しく接
してくれたというのが最初の記憶です。
――「健くん」という呼び方なのですね。
坂井　はい。健くんには本当に小さい頃から
お世話になっていて、幼稚園の時には体操教
室で教わっていたこともあります。その当時
は「健ちゃん」と呼んでいたのですが、大人
になって「健くん」に成長しました（笑）。
寺内　僕は、「丞」と呼んでいます。
――初めて出会った時が幼稚園児だった坂井
選手と、のちにシンクロを組むことになると
は想像できませんよね。
寺内　まったく想像もしていませんでした。
ご両親が飛込をやっていたから、丞もいずれ
は競技をやるんだろうなとは思っていました。
ただ、12歳も年が離れているので、彼が成
人した時に、自分が競技を続けていることが
想像できませんでした。

――そんなお二人が初めてシンクロを組んだ
のは 2015 年のプエルトリコでの国際大会
でした。当時のことは覚えていますか？
寺内　鮮明に覚えています。そもそも自分た
ちは「シンクロをやろう」と決めて組んだわ
けではないんです。その大会には個々で出場
していて、個人戦が終わった後に現地の関係
者の方から「やってみたら？」と提案されま
した。そこで「やってみようかな」くらいの
ノリで出場したのです。
坂井　僕も鮮明に覚えていますね。どちらか
というと、組みたくないなという気持ちだっ
た記憶があります（笑）。
寺内　お互いに個人で大会に出場していたの
が、急にシンクロをやることになって、なん
か変な感じだなという印象でしたね。
――その大会でいきなり優勝を果たしました。
優勝した時はどんな気持ちでしたか？
坂井　お互いにシンクロは初めてだから、合
わないだろうと思って練習をしたら「あれ？	
意外と合うぞ」という感じはありました。で
も、これくらいで勝てるとは思っていなかっ
たので、気負わずにリラックスした状態で臨

めたのかもしれません。
寺内　無欲に近い感じだよね。僕らはシンク
ロをやったことがないし、お互いに「最初の
号令だけ合わせて全力で飛ぼう」みたいな感
じだったと思います。
――最初はノリだったものが、本気に変わる
ターニングポイントとなった出来事は？
坂井　2016年リオデジャネイロオリンピック
の予選会ですね。やはり個人に重きを置いて
いたので、シンクロは「いけたらいいな」くら
いの気持ちでした。結果、あと少しのところ
でオリンピックには届かなくて、本気度が足り
なかったと感じました。そういう悔しい思いを
したことが、スイッチになったと思います。
寺内　オリンピック本番は 8組しか出られ
ないので、国際大会でランキング 8位に入
る必要があります。僕らは予選会では 9位
でした。意外にいいところまでいけたと思う
反面、あと一歩でオリンピックにいけなかっ
た悔しさ。この悔しさがあって、「やってや
ろう」という気持ちが一致したと思います。
――お二人は個人でオリンピックに出場して
いますが、シンクロの難しさや面白さはどの

※取材は2021年1月26日にオンラインで行いました22



スマイルスポーツ公式チャンネルにて、
寺内健選手と坂井丞選手の素顔がわかる
Q&Aインタビューと、
読者の皆さまへのメッセージを配信中！

Ⓒスイミングマガジン

飛込競技は、3ｍの飛板を使い反発力を利用し
て演技を行う「飛板飛込」と、高さ10ｍの台か
ら飛び込む「高飛込」の2種類がある。回転の
型（伸型、蝦型（えびがた）、抱型）の3種類を
組み合わせた演技の美しさや入水時の水しぶき
の少なさなどで採点して順位を競う。シンクロ
ナイズドダイビングは、2人が同時に演技を行
うので、その同調（シンクロ）性も採点される。

シンクロナイズドダイビング
3m飛板飛込とは？

ようなところだと感じていますか？
坂井　自分たちは個人の力を 100 パーセン
ト出して、それを合わせるというやり方をし
ていることもあって、あまり難しさを感じた
ことはないです。普段のトレーニングは一緒
ではないので、久しぶりに一緒にやる時は「合
うかな？」とか、考えることもあります。そ
れがいざ飛板の上に立ってやってみると、何
も考えなくても自然と合うんです。そういう
意味で、久しぶりに会う時は楽しみという気
持ちもあります。
寺内　試合ではモチベーションを上げて、緊
張感の中でも、いいパフォーマンスができる
ようにします。ただ、シンクロは相手がいる
ことなので、自分だけが前にいく、あるいは
相手だけが前にいくのではなくて、パフォー
マンスを調整していくことも大事。それが面
白さであり、難しさなのかなと思います。
――自分のパフォーマンスと相手のパフォー
マンスを合わせるわけですね。
寺内　そうです。加えて個人的なことを言う
と、僕は個人の時はものすごく多くのルー
ティンがあります。でもシンクロはコミュニ
ケーションが必要なので、それを崩していか
ないといけません。いつもやっていたルー
ティンをやらないと、「失敗するんじゃない
か」、「大丈夫だろうか」と、いろいろ考えて
しまうこともあります。
坂井　健くんは普段は部屋でも移動のバスで
もずっと喋っているのですが、試合前になる
と一切喋らないし、誰とも目を合わせません。
シンクロを始めた頃も個人の時と同じで、板
の上で初めて目を合わせるみたいな感じでし
た。でも最近はそれを崩してくださって、い
ろいろ話してくれています。
――年齢差が 12歳と離れています。そのメ
リットやデメリットはありますか？
寺内　丞がどう感じているかはわかりません
が、昔からの顔なじみであり、今はパートナー
であり、変な気を遣うことはないです。彼は
脂が乗り切っている年齢で、技術的にもしっ
かりパフォーマンスができているので、自分
はもっとストイックにやって、そのパフォー
マンスに近づけていかないといけないという
気持ちがあります。
坂井　自分はまったく年齢差は感じていませ
ん。体力的にはむしろ健くんのほうが上なの
で、年齢差があってちょうどいいくらいかも
しれません（笑）。

寺内　あとは言いたいことを言っても、圧力
にならないように気をつけているくらいです。
坂井　自分はもともと言いたいことを言うタ
イプなので、それを全部受け止めてくれるの
が、年齢差があることのいい部分なのかなと
思います。
――これまでに一緒に出場した大会で、特に
印象に残っている大会はありますか？
坂井　東京 2020 オリンピックの出場権を
獲った、2019年の世界選手権は思い出深い
ですね。「オリンピックの出場権を獲りにいき
ましょう」と言って臨んで、気持ちが入って
いた試合という意味でも印象に残っています。
寺内　僕も同じですね。2人で一緒に頑張っ
て、2人で同じプレッシャーを感じながら挑
んで、その時に望んでいた結果を出せたこと
は、ここ 10年、15年の間には味わったこと	
のない感動がありました。自分一人ではこの
感動はなかったと思います。
――寺内選手は今度が 6度目のオリンピッ
クです。これまでとは違う感覚ですか？
寺内　違いますね。オリンピックの舞台で、
2人でシンクロを戦うことを想像したら、ワ
クワクというよりも、どんな緊張感なのかと
いう不安があります。個人では緊張しても自
分の責任の中でパフォーマンスができるのに
対して、シンクロは自分が失敗したら相手に
も迷惑がかかる。ただ、それを考えていたら
いいパフォーマンスはできないし、難しい気
持ちで臨むことになるのかなと考えると、も
のすごく緊張することがあります。
坂井　自分は逆の考えです。シンクロをやっ
ている時は個人の時よりも安心して試合に臨
めているので、心配な気持ちはありません。
個人で朝から一人で練習して試合に臨む時の
ほうが、いろいろ考えることが多くなってし
まうので、健くんと一緒のシンクロのほうが
安心感がありますね。
――それでは最後に東京 2020 オリンピッ
クへの思いを聞かせてください。
坂井　今はオリンピックが開催されるかどう
かという中で、日々の練習を本当にやってい
ていいのかなという気持ちもあります。何よ
りも人命を第一優先に、みんなが安心できる、
万全な状況で開催されるとしたら、オリン
ピックに向けて人生をかけてやっていますの
で、最大限の準備をして、メダルを目指して
いきたいです。
寺内　僕も気持ちは丞と同じです。世界がこ

ういう状況ですから、絶対にオリンピックが優
先されるべきだとは思っていません。ただ、安
全が確保されて開催された暁には、メダルを
獲るという目標に向かってやっていきます。海
外の選手たちが日本にやってきて、激闘を繰
り広げると思いますが、オリンピック自体が平
和の祭典なので、そうした激闘を通してコロナ
禍で大変な思いをした人たちに向けて、何か
メッセージを発信できたらと思っています。

さかい・しょう
1992年8月22日生、神奈
川県出身。両親とも飛込選
手で早くから競技を始め
る。高校3年生のインター
ハイでは3ｍ飛板飛込、10
ｍ高飛込で二冠を達成。
2009年から世界選手権
に6大会連続で出場し、16
年のリオデジャネイロオ
リンピックにも出場を果
たした。ミキハウス所属。

てらうち・けん
1980年8月7日生、兵庫県出身。
中学2年生の日本選手権で史
上最年少優勝を果たすと、96
年アトランタ、00年シドニー、
04年 ア テ ネ、08年 北 京、16
年リオデジャネイロとオリン
ピック5大会に出場。6度目の
オリンピックとなる東京2020
大会はシンクロナイズドダイ
ビング3m飛板飛込に加え、個
人3ｍ飛板飛込での出場も内
定している。ミキハウス所属。
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2020発、未来行き。

FUTURE ATHLETE

※取材は2021年1月27日にオンラインで行いました

Ayaka Furue 

古江彩佳
ゴルフ

何
か
す
ご
い
こ
と
を

成
し
遂
げ
た
い

2019年10月、「富士通レディース」にて史上7人目のアマチュア優勝を果たした古江彩佳選手。
プロデビュー後も順調に勝利を重ね、将来を嘱望される選手が揃う“ミレニアム世代”の中でも
トップランナーとして注目を集めている。
東京2020オリンピック出場も期待される古江彩佳選手に、これまでの歩みとこれからの目標を聞いた。
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在の女子プロゴルフ界は、ヒロイン候補で溢れている。
1998 年生まれ（99 年早生まれ）の “ 黄金世代 ” は、日

本人 2人目となる海外メジャーツアー制覇を成し遂げた渋野日向
子選手を筆頭に、プロ通算 8勝の畑岡奈紗選手、史上最年少優勝記
録を持つ勝みなみ選手ら逸材が揃う。そして “黄金世代 ” の 2つ下、
2000年生まれの “ミレニアム世代 ”にも若き才能が集っている。
　この “ミレニアム世代 ”のトップランナーとして注目を集めている
のが、古江彩佳選手だ。彼女の名前が一躍知れ渡るきっかけとなった
のが、2019 年の「富士通レディース」。最終プロテストを控え、ア
マチュアとして臨んだ大会で、17アンダーの好成績で史上 7人目と
なるアマチュア優勝を果たしたのだ。
「自分でゴルフをやっている記憶がある時には、もう “ 楽しい ” とい
う感覚ではありませんでした。これが私の生きる道。ゴルフしかない
と思っていました」
　こう語る古江選手がゴルフを始めたのは 3歳の時。物心がつく前
からクラブを振り始め、ゴルフとともに人生を歩んできた。着実な成
長曲線を描き、これまでに大きな挫折を感じたことはない。
「最初はジュニアの試合で兵庫県、関西で勝ったり全国で勝ったりし
て、ナショナルチームにも入って、徐々にステップアップできたのが
良かったと思います。また、ジュニア時代から近い存在だった黄金世
代の方たちや、同い年の選手たちと切磋琢磨できたことも、成長につ
ながっていると思います。私たちが高校 1年生の時に黄金世代の方
たちが 3年生で、早く追いつきたい、一緒に大会に出たいと思って
いました。目標になる先輩たちがいたことが強くなれた理由の一つだ
と思いますし、同い年には負けられないと思えたこともすごく良かっ
たと思っています」
“黄金世代 ”	“ ミレニアム世代 ” と切磋琢磨する中で成長した古江選
手は、前述の通りアマチュアでツアー制覇を果たし、最終テストが免
除となりプロに昇格した。
　しかし、プロとしての一歩を踏み出した直後の昨年は、コロナ禍の
影響でツアー開幕が大幅に遅れた。プレーができない不安やもどかし
さはあったものの、この期間にゴルフができることのありがたさを改
めて実感したという。
「今はゴルフができることを本当に幸せに感じています。コロナで試
合ができない時期があったので、ツアー 1戦目が始まった時は、嬉
しさを身に染みて感じました」
　開幕が遅れた 2020 年のツアー 6戦目となる「デサントレディー
ス東海クラシック」で、東浩子選手とのプレーオフを制して待望のプ
ロ初優勝を果たす。アマチュア時代の優勝とは一味違う喜びと安堵感
があった。
「アマチュア時代はすべてプロになる過程なので、気楽にプレーでき
ている部分もありました。今、私にとってゴルフは仕事なので、上位
で活躍しないと注目もされませんし、次の年も戦うためにも 1勝が
大事だったので、その面では安心できたかなと思います」
この大会は3日間ノーボギーと安定感が光った。大崩れしないプレー
はアプローチ技術の向上が大きい。これは大会ができない期間に磨い
てきた練習の成果だった。
「コロナ禍で大会ができない時にアプローチの練習をたくさんしてき
ました。この期間に不得意な部分を多く練習できたことで、ボギーを

たたかないことにつながったと思います」
　この優勝で勢いに乗った古江選手は、その後の「伊藤園レディスゴ
ルフトーナメント」、「大王製紙エリエールレディスオープン」でも優
勝。一時は世界ランキング 14位まで上昇し、東京 2020オリンピッ
クへの出場も視野に入ってきた。
「確かに近い位置にはいると思います。でもオリンピックを狙ってや
るというよりは、一つひとつの試合を頑張っていった結果として、オ
リンピック出場というご褒美があればいいのかなと思っています。先
のことはわかりませんが、自分がやっているスポーツでメダルを獲れ
たらかっこいいですよね」
　古江選手は優勝がかかるような場面でも、いつも笑顔でプレーして
いる姿が印象的だ。大好きなゴルフを心の底から楽しんでいることが
伝わってくる。
「ゴルフが人生みたいな感じですし、それを仕事にできて本当に幸せ
者だと思います」
　そう笑う古江選手が幸せの先に目指すものは何なのか？この先の目
標を問うと、真剣な表情でこう語った。
「ずっと口にしている賞金女王という目標もありますが、何か記録を
達成できたらと思っています。不動裕理さんの 6年連続賞金女王が
すごいと思って賞金女王を目指したいと思ったので、試合を重ねてい
く中で、私も目標とされるような、何かすごいことを成し遂げられた
らと思います」
　アマチュア優勝に始まり、次々と結果を残していくニューヒロイン
のまだ見ぬ偉業への挑戦。古江選手が目指すべき記録を達成した時、
その記録はとびきりの笑顔とともに、人々の記憶に刻まれるものに
なっていくに違いない。

現

スマイルスポーツ公式チャンネルにて
古江彩佳選手の素顔が分かる Q&A インタビューと
読者の皆さまへのメッセージを配信中！

ふるえ・あやか　2000年5月27日生、兵庫県出身。小学校、中学校時代から数々の大会で優勝を飾り、
2019年アマチュアとして出場したJLPGAツアー「富士通レディース」で史上7人目のアマチュア優勝。これ
によりプロテストが免除となりプロに昇格。2020年、「デサントレディース東海クラシック」でプロ初優勝を
飾ると、「伊藤園レディスゴルフトーナメント」、「大王製紙エリエールレディスオープン」でも優勝を果たした。

ルール上、コースに持っていけるゴルフクラブの数は
14本です。ドライバー、フェアウェイウッド、アイアン、
パターなど種類はいろいろありますが、一番長くて一
番距離を飛ばすドライバーが、実は重量的には一番軽
いクラブです。ちなみにゴルフバッグはクラブを入れ
ると、個人差はありますが、約25㎏の重量になります。

ゴルフトリビア～クラブの中でもドライバーが一番軽い

富士通レディースでは最終日に逆転で優勝	 （ⒸGetty	Images）
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車いすバスケットボール

さまざまなスポーツの魅力を紹介していくこの企画。今回は
パラリンピックスポーツでも高い人気を誇る競技の一つ、車
いすバスケットボールをクローズアップ。攻守の切り替えの
スピード、ゴール下の激しさなど見所いっぱいの車いすバス
ケットボールの魅力を紹介していこう。

スマイル競技マニュアル
これさえ読めばスポーツ通！

第7回

車いすバスケットボール

独自のルール！

最大の特徴は、クラス分け制度。選手には各々障害
の重さによって持ち点が決められている。障害レベ
ルの重い順に1.0点～ 4.5点の持ち点が決められて
いる（0.5点刻みで8段階）。1.0点～ 2.5点の選手を
「ローポインター」、3.0点～ 4.5点の選手を「ハイポ

インター」と呼ぶ。そして、コート上の5人の持ち点
の合計は14.0点以内と定められている。選手交代に
制限はなく、障害の程度に関わらず出場機会を得ら
れるようになっている。

	 車いすバスケットボールは、脊髄損傷や切断など下肢に主
な障害がある選手を対象とした競技。回転性や敏捷性の高い、専用の車いすに
乗ってプレーする。ボールの大きさやコートのサイズ、ゴールの高さや出場人
数など基本的なルールはオリンピックのバスケットボールと同じ。1チーム5
人制で10分のクォーターを4回行い合計得点を競う。コート上の5人のメン
バー構成は、車いすバスケットボールならではのルールがある。

競技概要

もう一つ特有のルールと言えば、ドリブルの
仕方。ボールを保持して車いすを手で漕ぐこ
とを「プッシュ」と言い、3回以上続けてプッ
シュした場合はトラベリングの反則となるた
め、2プッシュ以内に1ドリブル、もしくは
パスをしなければならない。なお、ドリブル
＆保持を繰り返して試合を進めるため、ダブ
ルドリブルのルールはない。

ドリブルのルール

最大の特徴は持ち点制
1チーム14点以内！

持ち点 障害の程度

1.0 ～ 1.5 重 い

2.0 ～ 2.5

3.0 ～ 3.5

4.0

4.5 軽 い

写真：「三菱電機	WORLD	CHALLENGE	CUP	2019」より

協力：一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟26



コンタクトの激しさやスピード感が魅力の一つだと思います。それにプラ
スして注目してほしいのは、選手の車いすを操作するテクニックです。ド
リブルはボールを持ちながら車いすを走らせて、かつ相手選手をかわしな
がら進みます。ターンなど細かい技術も含めて、見ている人は面白いと思
います。また、持ち点の違う選手にはそれぞれプレースタイルに特徴があ
ります。大会ではプログラムに選手の持ち点も書いてあるので、そういう
ところも気にしながら観戦するとより楽しめると思います。

（車いすバスケットボール男子日本代表ヘッドコーチ 京谷和幸氏）

★武蔵野の森総合スポーツプラザ
【所在地】東京都調布市西町290-11
【アクセス】
京王線「飛田給」駅下車
徒歩約5分
★有明アリーナ
【所在地】東京都江東区有明1-11
【アクセス】
東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ「新豊洲」駅
または「有明テニスの森」駅下車、徒歩約8分

東京2020パラリンピックの会場は
武蔵野の森総合スポーツプラザ＆有明アリーナ

ゴール下の攻防は激しく、車いすごと転倒するような迫
力のあるシーンもある。試合中にタイヤがパンクして交
換が必要となることも日常茶飯事。そのため、車いすの
タイヤは車輪中央にある車軸のボタンを押すだけで簡単
に取り外せる構造になっており、瞬時に付け替えること
ができる。

競技用車いすのココがすごい！

車いすバスケットボールの魅力＆楽しみ方!

選手の足となる車いすはとても大事。日常生活用の車いす
とは異なり、競技用車いすはタイヤが「ハの字」に取り付
けられているため、素早いターンが可能で、スピードが出
やすい。シートの高さは持ち点が3点までの選手は63㎝�
以下、3.5点以上の選手は58㎝以下と定められている。

ハの字タイヤで旋回機能アップ！

高さを出すティルティング

効果的なスクリーンプレー

試合中に車いす同士が衝突することもあり、車体の
強度を上げるため、また足を保護するため、バンパー
がついている。このバンパーの高さはルールで11㎝
と決められている。バンパーがあることで、他の車
いすが引っかからないようになるという利点もある。

選手は試合中、車いすから立ち上がるこ
とは禁止されている。車いすではジャン
プができないので、片側のタイヤを浮か
せて高さを出す「ティルティング」とい
うテクニックがある。主にシュートやリ
バウンド、シュートブロックといった
ゴール下の攻防で多く見られる、車いす
バスケットボールならではのテクニック
だ。ちなみに「ティルティング」とは「傾
ける」という意味。

味方のシューターを助けるために、自ら
が壁となって相手守備陣をブロックする
のがスクリーンプレー。車いすの幅があ
るため、車いすバスケットボールでは、
このスクリーンプレーは非常に効果的。
ローポインターの選手がハイポインター
の選手のシュートをアシストする際に見
られる。ちなみに「スクリーン」は「壁」
の意味。

車体強度を上げ、足を保護するバンパー

後部にはリアキャスターがついている。車軸を体
の重心より前にすることでターンが素早くなる一
方で、後方に転倒しやすくなるため、転倒防止と
してリアキャスターが設置されている。

転倒防止のリアキャスター

このテクニックがすごい！

車いすバスケットボール 雑学 
ボタンひとつで
タイヤ交換
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今日から
はじめる 筋トレ生活
「筋トレ」というと、筋骨隆々のマッチョを思い浮かべるかもしれません。けれども実は老若
男女すべての人が、時間や場所を選ばず実施できる種目もたくさんあります。今回は、踏ん
張りが効く転倒防止のための筋トレがテーマ。下半身のバランス能力や、ふくらはぎ・太もも・
おしりを中心とした筋肉を鍛えるエクササイズをご紹介します。

バズーカ岡田の 第8回

テーマ　転倒を防ぐ

バズーカ岡田（岡田隆）
日本体育大学准教授、JOC
強化スタッフ（柔道）、日本
スポーツ協会公認アスレ
ティックトレーナー

多方向ランジ（12方向） 回数の目安
（12方向を1周として）3周

EXERCISE 

詳しい解説はスマイルスポーツ公式チャンネルの動画でチェック！
ここでは紹介できなかったエクササイズ
「スラロームジャンプ」も含めて、動画で解説しています。

モデル：小林るり
（フィットネス
 インストラクター）

足を踏み出したら、必ず一度スタートの定
位置に戻るようにして、12方向にランジを
行います。重心を踏み出した足に置くもの
と、スタート位置（軸足）に残したまま、も
う一方の足をできるだけ遠くに着くものと
があります。ポイントは「つま先の方向」。
踏み出した足に重心を置く動作では、つま
先を前方に向けることで、おしりの中臀筋
などにも刺激が入りやすくなります。そし
て、重心をスタート位置に残す動作につい
ては、軸脚でできるだけ耐えて、ゆっくりと
体を沈めながら足を遠くにもっていきます。

NG!

NG!

前方に踏み出し
たときに、膝が内
側に入ってしま
わないように注
意しましょう。

横方向へ踏み出
したときに、つま
先が外側に向い
ています。つま先
は正面に向ける
ようにします。

ターゲット：下半身すべての筋肉、下半身を中心としたバランス能力

①前に踏み出す

②斜め前に
踏み出す

⑪斜め前に
踏み出す

③横に
踏み出す

⑩横に
踏み出す

定位置

④足だけを
横に遠くに

⑤足だけを
斜め後ろに

⑧足だけを
斜め後ろに

⑨足だけを
横に遠くに

⑥足だけを
後ろに

⑦足だけを
後ろに

⑫前に踏み出す
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▶作り方◀
1.�菜の花は茎の下の部分を1ｃｍ程切り落とし、茎と葉の部分のとこ
ろで切り分ける。
2.�鍋に湯を沸かし、沸騰したら塩（分量外）を少々入れ、茎の部分をゆでる。
3.�茎を入れて10秒後くらいに葉の部分を入れ、40秒程ゆでてザルに
あげる。
4.�3を流水で流し、水気をよく絞り、更にキッチンペーパー等で水気を取る。
5.�ゆで卵を作り、白身をみじん切り、黄身をザルなどの網目状のもの
でこす。
6.人参は皮をむき、すりおろす。
7.�ボールにオリーブオイル以外のAの調味料を入れ、よく混ぜる。
8.�7に6の人参を入れ、オリーブオイルを少しずつ入れながらよく混ぜる。
9.�お皿に菜の花を盛り、5の白身と黄身を散らす。8の人参ドレッシン
グを添えて完成。

春を告げるミモザの花をイメージした彩り鮮やかなサラ
ダです。手作りの人参ドレッシングはオリーブオイルを少
しずつ混ぜることで水分と油分が分離しにくくなります。

ここが
ポイント

！

菜の花のミモザ風サラダ～人参ドレッシングを添えて～▶▶調理時間15分

旬の食材を使った料理を美味しく食べて健康になりましょう。
今回の食材は菜の花。春が旬の菜の花を使った

美味しい料理を紹介します。

食材 deスマイル
～旬の食材で美味しく健康に!～

監修：山口理羅 ［株式会社LEOC　管理栄養士／公認スポーツ栄養士］

エネルギー210kcal
タンパク質7.7g
脂質14.9g

食塩相当量1.4g

▶材料（2人分）◀
⃝菜の花…1束（200g）　⃝卵…1個（50g）　⃝人参…1/4本（50ｇ）

今回の食材　≫　菜の花

●白血球の働きを高めて、
　免疫を上げるビタミンCが豊富
菜の花のビタミンCの含有量は緑黄色野菜の
中でもトップクラスです。ビタミンCは皮膚
や粘膜の健康維持の他に、白血球を活性化さ
せて免疫を上げる働きがあります。
●赤血球の合成を促し、
　貧血予防に効果のある葉酸が豊富
葉酸は「造血のビタミン」とも呼ばれ、ビタミ
ンB12と協力して赤血球の合成を促し、貧
血を予防する働きがあります。

●苦味成分のイソチオシアネートは
　ガンや血栓予防に効果あり
菜の花特有の苦味はイソチオシアネートとい
うイオウ化合物によるものです。イソチオシ
アネートには血栓を防ぐ作用や、解毒作用を
高めてガンを予防する効果が期待できます。

菜の花の効能

ビタミン C カルシウム 葉 酸
菜の花 130㎎ 160㎎ 340μℊ
小松菜 39㎎ 170㎎ 110μℊ
ほうれん草 35㎎ 49㎎ 210μℊ

【栄養素比較】

酢…15g（大さじ1）　はちみつ…10g（大さじ1/2）　
塩…2.5ｇ（小さじ1/2）　ブラックペッパー…少々
オリーブオイル…24ｇ（大さじ2）

A
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アンケートに答えてプレゼントをゲット！
たくさんのご応募お待ちしておりますPRESENT

東京都交響楽団
コンサートチケット　　
日時：2021年5月10日（月）19:00開演　会場：東京文化会館
《出演者》指揮／小泉和裕
《曲目》	シェーンベルク：浄められた夜
	 ブラームス（シェーンベルク編曲）：ピアノ四重奏曲第1番（管弦楽版）
※出演者や曲目変更、または公演中止となる場合がございます

指揮/小泉和裕　Ⓒ堀田力丸

MYノート5冊セット
青・赤・黄・緑　B5判/10mmマス/横書　紫　B5判/10mmマス/縦書
提供／㈱教育技術研究所（TOSSオリジナル教材）

ハタチ
グリグリもちもちローラー
提供／日勝スポーツ工業株式会社

ナイキ
キャップ（ブラック/ホワイト/オブシディアン）
※色は選べません
提供／日勝スポーツ工業株式会社

ヒュンメル
バスタオル（ホワイト×ブラック、アサギ×ブラック）
※色は選べません
提供／日勝スポーツ工業株式会社

プリカットテープ　6種類
（首・肩・膝・手首・足裏・腰）
※テープの貼り方を記載したチラシを同封いたします
提供／一般社団法人キネシオテーピング協会

［書籍］「勝つための最強体幹力メソッド」
［テープ］キネシオテックス クラッシック5cm×4m巻き
※テープの色は選べません
提供／一般社団法人キネシオテーピング協会　

学校の先生がおススメする学習ノート！
Amazonでも発売中

ホットパック
※詳しくは、P21をご覧ください

10組
20名様H

I

5名様
G

2名様
B

3名様
C

 2名様
D

20名様
F

 3名様
E

Smile�Sports次号Vol.86は6月1日発行です。　入手先 P31へ

田中希実選手
フォト付き
サイン色紙

3名様
A

郵便はがきに読者アンケートの答えを明記の上、下記宛先までお送りください。
〒103-8482  東京都中央区日本橋浜町2-61-9 TIE浜町ビル

（株）ベースボール・マガジン社　メディア事業部
「スマイルスポーツ」　プレゼント係
インターネット（PC・スマートフォン）からも
ご応募いただけます。
スマイルスポーツホームページから応募フォームへ
アクセスしてください。

応募方法

2021年4月1日（木）※はがきは消印有効
応募はお一人様1口のみ有効です。
当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。
【個人情報の取り扱いについて】
ご記入いただいた個人情報は、プレゼントの発送及びアンケート集計の目的で利
用いたします。また、個人情報の取り扱いに関しては、機密保持契約を締結し厳密
な管理を約束した後、プレゼントの応募受付・配布を委託しておりますので、利用
目的等にご同意の上お申込みください。個人情報に関する各種問い合わせは、当
事業団ホームページ「個人情報の取り扱いについて」をご参照ください。

応募締め切り

基本事項として、郵便番号・住所・氏名・電話番号・
年齢・性別を明記し、以下についてお答えください。

❶ご希望のプレゼント記号（一つ）　※A・B・C・D・E・F・G・H・I
❷スマイルスポーツの入手場所
❸今号のスマイルスポーツの満足度はいかがですか？
※5	大変満足、4	満足、3	普通、2	不満、1	大変不満

❹その理由をご記入ください
❺スマイルスポーツでインタビューしてほしいスポーツ選手（一人）
❻スマイルスポーツを見て教室に参加したことはありますか？
※ある場合は、参加した施設名と教室名をお答えください

❼スマイルスポーツへのご意見・ご感想

1名様
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事前申込 当日申込

個人情報の取り扱いについて
下記にご同意の上、お申込みください。
1.�ご提供いただいた個人情報は、スマイルスポーツ教室案内、各種アンケート、サービス提供及び
教室の実施・運営に必要な範囲内で利用いたします。
2.�ご提供いただいた個人情報は、本事業を共同して行う東京都及び団体・企業等と共同利用することがござ
います。東京都及び団体・企業等との間で協定を結び、情報管理についての取り交わしを行っております。
3.�当事業団は、1.の利用目的の達成の範囲内で、お預かりした個人情報を業務委託先に委託することがございます。
4.�個人情報をご提供いただくことは任意ですが、ご提供いただけない場合は1.の目的が遂行できない場合があります。
5.�当事業団が保有している個人情報の開示・訂正又は削除、及び利用停止の要求があった場合には、対応いた
します。開示・訂正等の手続き方法及び受付窓口等については当事業団ホームページをご覧いただくか、文
末にあるお客様相談窓口までお電話、電子メールまたは郵送のいずれかの方法にてお問い合わせください。

スマイルスポーツ事業センターへの申込方法

必ず当日申込が可能かご確認ください。教室によって、 ⃝インターネット⃝電話での申込方法があります。
※インターネット・電話でのお申し込みは、原則先着順となります

スポーツ教室への参加
■ お申込みにあたっての留意点
● 参加料
	 	参加料は教室案内ごとに記載されています。障害者手帳をお持ちの方は参加料が免除となる場合がありますので、申込み時
にお申し出ください。なお、「テキスト代」「教材費」等が記載されている場合は、参加料のほかに別途費用が必要となります。

● 参加通知の郵送について
	 「教室のご案内」を郵送いたしますので、ご確認ください。
● 参加料の納入方法
	 	教室により、払込方法が異なります。「教室のご案内」にてご確認ください。事前払込が必要な教室の場合は、スマイ
ルスポーツ事業センターから送付される払込取扱票で、指定期日までにお近くの郵便局で払い込みください（払込手数
料は参加者のご負担です）。払込取扱票兼領収証は大切に保管してください。参加料の納入で、「受講手続き完了」です。

● 教室の変更または中止
	 	都合により、やむを得ず内容（開催日、期日、講師等）を変更させていただく場合があります。参加者
が一定数に達しない場合は教室を中止することがありますのであらかじめご了承ください。

● 参加の取り消し
	 	参加を取り消す際は、必ずお申込み先へお電話でご連絡ください。教室開始日の１週間前までにご連絡
があった場合は、事務手数料 1,000 円と返金に必要な費用（振込手数料）を除いた額をお返しします。
１週間前を過ぎてからのご返金はできません。

● 個人情報の取り扱いについて
	 	お申込み時に、ご提供いただいた個人情報は、スマイルスポーツ教室案内、各種アンケート、サービス提供
及び教室の実施・運営に必要な範囲内で利用いたします。利用目的にご同意の上お申込みください。個人情
報に関する各種問い合わせは、当事業団ホームページ「個人情報の取り扱いについて」をご参照ください。

⃝駒沢オリンピック公園総合運動場⃝東京武道館⃝東京辰巳国際
水泳場⃝区市役所広報課・情報コーナー・出張所⃝都立図書館・
区市町立図書館⃝区市町村生涯学習センター・文化センター・博
物館・市民センター・教育会館・コミュニティセンター⃝区市勤
労福祉会館⃝献血ルーム（一部）⃝都営浅草線・都営三田線・都
営新宿線・都営大江戸線の指定の駅構内⃝JRの指定の駅構内

スマイルスポーツは下記の
公共施設、駅などで入手できます！

ホームページ内の最新号情報の中で、スマイルスポーツWEB版のほ
か、バックナンバーや設置されている駅等の情報をご覧いただけます。

スマイルスポーツホームページをご覧ください！

▶東京体育館　@tokyo_gymnasium
▶駒沢オリンピック公園総合運動場		@komazawa_park
▶東京武道館		@tokyo_budokan
▶東京辰巳国際水泳場		@tatsumiswim
▶東京都広域スポーツセンター		@support_net

を押していただくと、
スポーツ教室情報やイベントレポートなど
リアルタイムでお楽しみいただけます。

定期購読をご希望される方は、封筒に❶氏名❷住所❸電話番号
❹定期購読を始める号を記入したものと1年間の送料（210円
切手×４枚）を同封の上、下記スマイルスポーツ事業センター
までお送りください。
⇒定期購読のお申込み先
〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷1-29-9 日本パーティビル3階

（公財）東京都スポーツ文化事業団　スマイルスポーツ事業センター宛

定期購読をご希望の方へ

SNS でも情報を配信しています

スマイルスポーツ編集部　facebook 検 索

『スマイルスポーツ』で
参加したい教室の
受付時間や持ち物等を
ご確認ください。

申込みは先着順と
なりますので、

遅れないよう実施会場へ
ご来場ください。

当日

当日 参加料を
実施会場にてお支払い

ください。

指定の方法で参加料をお支払いください。

教室のご案内（参加通知）をお届けします。

下記のURLからインターネットでの予約が可能です。

https://smilesports.jp/

インターネットからの申込み

もしくは スマイルスポーツ 検 索

●公益財団法人東京都スポーツ文化事業団　お客さま相談窓口
Tel：03-6380-4955�Fax：03-6380-4877
受付時間：月曜～金曜日までの午前 9時～午後 5時まで（ただし、祝祭日・年末年始の休業日を除く）
公益財団法人東京都スポーツ文化事業団�事務局長

電話での申込み

フリーダイヤル 0120-612-001
携帯電話・ＰＨＳ
TEL 03-6380-4243

（受付時間／平日10:00 ～ 17:00）

聴覚障害者の方は、FAX申込みをご利用ください。
FAX 03-6380-4877

※事業の内容に関するお問い合わせは下記宛先までご連絡ください。
駒沢オリンピック公園総合運動場 03-3421-6299
東京武道館 03-5697-2111
東京都広域スポーツセンター 03-6380-4106
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