
■ 運動施設の予約方法

伊豆市役所ホームページの
リンクから確認する事が
できます。

個人での利用も大歓迎
　　　　　
個人での利用も大歓迎
　　　　　

スポーツ団体だけではなく

各団体に関するお問合わせや入会希望は 伊豆市体育協会事務局 TEL・FAX ０５５８-７２-５９３５ までお願いします。

編集後記編集後記

　今年はいよいよオリンピックイヤー。ロンドンにて7月27日から8月12日の17日間で開催されます。
26の競技を世界のトップアスリート達が、勝利に向って熱い戦いを繰り広げます。
　さて、このオリンピックの五輪マークが何を表わしているか皆さんはすでにご存知ですね。
まず、5つの輪はヨーロッパ、アフリカ、アジア、オセアニア、アメリカの5大陸を表わし、重なり
合う輪は、平和への発展を願っています。そして5つの色については、さまざまな説があり、自然現
象の「火」「水」「木」の緑色と「土」の黒色、「砂」の黄色とスポーツの5大鉄則である「情熱」
「水分」「体力」「技術」「栄養」を5色で表現しているという説が有力のようです。
さあ来たる、スポーツと平和の祭典、オリンピックを皆さんで応援しましょう！そして、がんばれ！ニッポン！

「スポーツをする、スポーツをみる、スポーツを支える」主役は皆さんです。

広報委員会／　八木下淳、遠上文夫、木村正、鈴木一義、日吉武紀

事務局紹介

● 鈴木　延尚

● 鈴木　葉子

● 鈴木　里美

《《《  修善寺体育館  》》》

● 三須　武仁

● 森野　克義

● 飯塚　　博

◀ 日吉　武紀
・伊豆市
　修善寺在住
・スポーツ歴：
　陸上競技

● 今井紀久代

● 沖田　公代

● 梅原　宏史

《《《  狩野ドーム  》》》

● 土屋　五郎

● 中井　信廣

● 山田美津子

● 熊山　富榮

● 佐藤香代子

● 勇　里江

  《《《  丸山スポーツ公園  》》》

● 渡辺　　廣

● 土屋　昭彦

● 鈴木　誠機

◀ 田村　泰輝
・伊豆市
　金山在住
・スポーツ歴：
　サッカー
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予約！予約！施設の空き状況の確認が
インターネット上で
出来るようになりました。

施設の空き状況の確認が
インターネット上で
出来るようになりました。

① 伊豆市役所ホームページの「公共施設予約・案内」
 から空き状況の確認をする。
② 利用したい施設に電話で仮予約をする。

③ 伊豆市役所のホームページの　　　　　から
 「伊豆市運動施設申請書」をダウンロード、
 それを印刷し記入事項を全て埋めFAXでおくる、
 または施設に直接行き申請書を提出する。
④ 利用日に施設を利用する。
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 それを印刷し記入事項を全て埋めFAXでおくる、
 または施設に直接行き申請書を提出する。
④ 利用日に施設を利用する。

インターネットを使って…

伊豆市で
検索
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総合型地域スポーツクラブ「アルテ伊豆」
　　　　　　　　設立 1周年を迎えて
総合型地域スポーツクラブ「アルテ伊豆」
　　　　　　　　設立 1周年を迎えて

アルテ伊豆会長　長倉　春生

いつでも・どこでも・だれでも・いつまでも

★スロートレーニング
一期／5月9日～7月11日…（91名）
二期／7月25日～10月17日…（101名）
三期／10月24日～12月26日…（111名）
四期／1月16日～

★キッズサッカー
毎週水曜日開催中…（参加者20 名前後）

★ふれあい3Ｂ教室
前期／4月2日～9月17日…（10 名）
後期／10月1日～

★子ども体育教室
前期／4月9日～9月
…（幼児 50 名・小学生40 名）
後期／10月29日～
…（幼児 45 名・小学生 20 名）

★健康アップ教室
前期／4月23日～9月24日…（15 名）
後期／10月22日～…（14 名）

活 動 報 告
　スポーツを楽しむことができる社会を実現するために、その地
域に住む「皆さん」が主役のスポーツクラブです。
　その運営の基盤は受益者負担とボランティアシップです。子ど
もから高齢者の方々までを対象に、生涯にわたってスポーツに親
しみ心身の健康づくりを推進すること、スポーツを通じて子ども
の健康育成、スポーツ愛好者の活動の場づくり、そしてスポーツ
を通じて地域住民の交流を深め豊かなコミュニティーづくりに貢
献したいと考えています。

平成12年に策定された国の
「スポーツ振興基本計画」中で
①生涯スポーツの実現
②成人の週1回以上のスポー
ツ実施率50％を目指す。
（伊豆市は12.4％）

その到達目標のために総合型
地域スポーツクラブの育成が
あります。

伊豆市ではＮＰＯ法人伊豆市
体育協会が中心となり「スポー
ツクラブ　アルテ伊豆」をたち
あげ、平成23年4月より「仲間
づくり、健康づくり、人づくり」
「誰でも気軽に楽しくスポーツ
ができ、生きいき暮らせる地域
づくり」の理念のもと次ページ 
5つのプログラム を開催してい
ます。

総合型地域スポーツクラブ とは

体 育 協 会 活 動 報 告

会員・参加者
募集中

指導者スタッフ
募集中

ボランティアスタッフ
募集中

いろいろなプログラムに参加をして
自分にぴったりなスポーツを見つけよう！
活動日・活動時間が変更になる可能性がございますので事務局まで問合せをお願い致します。

 4/24 第 8 回伊豆市弓道大会
 5/30 定期総会
 6/5 伊豆市地区対抗女子バレーボール大会
 6/23 伊豆市地区対抗男子ソフトボール大会
 7/3 父親ソフト伊豆市予選
 8/9～8/11 JBS（ジュニアバッティングスクール）カップ（魅力プロジェクト事業）
 8/14～8/17 高校男子ソフトボールサマーキャンプ（魅力プロジェクト事業）
 8/28 伊豆半島横断サイクリング
 9/11 静岡県スポーツフェスティバル男女混合バレーボール大会
 9/11 伊豆市地区対抗ソフトボール交流大会（390 歳ソフトボール）
 9/25 第 8 回伊豆市カップ（バスケットボール大会）
 10/2 〃
 10/23 第 8 回伊豆市会長杯（社会人野球大会）
 10/29 サイクルメッカ伊豆
 10/30 伊豆市テニス選手権（壮年、初心者）
 11/6 伊豆市テニス選手権（一般）
 11/3～11/4 日本女子ソフトボールリーグ1部 2部入替戦（魅力プロジェクト事業）
 11/20～11/23 第 6回　伊豆市市長杯学童部野球大会
 11/25 スポーツ少年団　母集団研修会
 11/27 第 29 回伊豆市剣道会修善寺剣道大会
 12/3 第 12回しずおか市町対抗駅伝競走大会
 12/11 伊豆市柔道大会
 1/22 伊豆市駅伝大会
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各大会の結果報告は
事務局まで FAX 又は
メールにてお知らせく
ださい。ホームページ
に掲載いたします。

教室名 対　象 内　容 活動日 参加費 定員 空き状況

スロー
トレーニング

キッズサッカー

健 康 アップ

ふれあい3B体操

子 ど も 体 育

健康は骨盤から
ストレッチ＋筋トレで
自分の身体を変えていこう

サッカーを通じて体力向上
や仲間作りをします。

健康で自立した生活をおくる
ため、筋力をアップしよう。

音楽に合わせて赤ちゃんから
未就学児がお母さんと一緒に
運動します。運動不足解消、
メタボリックを吹き飛ばそう。

基本的な運動を通じて心身の
健全な発達をお手伝いします。
いろいろな運動を楽しく行い
ます。

一　般

毎週月曜日
19：00～21：00
生きいきプラザ

（市民文化ホール）

1期
10回
3,000円

130名 一番人気
申込殺到

1回
300円 30名 日によって

余裕なし。

1期
10回
3,000円

20名 空き僅か。

1期
10回
3,000円

各10名 年代によっては
空き少ない。

1期
5回
1,500円

各70名
二番人気

定員アップにより
空き増加。

毎週水曜日
17：15～18：20
修善寺体育館

第2・4土曜日
9：30～11：00

修善寺改善センター

第1・3土曜日
10：00～11：00

修善寺改善センター

5歳～小1・2

60 歳以上

親子

年少～年長

小学生

シニア
60歳以上

第2土曜日
9：50～10：50
11：00～12：00
修善寺体育館

　「アルテ伊豆」は昨年平成 23 年 3 月 26 日に設立総会を経て発足しました。11 日の大震災で計画

停電等不安定な時期にもかかわらず、伊豆市教育委員会をはじめ行政の応援と母体である伊豆市体

育協会の援助により一歩前に進みました。市民が主体的に活動し、子供から高齢者を対象に生涯に

わたってスポーツに親しみ心身の健康づくりを推進し、子供の健全育成、スポーツを通じた地域住

民の交流などを深め豊かなコミュニケーションづくりを狙いとしています。現在はスポーツ教室実

績のある子供体育教室・キッズサッカー教室・健康アップ教室・ふれあい体操教室・スロートレー

ニング合計約 200 人で活動しています。幼稚園と小学生・60 歳以上と人気のあるスロトレの中年を

対象としているので、まだ働く成人の活動事業が少ないのが現状です。今後とも、伊豆市民のスポー

ツ活動をより一層支え、体育館やグランドで元気な声が飛び交う街づくりを目指して参ります。

《  問合せ先／事務局　TEL＆FAX  0558-72-5935  》


