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令和２年度 (一社)飯塚市スポーツ協会事業大会結果報告
第１５回飯塚市長旗争奪
嘉飯社会人軟式野球大会

（日）
〜１０月１１日
（日）
９月６日
優勝＝NEO PHOENIX
準優勝＝G・スラッガー
参加１４チーム

第１５回飯塚市民総合体育大会

（日）別日程有
８月２３日

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、競技によって
は開催出来ず、外競技中心での開催となりました。
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・・・・

第９回リバーサイドウォーキング大会

（日）
１０月１８日

新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止

第６回飯塚市民グラウンドゴルフ大会

（金）予備日１０月３０日（金）
１０月２３日

〈発 行〉（一社）飯塚市スポーツ協会
〈発行日〉令和3年1月15日

Aパート優勝＝三緒浦
準優勝＝頴田A

（日）
１１月１５日

優勝＝伊岐須小ソフトボールクラブ
準優勝＝八木山小ソフトボールクラブ
参加５チーム

（日）
１５日
（土）、
１１月１４日
優勝＝穂波ベーブルース
準優勝＝稲築イーグルス
参加１５チーム

市民ソフトバレーボール大会

新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止

今後開催予定の事業紹介

飯塚市あるこう大会健幸ウォーキング

天然芝のグラウンドで
サッカーボールを元気
に追いかけるサッカー
少年たちを楽しみにし
ています！

詳細は市報や市役所・
協会HP等でお知らせ
致します。
この機会に市内を歩
いて みては い か が で
しょうか！

２月１３日
（土）
１４日
（日）開催

マスク着用

外出控え

密集回避

密接回避

編集後記

昨年から新型コロナウイルス感染症拡大によ
り、イベントが開催出来ない状況が続きまし
た。そんな中、感染対策を行いながら大会や教室を行ってくださった関
係者の皆様には心より感謝申し上げます。
市民の皆様におかれましては、楽しみにされていた大会や教室が中止
となり大変残念な思いをされたと思います。
今後も以前と同じようには出来なくなってきているスポーツですが、新
型コロナウイルス感染症対策を行いながら大会や教室を可能な限り開
催していければと考えております。

（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

【理

（日）
１１月２９日

２月下旬開催予定

事】 杉村

明・土居

勝政・後藤

直巳・藤川

ストレッチ
［もものうら］

換気

咳エチケット

手洗い

いいしんは、
スポーツの推進を応援しています

俊巳・畠中

タオルを握りタオルがピ
ンと張った状態のまま背
伸びします。タオルが緩ま
ないように気を付けてく
ださい。
※手が上がりにくい場合
は無理せず上げられる
範囲で行いましょう。

筋トレ
［もものまえ］

ストレッチ
［体側］

①椅子に腰掛ける。 ②ゆっくりと
片膝を伸ば
したり、
曲げたりを
10回程度
繰り返す。

①椅子に腰掛け、
脚幅を広くとる。
②手を頭の後ろに
添える。

③体をゆっくりと右に倒し、
倒した所で少
し維持して伸ばす。
※10秒程度数えます。
④起き上がったらゆっ
くりと左に倒す。
③と同様
※交互に10回程度
行う。

反動をつけずに、ゆっくり動かし、呼吸を止めないように行います。
（１つの動作を１０秒程度で行いましょう）
※痛みがある動きやキツイ場合は無理をせず中止してください。

飯塚市スポーツ協会

光市

ストレッチ
［背中］

②背中が丸くなら
ないようにお腹
と太ももを近づ
けるように体を
前に倒す。

※伸びに余裕があ
ればつま先は天
井にむける。

密閉回避

隆人・高木

コロナに負けるな！家でも出来るトレーニング『家トレ』の紹介
①椅子に浅く腰掛
け る（ 両 足 が
しっかりつく位
置 ）片 足 の 膝 を
伸ばす。

詳しい内容はホームページをご覧ください

問い合わせ先／TEL.0948-22-6799

（一社）飯塚市スポーツ協会
代表理事 福 田 良 人

昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、様々なイベントが中止となりました。その中でも、もっとも大
きなイベントの延期が「東京オリンピック・パラリンピックの開催延期ではなかったでしょうか。今年は開催予定と
なっておりますが、現在も新型コロナウイルス感染者数も多く油断できない状況であり、より一層一人一人の意識で
感染症対策を行わなければならないと思います。
私どもの事業につきましても、中止にせざるを得ないものもあり、施設の利用に関しましても以前とは異なり、制
限や感染症対策を行い利用していただくといった方法で、皆様にはご迷惑をおかけしている状況ではございますが、
今後とも力を合わせて、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。

第１５回飯塚市長杯 ジュニア秋季
交流大会軟式野球大会

第１１回飯塚市長杯
ジュニアサッカー大会

スポーツと健幸の未来を創る・爽健
明けましておめでとうございます。

第１５回市民バレーボール大会

（日）
１０月２５日

11

第１５回飯塚市長杯
ジュニア秋季交流大会
ソフトボール大会

※新型コロナウイルス感染症拡大により
予定していた大会が急遽中止になる
可能性もございます。

Bパート優勝＝栄町２丁目
準優勝＝鎮西A

新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止

・・・・

順位 １位 切通 國雄（飯塚東）
２位 松本 京子（鯰田）
３位 松尾 節子（穂波）
参加１６４名

第4号

第１５回年齢別ソフトボール大会

（日）参加１２チーム
１０月１１日

Facebook
QRコード

※情報提供：
（NPO）北九州スポーツクラブ連絡会

（NPO）北九州スポーツクラブ連絡会のホームページ・フェイスブック・インスタグラムには動画で
トレーニングメニューがございますので是非アクセスしてください。
フェイスブック・インスタグラムをフォローしていただければ最新情報を提供できます。
https://www.kitasuporen.jp/

インスタグラム
QRコード

飯塚第１体育館・第２体育館の教室紹介

9：30〜11：30

１回無料体験（予約制）

水

14：00〜15：30

しゃんしゃん動こう体操教室
10：00〜11：30

講師：泉 真由美
会場：飯塚第２体育館

講師：古賀 美幸
会場：飯塚第２体育館

ラージボールは通常のボールより大
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。
※貸出ラケットございます。

音楽に合わせて身
体を動かし運動不
足解消として効果
があります。

ゴム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
体幹を鍛えられます。

5,000円/全10回

健幸プラザ「いいけん広場」の教室紹介
TEL0948-24-2057

開館時間/9:00〜19:00

休館日/水曜日

オリジナルエアロ

骨盤リンパ＆筋トレ

月 10：00〜11：30

月 13：00〜14:：30
講師：泉 真由美
会場：多目的室

ステップ台を使用したステップ運動
と筋トレを組み合わせて行います。脂
肪燃焼や運動不足解消したい方にお
ススメです。

優しく動く骨盤リンパ体操で体の土
台から整え、効率良い動きや姿勢の
改善を目指します。更に筋トレで必要
な筋力をつけていきます。

3,200円/月4回

木

1/31無料体験日
（予約制）

日 10：00〜11：30

リラックスヨガ

ボディ・チェンジ・ピラティス

木

火

20：00〜21：00

水

11：00〜12：00

Kトレ

め
すす

（介護予防教室）

第2・4水曜 14：00〜15：00

講師：安田 詩織
会場：エアロビクススタジオ

講師：籾井 加代
会場：エアロビクススタジオ

講師：香月 直也
会場：エアロビクススタジオ

ストレスの軽減や集中力の向上に効果が
あるといわれているマインドフルネスの要
素を取り入れ、瞑想や心地良い音楽の中
でヨガを行い、心と体のバランスを整えて
いきます。

ストレス解消やリラクゼーションを目
的としゆっくりとしたヨガの教室。初
心者の方や、
ストレッチが苦手な方も
参加可能です。

ピラティスの呼吸法と体の筋肉の意識で、
日常使わない筋肉を使い、姿勢改善、ボ
ディラインのコントロールをしていくクラ
スです。60分集中して体を見つめてみま
しょう。

ストレッチ体操や筋力トレーニングを
行います。バランスボールやストレッ
チポールなども使用し、
トレーニング
を行っています。

3,500円/月4回

3,500円/月4回

3,500円/月4回

3,500円/月2回

ボディメイクヨガ

リズム体操＆ストレッチ

水

め
すす

18：15〜19：00

水

20：00〜21：00

木

10：00〜11：00

フレッシュ・マプア
木

め
すす

14：00〜15：30

講師：秋本 優子
会場：エアロビクススタジオ

講師：田中 ていこ
会場：エアロビクススタジオ

ストレス解消やリラクゼーションを目
的としたヨガ教室です。初心者の方、
ストレッチが苦手な方におススメで
す。

ストレッチと筋力トレーニングを組み
合わせた教室です。筋力トレーニング
は、参加者誰でもできる自体重でのト
レーニングを行います。

ダイナミックなポーズやハードな動き
が多いヨガを行います。運動量が多
く代謝もよくなるので、
エクササイズ
効果が期待できます。

エアロビクスよりも運動強度の低い運動
なので高齢者の方も参加可能です。
リズム
体操を行った後、
ストレッチを行い、
リズム
体操で使用した筋肉をほぐしていきます。

フラダンス教室。
女性らしい仕草・振付を
優雅な音楽に合わせて
踊ります。

3,200円/月4回

3,200円/月4回

2,500円/月4回

3,500円/月4回

3,500円/月4回

ピラティス

ゆったりヨガ

め
すす

14：40〜16：10

講師：岡 美里
会場：多目的室

10：30〜11：30

ストレッチ＆トレーニング

13：00〜14:：30

め
すす

講師：aiko
会場：エアロビクススタジオ

定員：16名

リラックスヨガ

土

め
すす

10：00〜11：30

休日のヨガ
日 10：00〜11：30

コアトレーニング
木

め
すす

16：00〜16：45

スウィート・マプア
木

め
すす

19：30〜21：00

ヨガ
金

10：00〜11：30

2,200円/月2回
ボディ・チェンジ・ピラティス
金

め
すす

13：00〜14：00

講師：aiko
会場：多目的室

講師：金村 真美
会場：エアロビクススタジオ

講師：田中 ていこ
会場：エアロビクススタジオ

講師：大島 めぐみ
会場：エアロビクススタジオ

講師：籾井 加代
会場：エアロビクススタジオ

ピラティスの基礎となる呼吸法や基
本的な動きを行うので、初心者でも
参加しやすい内容になります。体幹
の強化等が期待されます。

呼吸と穏やかな動作で全身の流れを促し
た後に、
じっくりと時間をかけて心身をほ
ぐします。可動域の向上など身体の柔軟性
に加え、
ホルモンや自律神経のバランスが
整うため、
リラックス効果が得られます。

筋肉や関節を伸ばすストレッチ効果の高い
運動です。
また、瞑想などからリラクゼー
ション効果があります。平日運動する機会
が少ない方におススメです。
※日程は施設にご確認ください。

コア（体幹）
とは、頭、腕、脚を除く部位で、
胴体の事です。
コアを鍛える事で、
トレーニ
ング効果のアップや、筋緊張の緩和、肩こ
り腰痛の改善に効果があります。

フラダンス教室。
女性らしい仕草・振付を優雅な音楽
に合わせて踊ります。

筋肉や関節を伸ばすストレッチ効果
の高い運動です。
また、瞑想などから
リラクゼーション効果があります。初
めての方でもできるプログラムです。

ピラティスの呼吸法と体の筋肉の意識で、
日常使わない筋肉を使い、姿勢改善、ボ
ディラインのコントロールをしていくクラ
スです。60分集中して体を見つめてみま
しょう。

3,200円/月4回

3,200円/月4回

3,500円/月4回

2,200円/月2回

4,000円/月4回

3,500円/月4回

ベリーダンス
（中級）

ベリーダンス
（初級）

Kick Beat

美尻ヨガ

火

初心者お

講師：河﨑 信子
会場：多目的室

め
すす

14：00〜15：00

1回1000円で体験（予約制）

木

11：50〜12:：50

講師：岡 美里
会場：多目的室

講師：岡 美里
会場：多目的室

ろっ骨に着目したエクササイズです。胸郭
呼吸でろっ骨を中心とした全身の関節を意
図的に動かすことで肩凝り、腰痛、股関節
の歪みなどを軽減、改善し、身体が楽にな
ります。※日程は施設にご確認ください。

ベリーダンス中級クラスになります。
初級クラスでは物足りない方、
スキル
アップしたい方を対象とします。
※日程は施設にご確認ください。

ベリーダンス入門クラスです。未経験
やダンスに興味がある方はまずこち
らのクラスにご参加ください。
※日程は施設にご確認ください。

2,000円/1回（1クール）

1,500円/1回（1クール）

初心者お

講師：夏々子
会場：多目的室

800円/1回（月1回）

2,200円/月2回

講師：aiko
会場：エアロビクススタジオ

講師：安田 詩織
会場：多目的室

カキラ
（KaQiRa）

2,600円/月3回

講師：香月 直也
会場：エアロビクススタジオ

初心者お

講師：原 薫
会場：多目的室

各教室

講師：田中 ていこ
会場：エアロビクススタジオ

3,500円/月4回

火

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。
〇市営本町駐車場〇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。）

月 19：30〜21：00

フラダンスの教室です。女性らしい
仕草・振付を優雅な音楽に合わせて
踊ります。

マインドフルネスヨガ

4,000円/全10回

初心者お

各コース4,500円/全12回

め
すす

HIITとは高強度インターバルトレーニング
のことで高負荷の自体重筋力トレーニン
グを２０〜４０秒、
ジョギングや足踏みなど
の中負荷の運動を１０秒〜２０秒程度繰り
返し行うトレーニングで心肺機能向上・脂
肪燃焼・筋力向上に効果的です。

初心者お

講師：中川原 徳市
会場：飯塚第１体育館

月 18：30〜19：15

講師：安田 詩織
会場：エアロビクススタジオ

マプア・ぺぺ

ヨガで身体の柔軟性を高め、
ピラティ
スで体幹を引き締めます。姿勢改善
や身体のパフォーマンス心と身体の
バランスを整えます。

１回無料体験（予約制）

金

め
すす

初心者お

火・木

らくらくリズム体操教室

HIIT

初心者お

（火曜日コース・木曜日コース）

定員：30名程度

休館日/年末年始

講師：金村 真美
会場：エアロビクススタジオ

初心者お

ラージボール卓球教室

開館時間/9：00〜22：00

め
すす

月 10：30〜11：30

初心者お

住所/飯塚市枝国666-11

ヨガ＆ピラティス

め
すす

800円/1回（月2回）

ゆっくりヨガ
金

初心者お

TEL0948-22−6799

各教室

住所/飯塚市吉北118-11

各教室

定員：11名

初心者お

下記の教室内容・申込方法など、詳しい情報はお手数ですが、各施設にお問合せお願い致します。

TEL0948-24-2355

開館時間/10：00〜21：30 休館日/年末年始
※全教室無料体験可能。
ご希望の方は、事前にご予約をお願い致します。
［無料体験のご予約］
０９４８−２４−２３５５
（10:00〜21:30）

初心者お

※新型コロナウイルス感染防止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おります。

健康の森公園多目的施設の教室紹介

2021年1月15日(3)

初心者お

健康の森公園多目的施設と健幸プラザ「いいけん広場」
ではコロナに負けない様々な教室を行っております。

（一社）
飯塚市スポーツ協会広報 スポ協だより
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初心者お

2021年1月15日(2)

初心者お
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め
すす

14：30〜15：30

講師：松永 幸代
会場：エアロビクススタジオ
初めての方を対 象とし
た、ヨガ教室です。簡単
な動作を行っています。

3,500円/月4回

Ⓐ金
Ⓑ金

20：15〜21：15
19：00〜20：00

講師：田口 由美子
会場：エアロビクススタジオ

パンチやキック等のキックボクシングの動
きを音楽に合わせて行います。脂肪燃焼や
ストレス解消に効果的です。
（ ⒶⒷの運動
強度は同じです。）

ⒶⒷ各3,500円/月4回

※申し込みが定員に達した教室はキャンセル待ちとなりますのでご了承ください。

土

10：30〜11：30

講師：aiko,ANNA
会場：エアロビクススタジオ
下半身（お尻、脚）の引き締め効果の
あるポーズを主に行います。一緒に
美しいボディラインをつくりましょう。

3,500円/月4回

飯塚第１体育館・第２体育館の教室紹介

9：30〜11：30

１回無料体験（予約制）

水

14：00〜15：30

しゃんしゃん動こう体操教室
10：00〜11：30

講師：泉 真由美
会場：飯塚第２体育館

講師：古賀 美幸
会場：飯塚第２体育館

ラージボールは通常のボールより大
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。
※貸出ラケットございます。

音楽に合わせて身
体を動かし運動不
足解消として効果
があります。

ゴム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
体幹を鍛えられます。

5,000円/全10回

健幸プラザ「いいけん広場」の教室紹介
TEL0948-24-2057

開館時間/9:00〜19:00

休館日/水曜日

オリジナルエアロ

骨盤リンパ＆筋トレ

月 10：00〜11：30

月 13：00〜14:：30
講師：泉 真由美
会場：多目的室

ステップ台を使用したステップ運動
と筋トレを組み合わせて行います。脂
肪燃焼や運動不足解消したい方にお
ススメです。

優しく動く骨盤リンパ体操で体の土
台から整え、効率良い動きや姿勢の
改善を目指します。更に筋トレで必要
な筋力をつけていきます。

3,200円/月4回

木

1/31無料体験日
（予約制）

日 10：00〜11：30

リラックスヨガ

ボディ・チェンジ・ピラティス

木

火

20：00〜21：00

水

11：00〜12：00

Kトレ

め
すす

（介護予防教室）

第2・4水曜 14：00〜15：00

講師：安田 詩織
会場：エアロビクススタジオ

講師：籾井 加代
会場：エアロビクススタジオ

講師：香月 直也
会場：エアロビクススタジオ

ストレスの軽減や集中力の向上に効果が
あるといわれているマインドフルネスの要
素を取り入れ、瞑想や心地良い音楽の中
でヨガを行い、心と体のバランスを整えて
いきます。

ストレス解消やリラクゼーションを目
的としゆっくりとしたヨガの教室。初
心者の方や、
ストレッチが苦手な方も
参加可能です。

ピラティスの呼吸法と体の筋肉の意識で、
日常使わない筋肉を使い、姿勢改善、ボ
ディラインのコントロールをしていくクラ
スです。60分集中して体を見つめてみま
しょう。

ストレッチ体操や筋力トレーニングを
行います。バランスボールやストレッ
チポールなども使用し、
トレーニング
を行っています。

3,500円/月4回

3,500円/月4回

3,500円/月4回

3,500円/月2回

ボディメイクヨガ

リズム体操＆ストレッチ

水

め
すす

18：15〜19：00

水

20：00〜21：00

木

10：00〜11：00

フレッシュ・マプア
木

め
すす

14：00〜15：30

講師：秋本 優子
会場：エアロビクススタジオ

講師：田中 ていこ
会場：エアロビクススタジオ

ストレス解消やリラクゼーションを目
的としたヨガ教室です。初心者の方、
ストレッチが苦手な方におススメで
す。

ストレッチと筋力トレーニングを組み
合わせた教室です。筋力トレーニング
は、参加者誰でもできる自体重でのト
レーニングを行います。

ダイナミックなポーズやハードな動き
が多いヨガを行います。運動量が多
く代謝もよくなるので、
エクササイズ
効果が期待できます。

エアロビクスよりも運動強度の低い運動
なので高齢者の方も参加可能です。
リズム
体操を行った後、
ストレッチを行い、
リズム
体操で使用した筋肉をほぐしていきます。

フラダンス教室。
女性らしい仕草・振付を
優雅な音楽に合わせて
踊ります。

3,200円/月4回

3,200円/月4回

2,500円/月4回

3,500円/月4回

3,500円/月4回

ピラティス

ゆったりヨガ

め
すす

14：40〜16：10

講師：岡 美里
会場：多目的室

10：30〜11：30

ストレッチ＆トレーニング

13：00〜14:：30

め
すす

講師：aiko
会場：エアロビクススタジオ

定員：16名

リラックスヨガ

土

め
すす

10：00〜11：30

休日のヨガ
日 10：00〜11：30

コアトレーニング
木

め
すす

16：00〜16：45

スウィート・マプア
木

め
すす

19：30〜21：00

ヨガ
金

10：00〜11：30

2,200円/月2回
ボディ・チェンジ・ピラティス
金

め
すす

13：00〜14：00

講師：aiko
会場：多目的室

講師：金村 真美
会場：エアロビクススタジオ

講師：田中 ていこ
会場：エアロビクススタジオ

講師：大島 めぐみ
会場：エアロビクススタジオ

講師：籾井 加代
会場：エアロビクススタジオ

ピラティスの基礎となる呼吸法や基
本的な動きを行うので、初心者でも
参加しやすい内容になります。体幹
の強化等が期待されます。

呼吸と穏やかな動作で全身の流れを促し
た後に、
じっくりと時間をかけて心身をほ
ぐします。可動域の向上など身体の柔軟性
に加え、
ホルモンや自律神経のバランスが
整うため、
リラックス効果が得られます。

筋肉や関節を伸ばすストレッチ効果の高い
運動です。
また、瞑想などからリラクゼー
ション効果があります。平日運動する機会
が少ない方におススメです。
※日程は施設にご確認ください。

コア（体幹）
とは、頭、腕、脚を除く部位で、
胴体の事です。
コアを鍛える事で、
トレーニ
ング効果のアップや、筋緊張の緩和、肩こ
り腰痛の改善に効果があります。

フラダンス教室。
女性らしい仕草・振付を優雅な音楽
に合わせて踊ります。

筋肉や関節を伸ばすストレッチ効果
の高い運動です。
また、瞑想などから
リラクゼーション効果があります。初
めての方でもできるプログラムです。

ピラティスの呼吸法と体の筋肉の意識で、
日常使わない筋肉を使い、姿勢改善、ボ
ディラインのコントロールをしていくクラ
スです。60分集中して体を見つめてみま
しょう。

3,200円/月4回

3,200円/月4回

3,500円/月4回

2,200円/月2回

4,000円/月4回

3,500円/月4回

ベリーダンス
（中級）

ベリーダンス
（初級）

Kick Beat

美尻ヨガ

火

初心者お

講師：河﨑 信子
会場：多目的室

め
すす

14：00〜15：00

1回1000円で体験（予約制）

木

11：50〜12:：50

講師：岡 美里
会場：多目的室

講師：岡 美里
会場：多目的室

ろっ骨に着目したエクササイズです。胸郭
呼吸でろっ骨を中心とした全身の関節を意
図的に動かすことで肩凝り、腰痛、股関節
の歪みなどを軽減、改善し、身体が楽にな
ります。※日程は施設にご確認ください。

ベリーダンス中級クラスになります。
初級クラスでは物足りない方、
スキル
アップしたい方を対象とします。
※日程は施設にご確認ください。

ベリーダンス入門クラスです。未経験
やダンスに興味がある方はまずこち
らのクラスにご参加ください。
※日程は施設にご確認ください。

2,000円/1回（1クール）

1,500円/1回（1クール）

初心者お

講師：夏々子
会場：多目的室

800円/1回（月1回）

2,200円/月2回

講師：aiko
会場：エアロビクススタジオ

講師：安田 詩織
会場：多目的室

カキラ
（KaQiRa）

2,600円/月3回

講師：香月 直也
会場：エアロビクススタジオ

初心者お

講師：原 薫
会場：多目的室

各教室

講師：田中 ていこ
会場：エアロビクススタジオ

3,500円/月4回

火

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。
〇市営本町駐車場〇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。）

月 19：30〜21：00

フラダンスの教室です。女性らしい
仕草・振付を優雅な音楽に合わせて
踊ります。

マインドフルネスヨガ

4,000円/全10回

初心者お

各コース4,500円/全12回

め
すす

HIITとは高強度インターバルトレーニング
のことで高負荷の自体重筋力トレーニン
グを２０〜４０秒、
ジョギングや足踏みなど
の中負荷の運動を１０秒〜２０秒程度繰り
返し行うトレーニングで心肺機能向上・脂
肪燃焼・筋力向上に効果的です。

初心者お

講師：中川原 徳市
会場：飯塚第１体育館

月 18：30〜19：15

講師：安田 詩織
会場：エアロビクススタジオ

マプア・ぺぺ

ヨガで身体の柔軟性を高め、
ピラティ
スで体幹を引き締めます。姿勢改善
や身体のパフォーマンス心と身体の
バランスを整えます。

１回無料体験（予約制）

金

め
すす

初心者お

火・木

らくらくリズム体操教室

HIIT

初心者お

（火曜日コース・木曜日コース）

定員：30名程度

休館日/年末年始

講師：金村 真美
会場：エアロビクススタジオ

初心者お

ラージボール卓球教室

開館時間/9：00〜22：00

め
すす

月 10：30〜11：30

初心者お

住所/飯塚市枝国666-11

ヨガ＆ピラティス

め
すす

800円/1回（月2回）

ゆっくりヨガ
金

初心者お

TEL0948-22−6799

各教室

住所/飯塚市吉北118-11

各教室

定員：11名

初心者お

下記の教室内容・申込方法など、詳しい情報はお手数ですが、各施設にお問合せお願い致します。

TEL0948-24-2355

開館時間/10：00〜21：30 休館日/年末年始
※全教室無料体験可能。
ご希望の方は、事前にご予約をお願い致します。
［無料体験のご予約］
０９４８−２４−２３５５
（10:00〜21:30）

初心者お

※新型コロナウイルス感染防止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おります。

健康の森公園多目的施設の教室紹介

2021年1月15日(3)

初心者お

健康の森公園多目的施設と健幸プラザ「いいけん広場」
ではコロナに負けない様々な教室を行っております。

（一社）
飯塚市スポーツ協会広報 スポ協だより

第4号

初心者お

2021年1月15日(2)

初心者お

（一社）飯塚市スポーツ協会広報 スポ協だより

第4号

め
すす

14：30〜15：30

講師：松永 幸代
会場：エアロビクススタジオ
初めての方を対 象とし
た、ヨガ教室です。簡単
な動作を行っています。

3,500円/月4回

Ⓐ金
Ⓑ金

20：15〜21：15
19：00〜20：00

講師：田口 由美子
会場：エアロビクススタジオ

パンチやキック等のキックボクシングの動
きを音楽に合わせて行います。脂肪燃焼や
ストレス解消に効果的です。
（ ⒶⒷの運動
強度は同じです。）

ⒶⒷ各3,500円/月4回

※申し込みが定員に達した教室はキャンセル待ちとなりますのでご了承ください。

土

10：30〜11：30

講師：aiko,ANNA
会場：エアロビクススタジオ
下半身（お尻、脚）の引き締め効果の
あるポーズを主に行います。一緒に
美しいボディラインをつくりましょう。

3,500円/月4回

（一社）飯塚市スポーツ協会広報 スポ協だより

第4号

2021年1月15日(4)

（一社）飯塚市スポーツ協会広報 スポ協だより

8 9

令和２年度 (一社)飯塚市スポーツ協会事業大会結果報告
第１５回飯塚市長旗争奪
嘉飯社会人軟式野球大会

（日）
〜１０月１１日
（日）
９月６日
優勝＝NEO PHOENIX
準優勝＝G・スラッガー
参加１４チーム

第１５回飯塚市民総合体育大会

（日）別日程有
８月２３日

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、競技によって
は開催出来ず、外競技中心での開催となりました。

10

・・・・

第９回リバーサイドウォーキング大会

（日）
１０月１８日

新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止

第６回飯塚市民グラウンドゴルフ大会

（金）予備日１０月３０日（金）
１０月２３日

〈発 行〉（一社）飯塚市スポーツ協会
〈発行日〉令和3年1月15日

Aパート優勝＝三緒浦
準優勝＝頴田A

（日）
１１月１５日

優勝＝伊岐須小ソフトボールクラブ
準優勝＝八木山小ソフトボールクラブ
参加５チーム

（日）
１５日
（土）、
１１月１４日
優勝＝穂波ベーブルース
準優勝＝稲築イーグルス
参加１５チーム

市民ソフトバレーボール大会

新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止

今後開催予定の事業紹介

飯塚市あるこう大会健幸ウォーキング

天然芝のグラウンドで
サッカーボールを元気
に追いかけるサッカー
少年たちを楽しみにし
ています！

詳細は市報や市役所・
協会HP等でお知らせ
致します。
この機会に市内を歩
いて みては い か が で
しょうか！

２月１３日
（土）
１４日
（日）開催

マスク着用

外出控え

密集回避

密接回避

編集後記

昨年から新型コロナウイルス感染症拡大によ
り、イベントが開催出来ない状況が続きまし
た。そんな中、感染対策を行いながら大会や教室を行ってくださった関
係者の皆様には心より感謝申し上げます。
市民の皆様におかれましては、楽しみにされていた大会や教室が中止
となり大変残念な思いをされたと思います。
今後も以前と同じようには出来なくなってきているスポーツですが、新
型コロナウイルス感染症対策を行いながら大会や教室を可能な限り開
催していければと考えております。

（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

【理

（日）
１１月２９日

２月下旬開催予定

事】 杉村

明・土居

勝政・後藤

直巳・藤川

ストレッチ
［もものうら］

換気

咳エチケット

手洗い

いいしんは、
スポーツの推進を応援しています

俊巳・畠中

タオルを握りタオルがピ
ンと張った状態のまま背
伸びします。タオルが緩ま
ないように気を付けてく
ださい。
※手が上がりにくい場合
は無理せず上げられる
範囲で行いましょう。

筋トレ
［もものまえ］

ストレッチ
［体側］

①椅子に腰掛ける。 ②ゆっくりと
片膝を伸ば
したり、
曲げたりを
10回程度
繰り返す。

①椅子に腰掛け、
脚幅を広くとる。
②手を頭の後ろに
添える。

③体をゆっくりと右に倒し、
倒した所で少
し維持して伸ばす。
※10秒程度数えます。
④起き上がったらゆっ
くりと左に倒す。
③と同様
※交互に10回程度
行う。

反動をつけずに、ゆっくり動かし、呼吸を止めないように行います。
（１つの動作を１０秒程度で行いましょう）
※痛みがある動きやキツイ場合は無理をせず中止してください。

飯塚市スポーツ協会

光市

ストレッチ
［背中］

②背中が丸くなら
ないようにお腹
と太ももを近づ
けるように体を
前に倒す。

※伸びに余裕があ
ればつま先は天
井にむける。

密閉回避

隆人・高木

コロナに負けるな！家でも出来るトレーニング『家トレ』の紹介
①椅子に浅く腰掛
け る（ 両 足 が
しっかりつく位
置 ）片 足 の 膝 を
伸ばす。

詳しい内容はホームページをご覧ください

問い合わせ先／TEL.0948-22-6799

（一社）飯塚市スポーツ協会
代表理事 福 田 良 人

昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、様々なイベントが中止となりました。その中でも、もっとも大
きなイベントの延期が「東京オリンピック・パラリンピックの開催延期ではなかったでしょうか。今年は開催予定と
なっておりますが、現在も新型コロナウイルス感染者数も多く油断できない状況であり、より一層一人一人の意識で
感染症対策を行わなければならないと思います。
私どもの事業につきましても、中止にせざるを得ないものもあり、施設の利用に関しましても以前とは異なり、制
限や感染症対策を行い利用していただくといった方法で、皆様にはご迷惑をおかけしている状況ではございますが、
今後とも力を合わせて、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。

第１５回飯塚市長杯 ジュニア秋季
交流大会軟式野球大会

第１１回飯塚市長杯
ジュニアサッカー大会

スポーツと健幸の未来を創る・爽健
明けましておめでとうございます。

第１５回市民バレーボール大会

（日）
１０月２５日
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第１５回飯塚市長杯
ジュニア秋季交流大会
ソフトボール大会

※新型コロナウイルス感染症拡大により
予定していた大会が急遽中止になる
可能性もございます。

Bパート優勝＝栄町２丁目
準優勝＝鎮西A

新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止

・・・・

順位 １位 切通 國雄（飯塚東）
２位 松本 京子（鯰田）
３位 松尾 節子（穂波）
参加１６４名

第4号

第１５回年齢別ソフトボール大会

（日）参加１２チーム
１０月１１日

Facebook
QRコード

※情報提供：
（NPO）北九州スポーツクラブ連絡会

（NPO）北九州スポーツクラブ連絡会のホームページ・フェイスブック・インスタグラムには動画で
トレーニングメニューがございますので是非アクセスしてください。
フェイスブック・インスタグラムをフォローしていただければ最新情報を提供できます。
https://www.kitasuporen.jp/

インスタグラム
QRコード

