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この紙面へのお問い合わせまたは
ご意見、ご投稿はこちらまで

（一社）飯塚市スポーツ協会事務局(飯塚第1体育館内)
飯塚市枝国666番地11　TEL.0948-22-6799

　　　　　　　　　　　9月には2019ラグビーワールドカップ、来年7月には東京オリンピック、8月
パラリンピック競技が始まります。選手達は4年に一度の舞台に目標を立て、約1460日毎日努力と進
化を続け長い期間準備をしてきたと思います。
　私たちが選手達に出来ることは応援することだけです。ただ…応援することで、選手達にどれだけ
大きな勇気、モチベーションを与えることが出来るでしょうか！応援というのは不思議なパワーがあ
り、時には実力以上のパフォーマンスを引き出すことだってあると思います。皆さん是非会場で、テレ
ビの前で日本選手団を応援しましょう！そして選手たちの素晴らしい活躍を見て私たちも日々目標を
立て健康増進に繋げていきましょう！

〈発　行〉
〈発行日〉

（一社）飯塚市スポーツ協会
令和元年7月1日

第1号

編集 後記

いいしんは、
スポーツの推進を応援しています

　平成３１年４月１日、「一般社団法人 飯塚市スポーツ協会」代表理事に就任いたしました福田良人でござい
ます。当協会は、飯塚市体育協会から一般社団法人に移行する中で、名称も国に準じ「スポーツ協会」と改め、
スタートした団体でございます。
　私どもは、前身の協会からのスローガン「スポーツと健幸の未来を創る・爽健」を維持しつつ、新たに「さあ
始めましょう、スポーツを」をひとつのテーマとし、スポーツの振興と健康増進に貢献することを目標といた
しております。
　近年、超高齢化社会となり、いかにして健康を維持できるかは社会全体の願いであり課題ともいえます。私
どもはこういった課題に対し「地域に根差し裾野を広げた様々なスポーツ」を展開し、老若男女を問わずス
ポーツを通じて明るく健康で楽しい生活を送っていただくために「健幸教室事業」等各種事業に取り組んでまいる所存です。
　是非、この「スポ協だより」をご一読され、しっかりご考察いただきながら、スポーツ活動の場への積極的なご参加をお待ちい
たしております。
　本市のテーマである「健幸都市いいづか」を築いていくため、今後とも市民の皆様方のご指導とご協力をお願いし、私の挨拶
とさせていただきます。

■ 日   程  7月23日（火）～8月29日（木）まで
　　　　   火曜・木曜の全10回（お盆の週は除く）
■ 時   間  1部　15時00分～16時00分まで
　　　　   2部　16時10分～17時10分まで
　　　　   3部　17時20分～18時20分まで
■ 場　所  穂波Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　   （穂波市民プール）
■ 受講料  4,000円

申込日／7月12日（金）　飯塚第1体育館 第1会議室にて9時～受付開始

２５ｍ泳ぐことができない小学
生の為の水泳教室を行います。
水が怖い、顔を水につけれない
と思っている小学生！一緒に泳
げるようになろう！楽しく正しく
水泳を学んでいきましょう！

■日　程
　7月20日（土）・27日（土）
　8月10日（土）・17日（土）
■時　間 9：30～11：30
■場　所 飯塚第２体育館
■申　込 7月1日（月）午前9時から
■参加料 300円

世界に誇れる日本人の美しい礼儀！
礼に始まり礼に終わる！剣道をはじめ
とする武道の精神、また相手への敬意
を示す心！素晴らしい事を学び剣道で
成長しませんか！初心者大歓迎！！

スポーツと健幸の未来を創る・爽健スポーツと健幸の未来を創る・爽健

夏休み子どもスポーツ教室を開催します。夏休み子どもスポーツ教室を開催します。
夏休み期間中「新しいことにチャレンジ」してみませんか。

剣道教室

4回

親子でバドミントンを経験してみませんか？
もちろん、子どもだけでの参加も大丈夫ですよ！

親子のバドミントン教室

3回

水泳教室水泳教室

■日　程
　7月20日（土）・27日（土）
　8月10日（土）・24日（土）
■時　間 9：30～11：30
■場　所 穂波体育館卓球室
■申　込 7月1日（月）午前9時から
■参加料 300円

初めての卓球！出来なくて大丈夫！
挑戦してみて初めて気づく！
卓球の楽しさ！！！
夏休み限定でやってみませんか？

卓球教室
■日　程 7月28日（日）
■時　間
　第1班 9：00～11：30（20名）
　第2班 13：00～15：30（20名）
■場　所 穂波B&G海洋センター
　　　　 艇庫カヌー練習場
■申　込 7月1日（月）午前9時から
■参加料 300円

夏休みにカヌーに体験してみよう！！
初めての参加者大歓迎！！経験したこと
ある子も大歓迎！！皆で夏の思い出に
カヌーを一緒にやってみよう！

カヌー教室

4回

■日　程 7月20日（土）・27日（土）
　　　　 8月3日（土）
■時　間 9：30～11：30
■場　所 穂波体育館（7月20日、27日）
　　　　 B&G海洋センター体育館（8月3日）
■申　込 7月1日（月）午前9時から
■参加料 300円

一般社団法人理事紹介
　【代表理事】　福田　良人
　【理　　事】　杉村　明・土居　勝政・後藤　直巳・藤川　隆人・高木　俊巳・畠中　光市

日程案内 第14回年齢別ソフトボール大会 期日：10月13日（予備日10月20日）

第8回リバーサイドウォーキング大会

リバーサイドウォーキング大会

期日：10月20日

第5回飯塚市民グラウンドゴルフ大会 期日：10月25日

飯塚市あるこう大会健幸ウォーキング 期日：3月8日

第10回飯塚市長杯ジュニアサッカー大会 期日：2月15日・16日

第14回市民バレーボール大会 期日：10月27日

第14回市民ソフトバレーボール大会 期日：11月24日

第14回飯塚市長杯ジュニア秋季球技交流大会
【ソフトボール・軟式野球】

軟式野球：11月9日・10日
ソフト：11月17日

飯塚市民
グラウンドゴルフ大会

ソフトボール

軟式野球

飯塚市長杯
ジュニアサッカー大会

※各部30名　定員になり次第
　締め切ります。



2019年7月1日(3)第1号（-社）飯塚市スポーツ協会広報スポ協だより 2019年7月1日(2)第1号 （-社）飯塚市スポーツ協会広報スポ協だより

他の大会については、交流センター報・スポーツ協会H.Pをご覧ください。

今年度の事業をスタート　 令和元年度飯塚市スポーツ協会事業日程中高年層向けスポーツ教室のご案内中高年層向けスポーツ教室のご案内

卓球教室卓球教室

ボールより球が大きく、軽い為、ラリーが
続きやすく卓球の楽しさを味わえます！
先生、生徒さん達とラリーで一緒に汗を
流しませんか???
※ラケット貸出可能です。（ラージボール
卓球のラケットはラバーが違います)

健康の森公園
多目的施設のご紹介
健康の森公園

多目的施設のご紹介
健康の森多目的施設には、トレーニング室・スタジオ・多目
的室があり、トレーニング室ではトレッドミルやエアロバイ
ク、筋トレマシンなど充実した設備でトレーニングが行えま
す。スタジオと多目的室ではレッスンプログラムの他に一般
貸出も行っています。隣にはプールの施設もあり、健康づく
りに最適な施設です。

　６月２日（日）に地
域交流を目的とする
ソフトボール大会を
開催致しました。参
加は10チームで、市
民公園運動広場(A
パート）(Bパート）
に分かれ、それぞれ
頂点を目指し熱戦が繰り広げられました。
成績  Aパート優勝　二　瀬　　準優勝　庄　内
　　  Bパート優勝　穎　田　　準優勝　菰　田

中高年層向けのスポーツ教室ではありますが、皆さん楽しく元気に参加されています。
途中からの参加も大丈夫ですので。ぜひ１度中をのぞいてみてください。

● 問い合わせ先 0948－24－2355　 ● 受付時間／10：00～21：30

●火曜日コース  9時30分～11時30分
●木曜日コース  9時30分～11時30分
●場　所：飯塚第１体育館　アリーナ
●対象者：飯塚市在住及び近隣市町村者
●受講料：各期4,500円　1期12回

らくらくリズム体操教室らくらくリズム体操教室

音楽にノッて日頃の運動不足を
解消しませんか ???
90分の教室が終わった時、
スッキリとした気分になって
身体も心も
リフレッシュしますよ !!

●日　時：水曜日
             14時00分～15時30分
●場　所：飯塚第２体育館
●受講料：各期10回　5,000円

しゃんしゃん動こう体操しゃんしゃん動こう体操

やわらかいボールを使って日常生活で
は使わない身体の可動域を動かし、
骨と体幹を鍛え、
俊敏かつ健康な
若々しい身体を
取り入れましょう !!

●日　時：金曜日
            10時00分～11時30分
●場　所：飯塚第２体育館
●受講料：各期10回　4,000円

1期3ヶ月・12回コース
1期3ヶ月・10回コース 1期3ヶ月・10回コース

壮年体力増進ソフトボール大会

壮年体力増進バレーボール大会
　６月９日（日）に地域交流を目的とするバレーボー
ル大会を開催致しました。参加は６チームで、飯塚第
１体育館 (A パート）(B パート）それぞれに１位を決
め、決勝戦を行いました。
成績Aパート優勝　立　岩　 準優勝　筑穂プラス

今後のイベント

水泳競技（６月１６日・日曜日）
市民総合体育大会（８月１８日・日曜日）

　今年度の開催は北九州・筑豊地区での開催と
なっております。（駅伝競技を除く）
　飯塚市はバスケットボール競技の担当市となっ
ており、飯塚第１体育館をメイン会場とし競技開
会式（秋季総合開会式は田川市）を行います。また、
車イスバスケットボールの試合も行います。
　夏季、秋季、駅伝と飯塚
市の代表として参加をお
待ちしております。申込・
予選等は各競技団体にお
尋ねください。

　各競技団体の協力を得て、市内で同時に競技ごと
の大会を各地で行います!!  数多くの参加をお待ち
しております。
※競技によっては別日程で行う場合がございます。

第６２回福岡県民体育大会

秋季大会（９月２１日・２２日・土日）
夏季大会（８月１８日・日曜日）

第６回市町村対抗【福岡駅伝】（１１月１７日・日曜日）
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■ 日   程  7月23日（火）～8月29日（木）まで
　　　　   火曜・木曜の全10回（お盆の週は除く）
■ 時   間  1部　15時00分～16時00分まで
　　　　   2部　16時10分～17時10分まで
　　　　   3部　17時20分～18時20分まで
■ 場　所  穂波Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　   （穂波市民プール）
■ 受講料  4,000円

申込日／7月12日（金）　飯塚第1体育館 第1会議室にて9時～受付開始

２５ｍ泳ぐことができない小学
生の為の水泳教室を行います。
水が怖い、顔を水につけれない
と思っている小学生！一緒に泳
げるようになろう！楽しく正しく
水泳を学んでいきましょう！

■日　程
　7月20日（土）・27日（土）
　8月10日（土）・17日（土）
■時　間 9：30～11：30
■場　所 飯塚第２体育館
■申　込 7月1日（月）午前9時から
■参加料 300円

世界に誇れる日本人の美しい礼儀！
礼に始まり礼に終わる！剣道をはじめ
とする武道の精神、また相手への敬意
を示す心！素晴らしい事を学び剣道で
成長しませんか！初心者大歓迎！！

スポーツと健幸の未来を創る・爽健スポーツと健幸の未来を創る・爽健

夏休み子どもスポーツ教室を開催します。夏休み子どもスポーツ教室を開催します。
夏休み期間中「新しいことにチャレンジ」してみませんか。

剣道教室

4回

親子でバドミントンを経験してみませんか？
もちろん、子どもだけでの参加も大丈夫ですよ！

親子のバドミントン教室

3回

水泳教室水泳教室

■日　程
　7月20日（土）・27日（土）
　8月10日（土）・24日（土）
■時　間 9：30～11：30
■場　所 穂波体育館卓球室
■申　込 7月1日（月）午前9時から
■参加料 300円

初めての卓球！出来なくて大丈夫！
挑戦してみて初めて気づく！
卓球の楽しさ！！！
夏休み限定でやってみませんか？

卓球教室
■日　程 7月28日（日）
■時　間
　第1班 9：00～11：30（20名）
　第2班 13：00～15：30（20名）
■場　所 穂波B&G海洋センター
　　　　 艇庫カヌー練習場
■申　込 7月1日（月）午前9時から
■参加料 300円

夏休みにカヌーに体験してみよう！！
初めての参加者大歓迎！！経験したこと
ある子も大歓迎！！皆で夏の思い出に
カヌーを一緒にやってみよう！

カヌー教室

4回

■日　程 7月20日（土）・27日（土）
　　　　 8月3日（土）
■時　間 9：30～11：30
■場　所 穂波体育館（7月20日、27日）
　　　　 B&G海洋センター体育館（8月3日）
■申　込 7月1日（月）午前9時から
■参加料 300円

一般社団法人理事紹介
　【代表理事】　福田　良人
　【理　　事】　杉村　明・土居　勝政・後藤　直巳・藤川　隆人・高木　俊巳・畠中　光市

日程案内 第14回年齢別ソフトボール大会 期日：10月13日（予備日10月20日）

第8回リバーサイドウォーキング大会

リバーサイドウォーキング大会

期日：10月20日

第5回飯塚市民グラウンドゴルフ大会 期日：10月25日

飯塚市あるこう大会健幸ウォーキング 期日：3月8日

第10回飯塚市長杯ジュニアサッカー大会 期日：2月15日・16日

第14回市民バレーボール大会 期日：10月27日

第14回市民ソフトバレーボール大会 期日：11月24日

第14回飯塚市長杯ジュニア秋季球技交流大会
【ソフトボール・軟式野球】

軟式野球：11月9日・10日
ソフト：11月17日

飯塚市民
グラウンドゴルフ大会

ソフトボール

軟式野球

飯塚市長杯
ジュニアサッカー大会

※各部30名　定員になり次第
　締め切ります。


