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　新型コロナウイルスの影響で、今までの生活とは違
い、人との距離、密室の回避、消毒手洗い、マスク着用な

ど、様々な制限がかかっております。今後は制限というより、新たな生活スタイル
になっていき、その中でイベントや大会も形を変え行っていかなければなりませ
ん。現在、今までの開催方法だと収容人数・観客席・更衣室・トイレと
密を避けられない状況です。これから先、開催できるように新しいス
タイルを考え、皆様にスポーツ提供できるように頑張っていきます。
※開催予定の大会や教室においても日程変更や中止の可能性も
ございます。ホームページ等で周知を行いますので、お手数ですが
ご確認の上ご参加いただけます様よろしくお願いいたします。

編集 後記
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第3号

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

日程案内
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スポーツと健幸の未来を創る・爽健

施設利用者様へお願い

　市民の皆様には新型コロナウイルス感染拡大により緊急事態宣言が発令され外出自粛等もあり、色々なストレスや運動不足に
なられていたことと思います。本市におきましても各体育施設を閉館し事業も中止せざるを得ない状況でしたが、５月２５日か
ら体育館等一部施設が開館し、６月から協会主催のミドルエイジスポーツ教室（卓球・らくらくリズム体操・しゃんしゃん動こう
体操）、６月１５日からは各体育施設等のトレーニング室も通常どおり開館されるようになりました。
　しかし三密の関係もあり、まだまだ一部規制をさせていただきますので、利用される方々にはこれまで同様ご協力の程よろし
くお願いいたします。
　さて、待ち望んでいた東京オリンピック・パラリンピックも来年に延期され、プロ野球をはじめ各種スポーツ大会の延期や中止
が相次いでおります。
　私どもの事業につきましても、一部中止にせざるを得ないものもあり、皆様
にはご迷惑をおかけいたしますが、この難局を乗り切り、スポーツが単に体力
の維持向上だけではなく私どもに感動や希望を与えてくれるコミュニケー
ションの場として地域を活性化する大きな力を持っているものと考えており
ますので、今後とも皆さんと力を合わせて、感染症を予防しつつ、安全・安心な
運動・スポーツに取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご協力方よろ
しくお願いいたします。

（一社）飯塚市スポーツ協会
会　長　福  田　良  人

外出控え 密集回避 密接回避 密閉回避 換気 咳エチケット 手洗い

□ まめに手洗い・手指消毒　□ 咳エチケットの徹底　□ こまめに換気
□ 身体的距離の確保　□ 「3密」の回避（密集、密接、密閉）
□ 毎朝の体温測定、健康チェック。
　 発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

※
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感染防止策と健康増進に取り組み、新しい生活様式の一部としてスポーツライフを作り上げていきましょう！

新型コロナウイルス感染拡大防止と安心・安全に利用できるように下記の注意事項のご協力をお願いいたします。
□ 以下の事項に該当する場合は、自主的に利用を
　 見合わせること（利用当日に書面で確認を行う） 　　
　 ・体調がよくない場合
　 （例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
　 ・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
　 ・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間
　  を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者
　  との濃厚接触がある場合
□ マスクを持参すること
　 （受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や
　 会話をする際にはマスクを着用すること、トレーニング室
　 はマスク着用で利用）
□ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を
　 実施すること

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

□ 他の利用者、施設管理者スタッフ等との距離（できるだけ
　 ２ｍ以上）を確保すること（障がい者の誘導や介助を行う
　 場合を除く）
□ 利用中に大きな声で会話、応援等をしないこと
□ 感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置の
　 遵守、施設管理者の指示に従うこと
□ 利用終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を
　 発症した場合は、施設管理者に対して速やかに濃厚接触
　 者の有無等について報告すること
□ 施設利用前後のミーティングや懇親会等においても、
　 三つの密を避けること 
□ 共有備品・器具の利用後は次に使われる方の為に消毒の
　 ご協力をお願いしています

（一社）飯塚市▲
スポーツ協会の

ホームページはこちら

新型コロナウイルスの影響により開催中止
●第１５回壮年体力増進ソフトボール大会
●第１５回壮年体力増進バレーボール大会
●第６３回福岡県民体育大会（夏季・秋季）

第15回飯塚市民総合体育大会

８月２３日（日）
日程

第15回飯塚市長旗社会人軟式野球大会

飯塚市内開催
※競技によっては別日程で行う場合がございます。

第15回年齢別ソフトボール大会

９月６日～毎週日曜日（予定）日程

飯塚市あるこう大会健幸ウォーキング
３月７日（日）（日程検討中）日程

第15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】

１１月１４日（土）・１５日（日）
（予備日１１月２１日（土）・２２日（日））

日程

第１１回飯塚市長杯ジュニアサッカー大会

第9回リバーサイドウォーキング大会

１０月１８日（日）
（日程検討中）

日程

１０月１１日（日）
（予備日１０月１８日（日））

日程

第6回飯塚市民
グラウンドゴルフ
大会

１０月23日（金）
日程

第７回市町村対抗
【福岡駅伝】県民冬季

１1月15日（日）
日程

第１５回市民バレーボール大会

１０月25日（日）
日程

２月１３日（土）
・１４日（日）

日程

第１５回市民ソフトバレーボール大会

１1月29日（日）
日程
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健康の森公園多目的施設のご紹介

健幸プラザのご紹介

　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として様々な教室などを行っ
ております。
※時期により内容が変わります。
　その他スタジオと多目的室の一般貸出も行っていますので、
サークル活動などにご利用ください。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。

新型コロナウイルス感染予防対策として各施設で利用制限、マスク着用等の
お願いをしています。 また、健康の森公園多目的施設・健康プラザともに様々な教室を行っております。

教室内容や、申込方法など、各施設にお問合せお願いいたします。

〈健康の森多目的施設〉TEL 0948-24-2355
開館時間/10：00～21：30　休館日/年末年始
〈健康の森公園市民プール〉TEL 0948-21-7811
開館時間/10：00～21：30　休館日/火曜日・年末年始
住所/飯塚市吉北118-11
※今年の屋外レジャープールは、新型コロナウイルスの
　感染防止の為、「営業休止」とさせていただきます。

問い合わせ先

　当施設は本町商店街内にあり、健幸づくりの拠点施設として各
種運動教室、食育教室、健康相談など様々な取り組みをおこなって
います。※教室内容は時期により変わります。
　トレーニングルームでは体成分分
析装置 InBody を使い (100 円／回・
初回無料 ) 体組成測定、常駐インスト
ラクターによる日常生活の改善提案・
トレーニング紹介を行っています。

TEL 0948-24-2057
開館時間/9:00～19:00　休館日/水曜日
駐車場/健幸プラザにお車でご来場の場合は下記をご利用
ください。
●市営本町駐車場　 ●市営飯塚立体駐車場
駐車券を健幸プラザ受付窓口までご持参ください、４時間
まで無料となります。（※但し、多目的室の貸室利用の場合は除く。）

問い合わせ先

多目的施設　利用料金表 （単位：円）

健幸プラザ　利用料金表

トレーニング

１
回
券

一般１時間 100

200

50

100

50

100

一般２時間

減免１時間

減免２時間

高校生以下１時間

高校生以下２時間

区　　　分

トレーニング室

100円/H

50円/H

1,050円/H

520円/H

100円/回（初回無料）

一般

冷暖房設備使用料
410円/H多目的室

健幸プラザ附属設備使用料
1,980円

50円/10分

ポータブルアンプシステム

温水シャワー設備

高校生以下

一般回数券（11回分）

高校生以下回数券（11回分）

体組成測定

区　　　分

多目的室

1,070円/H

1,610円/H

1,610円/H

2,150円/H

①
心身の
健康維持・
増進のため
に利用する
場合

②
①以外の
目的で使用
する場合

入場料・受講料・参加
料を徴収しない場合

入場料・受講料・参加
料を徴収する場合
又は営利活動の場合
入場料・受講料・参加
料を徴収しない場合

入場料・受講料・参加
料を徴収する場合
又は営利活動の場合

エアロビクススタジオ
１０名以下１時間 1,050

多目的室
1時間 520

冷暖房
200　(１時間）

温シャワー
50　(1回10分）

2,100

2,100

4,200

１0名以下 ２時間

１1名以上１時間

１1名以上 ２時間

個人一般１時間 100

200

50

100

個人一般２時間

個人減免1時間

個人減免2時間

回
数
券（
⑪
回
分
）

一般１時間 1,050

2,100

520

1,050

520

1,050

一般２時間

減免１時間

減免２時間

高校生以下１時間

高校生以下２時間

使用料（1時間）

使用料（1時間）

使用料（1時間）

使用料

使用料

ミドルエイジスポーツ教室のご案内ミドルエイジスポーツ教室のご案内

子どもスポーツ教室を開催します!子どもスポーツ教室を開催します!

暑い夏を乗り越える体力をつけましょう！！　※途中参加可能です。ご相談ください。

未経験者大歓迎！！興味ある子どもはこの機会にチャレンジしてみませんか？

ラージボール卓球教室ラージボール卓球教室 らくらくリズム体操教室らくらくリズム体操教室 しゃんしゃん動こう
健康づくり教室
しゃんしゃん動こう
健康づくり教室

●火曜日コース   7月7日開始 （全12回）
●木曜日コース   7月2日開始 （全10回）
●時　間：各コース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： 火曜日コース　4,500円　
　　　　 木曜日コース　3,750円
※両コース申込可能

●7月10日（金）開始 （全10回）
●時　間：10時00分～11時30分
●場　所：飯塚第2体育館
●対象者：飯塚市在住及び
             近隣市町村者
●受講料：4,000円

（7月～9月） （7月～9月） （7月～9月）

■日　程
　7月25日（土）
　8月 1 日（土）
　8月 8 日（土）
■時　間 9時30分～11時30分
■会　場 飯塚第2体育館
■申　込 
　7月6日（月）午前9時から
　飯塚第1体育館窓口にて
■参加料 300円

■日　程
　7月26日（日）
■時　間 
　第1班   9：00～11：30（20名）
　第2班 13：00～15：30（20名）
■会　場 穂波Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　 艇庫カヌー練習場
■申　込 
　7月6日（月）午前9時から
■参加料 300円

卓球教室カヌー教室 ■日　程
　7月25日（土）
　8月 1 日（土）
■時　間 9時30分～11時30分
■会　場 飯塚第1体育館
■申　込 
　7月6日（月）午前9時から
■参加料 300円

親子バドミントン教室

【問合せ先】 （一社）飯塚市スポーツ協会   TEL.0948-22-6799 (飯塚第1体育館内)

※新型コロナウイルス感染防止の為、今年の穂波市民プール（B＆G）は「営業休止」となりました。
　施設が営業休止の為、水泳教室も開催中止とさせていただきます。楽しみにされていた参加者の皆さまには
　大変申し訳ございませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
※開催予定の教室に関しましても、今後の状況により開催中止や変更のある場合がございます。お手数ですが、
　お問い合わせやホームページ等でご確認の上、ご参加いただきます様よろしくお願いいたします。

剣道教室

●7月8日（水）開始 （全10回）
●時　間：14時00分～15時30分
●場　所：飯塚第2体育館
●対象者：飯塚市在住及び
             近隣市町村者
●受講料：5,000円

●7月8日（水）開始 （全10回）
●時　間：14時00分～15時30分
●場　所：飯塚第2体育館
●対象者：飯塚市在住及び
             近隣市町村者
●受講料：5,000円

第2期スタート!! 第2期スタート!! 第2期スタート!!

3回

2回

■日　程

　日程調整中
　※開催の情報は
　　ホームページをご確認
　　くださいますよう
　　お願いいたします。
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健康の森公園多目的施設のご紹介

健幸プラザのご紹介

　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として様々な教室などを行っ
ております。
※時期により内容が変わります。
　その他スタジオと多目的室の一般貸出も行っていますので、
サークル活動などにご利用ください。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。

新型コロナウイルス感染予防対策として各施設で利用制限、マスク着用等の
お願いをしています。 また、健康の森公園多目的施設・健康プラザともに様々な教室を行っております。

教室内容や、申込方法など、各施設にお問合せお願いいたします。

〈健康の森多目的施設〉TEL 0948-24-2355
開館時間/10：00～21：30　休館日/年末年始
〈健康の森公園市民プール〉TEL 0948-21-7811
開館時間/10：00～21：30　休館日/火曜日・年末年始
住所/飯塚市吉北118-11
※今年の屋外レジャープールは、新型コロナウイルスの
　感染防止の為、「営業休止」とさせていただきます。

問い合わせ先

　当施設は本町商店街内にあり、健幸づくりの拠点施設として各
種運動教室、食育教室、健康相談など様々な取り組みをおこなって
います。※教室内容は時期により変わります。
　トレーニングルームでは体成分分
析装置 InBody を使い (100 円／回・
初回無料 ) 体組成測定、常駐インスト
ラクターによる日常生活の改善提案・
トレーニング紹介を行っています。

TEL 0948-24-2057
開館時間/9:00～19:00　休館日/水曜日
駐車場/健幸プラザにお車でご来場の場合は下記をご利用
ください。
●市営本町駐車場　 ●市営飯塚立体駐車場
駐車券を健幸プラザ受付窓口までご持参ください、４時間
まで無料となります。（※但し、多目的室の貸室利用の場合は除く。）

問い合わせ先

多目的施設　利用料金表 （単位：円）

健幸プラザ　利用料金表

トレーニング

１
回
券

一般１時間 100

200

50

100

50

100

一般２時間

減免１時間

減免２時間

高校生以下１時間

高校生以下２時間

区　　　分

トレーニング室

100円/H

50円/H

1,050円/H

520円/H

100円/回（初回無料）

一般

冷暖房設備使用料
410円/H多目的室

健幸プラザ附属設備使用料
1,980円

50円/10分

ポータブルアンプシステム

温水シャワー設備

高校生以下

一般回数券（11回分）

高校生以下回数券（11回分）

体組成測定

区　　　分

多目的室

1,070円/H

1,610円/H

1,610円/H

2,150円/H

①
心身の
健康維持・
増進のため
に利用する
場合

②
①以外の
目的で使用
する場合

入場料・受講料・参加
料を徴収しない場合

入場料・受講料・参加
料を徴収する場合
又は営利活動の場合
入場料・受講料・参加
料を徴収しない場合

入場料・受講料・参加
料を徴収する場合
又は営利活動の場合

エアロビクススタジオ
１０名以下１時間 1,050

多目的室
1時間 520

冷暖房
200　(１時間）

温シャワー
50　(1回10分）

2,100

2,100

4,200

１0名以下 ２時間

１1名以上１時間

１1名以上 ２時間

個人一般１時間 100

200

50

100

個人一般２時間

個人減免1時間

個人減免2時間

回
数
券（
⑪
回
分
）

一般１時間 1,050

2,100

520

1,050

520

1,050

一般２時間

減免１時間

減免２時間

高校生以下１時間

高校生以下２時間

使用料（1時間）

使用料（1時間）

使用料（1時間）

使用料

使用料

ミドルエイジスポーツ教室のご案内ミドルエイジスポーツ教室のご案内

子どもスポーツ教室を開催します!子どもスポーツ教室を開催します!

暑い夏を乗り越える体力をつけましょう！！　※途中参加可能です。ご相談ください。

未経験者大歓迎！！興味ある子どもはこの機会にチャレンジしてみませんか？

ラージボール卓球教室ラージボール卓球教室 らくらくリズム体操教室らくらくリズム体操教室 しゃんしゃん動こう
健康づくり教室
しゃんしゃん動こう
健康づくり教室

●火曜日コース   7月7日開始 （全12回）
●木曜日コース   7月2日開始 （全10回）
●時　間：各コース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： 火曜日コース　4,500円　
　　　　 木曜日コース　3,750円
※両コース申込可能

●7月10日（金）開始 （全10回）
●時　間：10時00分～11時30分
●場　所：飯塚第2体育館
●対象者：飯塚市在住及び
             近隣市町村者
●受講料：4,000円

（7月～9月） （7月～9月） （7月～9月）

■日　程
　7月25日（土）
　8月 1 日（土）
　8月 8 日（土）
■時　間 9時30分～11時30分
■会　場 飯塚第2体育館
■申　込 
　7月6日（月）午前9時から
　飯塚第1体育館窓口にて
■参加料 300円

■日　程
　7月26日（日）
■時　間 
　第1班   9：00～11：30（20名）
　第2班 13：00～15：30（20名）
■会　場 穂波Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　 艇庫カヌー練習場
■申　込 
　7月6日（月）午前9時から
■参加料 300円

卓球教室カヌー教室 ■日　程
　7月25日（土）
　8月 1 日（土）
■時　間 9時30分～11時30分
■会　場 飯塚第1体育館
■申　込 
　7月6日（月）午前9時から
■参加料 300円

親子バドミントン教室

【問合せ先】 （一社）飯塚市スポーツ協会   TEL.0948-22-6799 (飯塚第1体育館内)

※新型コロナウイルス感染防止の為、今年の穂波市民プール（B＆G）は「営業休止」となりました。
　施設が営業休止の為、水泳教室も開催中止とさせていただきます。楽しみにされていた参加者の皆さまには
　大変申し訳ございませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
※開催予定の教室に関しましても、今後の状況により開催中止や変更のある場合がございます。お手数ですが、
　お問い合わせやホームページ等でご確認の上、ご参加いただきます様よろしくお願いいたします。

剣道教室

●7月8日（水）開始 （全10回）
●時　間：14時00分～15時30分
●場　所：飯塚第2体育館
●対象者：飯塚市在住及び
             近隣市町村者
●受講料：5,000円

●7月8日（水）開始 （全10回）
●時　間：14時00分～15時30分
●場　所：飯塚第2体育館
●対象者：飯塚市在住及び
             近隣市町村者
●受講料：5,000円

第2期スタート!! 第2期スタート!! 第2期スタート!!

3回

2回

■日　程

　日程調整中
　※開催の情報は
　　ホームページをご確認
　　くださいますよう
　　お願いいたします。



いいしんは、
スポーツの推進を
応援しています

2020年7月1日(4)第3号 （一社）飯塚市スポーツ協会広報スポ協だより

　新型コロナウイルスの影響で、今までの生活とは違
い、人との距離、密室の回避、消毒手洗い、マスク着用な

ど、様々な制限がかかっております。今後は制限というより、新たな生活スタイル
になっていき、その中でイベントや大会も形を変え行っていかなければなりませ
ん。現在、今までの開催方法だと収容人数・観客席・更衣室・トイレと
密を避けられない状況です。これから先、開催できるように新しいス
タイルを考え、皆様にスポーツ提供できるように頑張っていきます。
※開催予定の大会や教室においても日程変更や中止の可能性も
ございます。ホームページ等で周知を行いますので、お手数ですが
ご確認の上ご参加いただけます様よろしくお願いいたします。

編集 後記

（一社）飯塚市スポーツ協会広報スポ協だより

〈発　行〉
〈発行日〉

（一社）飯塚市スポーツ協会
令和2年7月1日

第3号

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

日程案内

8  

9    

10  

・  
・  
・  
・  

・  

11  

・  

・  

・  

2  

・  

3

スポーツと健幸の未来を創る・爽健

施設利用者様へお願い

　市民の皆様には新型コロナウイルス感染拡大により緊急事態宣言が発令され外出自粛等もあり、色々なストレスや運動不足に
なられていたことと思います。本市におきましても各体育施設を閉館し事業も中止せざるを得ない状況でしたが、５月２５日か
ら体育館等一部施設が開館し、６月から協会主催のミドルエイジスポーツ教室（卓球・らくらくリズム体操・しゃんしゃん動こう
体操）、６月１５日からは各体育施設等のトレーニング室も通常どおり開館されるようになりました。
　しかし三密の関係もあり、まだまだ一部規制をさせていただきますので、利用される方々にはこれまで同様ご協力の程よろし
くお願いいたします。
　さて、待ち望んでいた東京オリンピック・パラリンピックも来年に延期され、プロ野球をはじめ各種スポーツ大会の延期や中止
が相次いでおります。
　私どもの事業につきましても、一部中止にせざるを得ないものもあり、皆様
にはご迷惑をおかけいたしますが、この難局を乗り切り、スポーツが単に体力
の維持向上だけではなく私どもに感動や希望を与えてくれるコミュニケー
ションの場として地域を活性化する大きな力を持っているものと考えており
ますので、今後とも皆さんと力を合わせて、感染症を予防しつつ、安全・安心な
運動・スポーツに取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご協力方よろ
しくお願いいたします。

（一社）飯塚市スポーツ協会
会　長　福  田　良  人

外出控え 密集回避 密接回避 密閉回避 換気 咳エチケット 手洗い

□ まめに手洗い・手指消毒　□ 咳エチケットの徹底　□ こまめに換気
□ 身体的距離の確保　□ 「3密」の回避（密集、密接、密閉）
□ 毎朝の体温測定、健康チェック。
　 発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

※

利
用
者
が
安
心
し
て
使
っ
て

　
頂
け
る
よ
う
に
消
毒
作
業
を

　
取
り
入
れ
て
お
り
ま
す
。

感染防止策と健康増進に取り組み、新しい生活様式の一部としてスポーツライフを作り上げていきましょう！

新型コロナウイルス感染拡大防止と安心・安全に利用できるように下記の注意事項のご協力をお願いいたします。
□ 以下の事項に該当する場合は、自主的に利用を
　 見合わせること（利用当日に書面で確認を行う） 　　
　 ・体調がよくない場合
　 （例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
　 ・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
　 ・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間
　  を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者
　  との濃厚接触がある場合
□ マスクを持参すること
　 （受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や
　 会話をする際にはマスクを着用すること、トレーニング室
　 はマスク着用で利用）
□ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を
　 実施すること

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

□ 他の利用者、施設管理者スタッフ等との距離（できるだけ
　 ２ｍ以上）を確保すること（障がい者の誘導や介助を行う
　 場合を除く）
□ 利用中に大きな声で会話、応援等をしないこと
□ 感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置の
　 遵守、施設管理者の指示に従うこと
□ 利用終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を
　 発症した場合は、施設管理者に対して速やかに濃厚接触
　 者の有無等について報告すること
□ 施設利用前後のミーティングや懇親会等においても、
　 三つの密を避けること 
□ 共有備品・器具の利用後は次に使われる方の為に消毒の
　 ご協力をお願いしています

（一社）飯塚市▲
スポーツ協会の

ホームページはこちら

新型コロナウイルスの影響により開催中止
●第１５回壮年体力増進ソフトボール大会
●第１５回壮年体力増進バレーボール大会
●第６３回福岡県民体育大会（夏季・秋季）

第15回飯塚市民総合体育大会

８月２３日（日）
日程

第15回飯塚市長旗社会人軟式野球大会

飯塚市内開催
※競技によっては別日程で行う場合がございます。

第15回年齢別ソフトボール大会

９月６日～毎週日曜日（予定）日程

飯塚市あるこう大会健幸ウォーキング
３月７日（日）（日程検討中）日程

第15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】

１１月１４日（土）・１５日（日）
（予備日１１月２１日（土）・２２日（日））

日程

第１１回飯塚市長杯ジュニアサッカー大会

第9回リバーサイドウォーキング大会

１０月１８日（日）
（日程検討中）

日程

１０月１１日（日）
（予備日１０月１８日（日））

日程

第6回飯塚市民
グラウンドゴルフ
大会

１０月23日（金）
日程

第７回市町村対抗
【福岡駅伝】県民冬季

１1月15日（日）
日程

第１５回市民バレーボール大会

１０月25日（日）
日程

２月１３日（土）
・１４日（日）

日程

第１５回市民ソフトバレーボール大会

１1月29日（日）
日程


