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スポーツごよみ（10月～12月）

青森県総合運動公園
TEL 017-766-1241  FAX 017-766-1243

新青森県総合運動公園
TEL 017-737-0601  FAX 017-726-3691

編集後記
今年の夏も暑かったですが、この猛暑に負けないくらい熱い戦いが甲子園球場で行われ

ましたね。全国高校野球選手権大会も100回目を迎え、素晴らしいプレーやドラマがありまし
た。その中でも金足農業高校が秋田県勢として103年ぶりに決勝進出を果たし、県立の農業
高校が準優勝したことで、多くの子供たちに影響を与えたのではないでしょうか。参加校すべ
てが勝利の為に一丸となり、全力で野球をする姿に感動しました。改めてスポーツの素晴らし
さを感じた夏でした。
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●メイン・サブアリーナ
10月6日(土)～8日(月・祝)
10月12日(金)～14日(日)
10月19日(金)～20日(土)
10月21日(日)
10月24日(水)～25日(木)
10月26日(金)
10月28日(日)
11月1日(木)～4日(日)
11月8日(木)
11月10日(土)～11日(日）
11月16日(金)～19日(月)
11月23日（金・祝）
11月23日(金・祝)～25（日）
11月25日(日)
11月30日(金)～12月2日(日)
12月7日(金)～9日(日)
12月14日(金)～15日(土)
12月21日(金)～23日(日・祝)
12月24日(月・振)～26日(水)
12月27日(木)～28日(金)
12月29日(土)
●テニスコート
10月6日(土)～7日(日)
10月7日(日)～8日(月・祝)
10月19日(金)～21日(日)

10月26日(金)～28日(日)
11月3日(土・祝)～4日(日)
11月10日(土)～11日(日)
●アーチェリー
10月6日(土)、8日(月・祝)

北海道・東北強化新人ハンドボール大会
第22回マルヨ水産カップママさんバレーボール大会
高校中学新人戦・ジュニア選手権大会新体操競技
第14回東北バウンドテニス選手権大会青森県予選
青森県特別支援学校技能検定・発表会
第39回東北選抜高等学校テニス選手権大会
第21回青森県ユニバーサルホッケー選手権大会
第55回全国聾学校卓球大会青森大会
第29回ナガセ杯東北レディースソフトテニス大会県予選会
ヨネックス杯第16回東北小学生県対抗バドミントン大会
平成30年度青森県高等学校新人バドミントン大会
県民共済PRESENTSあおもりマーチングフェスタ2018
第13回東北ブロック小学生ハンドボール大会
平成30年度青森県室内ダブルステニス選手権大会
第60回NHK杯青森県卓球選手権大会
全日本フットサル選手権大会東北大会
東京卓球選手権大会青森県予選会
第31回ヤマダカップ東日本中学校選抜優勝大会
第54回青森県高等学校ソフトテニスインドア大会
県下高校室内テニス大会
第16回全国スポーツ少年団バレーボール青森県大会

第25回東北春季ジュニアテニス大会予選会（U18・16）
第25回東北春季ジュニアテニス大会予選会（U14・12）
第45回東北私立高等学校ソフトテニス選手権大会
第35回東北私立高等学校ソフトテニス団体対抗戦
平成30年度第39回東北選抜高等学校テニス選手権大会
青函対抗ジュニアテニス
平成30年度ルーセント杯青森ソフトテニス大会

第40回全日本少年サッカー大会

●陸上競技場
10月18日(木)～21日(日)
10月25日(木)～28日(日)
●野球場
10月13日（土）～14日（日）
11月3日（土・祝）～4日（日）

第97回全国高等学校サッカー選手権大会青森県大会
第98回全国高等学校ラグビーフットボール大会青森県予選会

県民共済カップ
青森県中学生地区選抜野球交流大会

いつも平日の朝から3時間練習をしているだけあって、
暑さに負けず元気にテニスを楽しんでいました。撮影
をしているだけでも暑さでおかしくなりそうでしたが、
皆さんに負けずにスポーツをしようと思います！

●結果発表
　平成３０年１０月２８日（日） ホームページへ掲載
●展示会場
　青森県総合運動公園陸上競技場
　平成３０年１０月３０日（火）～１１月１１日（日）
　新青森県総合運動公園マエダアリーナ
　平成３０年１１月１３日（火）～１１月２５日（日）

Future
of athlete

開催期間：2 0 1 8 . 7 . 2（月）～2 0 1 9 . 1 . 7（月）
URL：http://sport-aomori.jp/

青森県は平均寿命が全国でワースト１位の県ですが、世界的にみ
ると平均寿命は日本が1位。青森県が平均寿命をあげれば日本
はもっとご長寿大国になるでしょう！そこで、短命県返上に貢献さ
れている八甲田テニスクラブにお邪魔してきました。

みんなの頼れる仲間たち

●実施期間
　４月、１０月／９：００～１5：００
　５月～9月／９：００～１8：００

●料金（1時間）
　小・中４０円　高校７０円　一般１００円

※但し大会等で使用できない場合がございます。

詳しくはマエダアリーナ総合受付までお問合せください。
TEL ０１７-７３７-０６０１

全国各地からご参加い
ただいた中から、見事
入賞した作品を展示い
たします。

卓球台常設サービス

2018
スポーツ写真・絵画・川柳
コンテスト展示会

卓球台常設サービス

2018
スポーツ写真・絵画・川柳
コンテスト展示会

福士和夫 さん（82）

ふく　　　 し　　　 かず　　　お

いつからテニスを始めましたか？
４２歳から
週に何回テニスをしていますか？
２～３回
テニスをしない日の休日の過ごし方は？
ウォーキング、山歩き、スキー

Ｑ１

Ａ１

Ｑ2

Ａ2

Ｑ3

Ａ3

八甲田テニスクラブを代表し
最年長の福士さんに
インタビューをしました。

八甲田テニスクラブを代表し
最年長の福士さんに
インタビューをしました。

８２歳とは思えない
プレーを連発して
いました

素晴らしいボレーを
きめた瞬間を
パシャリ！

インタビューを終えて・・・
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事業のお知らせ

イベント告知

イベント報告

スポルト青い森グループでは参加イベントから観戦イベントまで1年中行っております。

詳細は順次ホームページ（www.sport-aoimori.jp）で掲載します。

新青森県総合運動公園（宮田）：017-737-0600
青森県総合運動公園（安田）：017-766-1241

イベントの
お問合せ先

●整形外科　●スポーツ外傷専門

青森市里見2丁目12-41

☎017（766）8860
診療時間

月火木金／
水土／

9：00～12：00 14：00～17：00
9：00～12：00（水曜日は手術日）

日曜・祝日・土（第2、第4休み）

西部整形外科医院

休 診 日

入院設備有

●トヨタカローラ

●ダイハツ

●
生協あやめ館

ユニバース
　●
ユニバース
　●

三内西小●

浪館小
　　●

三内小
　　●

ローソン
●

マツダ
ドライビング
スクール●

青森
マツダ
　●

至新城

至西滝

至運動公園
金沢小通り

浪
館
通
り

至運転免許
センター

西部整形外科医院

激しいだけが運動ではありません。年代に合っ
た動きで身体はスッキリ、ストレスも解消しま
しょう。
青春時代の思い出話で打ち解け合って、さらに
食事とお酒を楽しみながら昭和の歌を中心に
全員で生ギターによる歌声喫茶タイム！
上手、下手は全く関係ありません。歌声喫茶は
例年深夜？まで続きま～す！

晴天の下、169名が参加しました。かけっこ教室や世界記録体験コー
ナー、写真判定装置を使用した50m・100m走の測定と盛り沢山の一日
でした。
参加した方だけが貰える判定写真は、記憶に残る記録として大変喜んで
いました。

～懐かしい体験&初体験～

8月18日（土）

全国統一
かけっこチャレンジ2
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in 青森県総合運動公
園陸上競技場

全国統一
かけっこチャレンジ2

018

in 青森県総合運動公
園陸上競技場

お問い合わせは
●ホームページ http://sport-aoimori.jp/
●事務局 TEL 017-737-0600

お問い合わせは
●ホームページ http://sport-aoimori.jp/
●事務局 TEL 017-737-0600

水泳教室

水球

水泳教室

水球

水泳教室

水球

「Ｗｉｌｌスポーツクラブ」は、宮田地区並びに安田地区にあります県総合運動公園の指定管理者「スポルト
青森グループ」が運営している総合型地域スポーツクラブです。
現在は、スイミング、水球、ソフトテニス、硬式テニス、健康フィットネスの他、コンディショニングサポート

等を実施しており、老若男女約400名の会員が自分の体力や目的に合わせて活動しています。今回は、そ
の中のスイミング・水球について紹介します。

ご存じですか？
水泳とは、体のさまざまな箇所を使

う全身運動です。水に浮いた状態で動
くには、バランスを保ちながら体の各
部を使う必要があります。前に進むに
は腕・脚だけでなく、手先足先まで使
い、息継ぎのためには首も使います。
また、消費カロリーが大きく１時間
当たりの運動量は、陸上でのウォーキ
ングが約120～160kcalに対し、平
泳ぎでは500～700kcal、クロールで
は500～1000kcalと、陸上で運動す
る場合の４～８倍もあります。ウォーキ
ングを陸上から水中に変えるだけで
もカロリー消費は約３倍になります。
「習いたいが不安」「子供がついて
いけるか」など迷っている方は無料体
験をお試しください。希望日の前日ま
でに、直接または電話でお申し込みい
ただけます。
【準備するもの】
水着、バスタオル、スイミングキャップ
(いずれもお持ちの物でけっこうです)

プールで行われる球技で水泳競技の一種。7名で構成された2つ
のチームが、水上で一つのボールを奪い合い、相手のゴールに投げ
入れて得点を競う競技です。
当クラブの水球は小学生チームと中学生チームにわかれています。歴史の浅いチームでは

ありますが、今まで数々の全国大会に出場し、金メダルをはじめ多数の入賞実績があります。水
球という競技を通して心身ともに鍛え、楽しい思い出を作りましょう！

3才～小学校低学年 小学校1年～6年

幼児（初心者）Ａコース 学童（初心者）Ｂコース

16：00～16：55 16：55～17：50

●対象：3才～小学6年 ●入会金：3,500円（兄弟割引あり）
●月会費： 週1回：3,500円／月　週2回：5,000円／月

週1コース
週2コース

月
月・水

水
月・木

木
月・金

金
水・金

子どものコース

大人のコース

一般デイ会員 初・中級 水・金／ 10：30～11：10
コ ー ス 時　　　間

※上記時間内で月何回でもお越し下さい。※まったく泳げない初心者からマスターズ大会の参加を目指す上級者まで幅広く対応します。

※水中ウォーキング、バタ足、アクアビクスなどを取り入れ、泳がずにプールで運動したい方を対象にしたコースです。

土／ 12：00～12：40
一般デイ会員 上級 水・金／ 11：10～11：50 月／ 12：00～12：40
一般ナイト会員 初・中・上級 月・水／ 19：50～20：30 土／ 12：00～12：40

水中運動コース 月・金／ 14：00～14：40
コ ー ス 時　　　間

※水なれをしながら、クロール→背泳ぎ→バタフライ→平泳ぎと段階的に進みます。 
※泳法をマスターしますと、泳ぐだけでなく、ボールを利用した運動の基礎もレッスンいたします。
※新規ご入会のお子様には指定スイムキャップをプレゼントいたします。（常時）

❶入会金　❷１ヶ月分の会費　❸銀行印　❹口座番号
入会時必要な物

●対　象 18歳以上（高校生を除く）　●入会金 3,500円　●月会費 3,500円

＊初回のみ現金にてお申込みいただきます。２ヶ月目より自動引き落としとなります。

選 択 曜 日（ 共 通 ）

対　　象

時　　間

●申込方法：
所定の申込書に記入の上、10月15日（月）まで
に参加料を添えて申込み願います。


