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第
35
回
カーター記念黒部名水マラソン ５月27日㈰号砲！

　５月27日に開催される今大会は、特別ゲストに高橋尚子さん、ゲストランナーに寺澤徹さんが参加します。
また、富山県出身の野尻あずさ選手、ＹＫＫ陸上部の末上哲平選手、竹本絋希選手、ユニバーサルエンターテ
インメントの和久夢来選手が招待選手で参加します。そして、箱根駅伝で活躍された経験を持つ柏原竜二さん
がゲストで参加します。
　今年も高橋尚子さんがフルマラソンのコースを移動しながらハイタッチでランナーを迎えてくれます。皆さ
んもコース上でハイタッチをして大会を盛り上げませんか？
　大会当日は、会場となる総合体育センターにおいて毎年恒例となりましたスタッフお手製の名水鍋や名水ダ
ンゴに加え、毎年大好評につき今年も全参加者に富山名産『ますの寿し』を配布します。この他、ステージイ
ベントがあるなど今年も楽しいことが盛りだくさんです！

●参加賞Ｔシャツのデザイン決定！
　２月８日～３月４日の期間、大会ホームペー
ジ並びに総合体育センターにおいて候補デザイ
ン３点の中から投票を行い、今大会参加賞のＴ
シャツデザインが決定しました。

●成績上位者をマラソン大会へ派遣
　マラソン男女各優勝者をアメリカ・オレゴン
州「ポートランドマラソン」へ派遣します。

前日イベント　５月26日㈯

◎生地まち歩き
　湧き出る清水巡りや富山湾の新鮮な海の幸を味わい、
生地の魅力をご堪能ください。その他、漁船ミニ遊覧や
いろいろな体験もできます。
　・時　　間　　10：00～15：00
　・総合案内　　魚の駅「生地」
　・問合わせ　　黒部市役所農業水産課
　　　　　　　　TEL：0765－54－2111㈹
＊無料シャトルバスを運行いたします。
あいの風とやま鉄道黒部駅 ⇔ 総合体育センター ⇔ 魚の駅「生地」

◎親子リズム体操＆ミニマラソン
　ちびっ子ランナー達が主役のミニ
マラソンを開催します。タイムは気
にせず親子で楽しく走りましょう！
完走後にはお菓子をプレゼント！
　・時　間　14：30～15：30
　・会　場　市総合公園内特設コース（約600ｍ）
　・対　象　幼児を含む親子（18歳以上の責任者可）
　・参加料　無料　・参加賞　お菓子

◎「高橋尚子さん＆柏原竜二さん」スペシャルトークショー
　前日イベントとして、高橋尚子さんと柏原竜二さんの
トークショーを開催いたします。トップアスリートとし
て活躍されたお二人のトークをお楽しみください！
　・時　間　15：45～16：45
　・会　場　黒部市総合体育センター　・入場料　無料

◎第２回ジョージア音楽祭
　カーター元アメリカ大統領にちなんでジョージア音楽
祭を芝生広場ステージで行います。前日は、音楽を聴い
て、気分を盛り上げていきましょう。
　なお、黒部市とジョージア州メーコン・ビブ郡は姉妹
都市提携をしております。
　・時　間　13：00～17：00
　・会　場　黒部市総合公園 芝生広場 野外ステージ

●応援でおもてなし
　沿道からの声援やハイ
タッチなどで、ランナーの
走りを後押ししましょう！
皆さんの声援がランナーの
「チカラ」になります！

　大会の開催に伴い、８：00～15：10頃ま
で、市内一円で交通が規制されます。ご理
解とご協力をお願いいたします。

交通規制
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フラダンス教室の様子

・開催期間　　Ⅰ期（６～８月）・Ⅱ期（９～11月）・Ⅲ期（12～２月）
・開催種目　　学校で配布、もしくは市総合体育センター事務所受付に設置のチラシをご覧ください。
・対　　象　　ちびっこ教室（小学１～３年生）
　　　　　　　わんぱく教室（小学４～６年生）
　　　　　　　※市内小学生対象
・申込期間　　５月７日㈪～14日㈪
　　　　　　　Ⅲ期開催教室については10月に追加募集を行います。
・受 講 料　　２種目以内3,500円＋追加１種目につき1,000円
・申込場所　　（公財）黒部市体育協会　☎ 57-2300
・申込方法　　申込書に必要事項を記入し、受講料を添えて申込みください。
　　　　　　　※学校でのとりまとめはいたしません。
　　　　　　　申込書は（公財）黒部市体育協会HPからもダウンロードできます。

平成30年度ちびっこ・わんぱくスポーツ教室　申込開始!!

ちびっこ

Ⅰ期 マット運動・サッカー・フラダンス・陸上・水泳

Ⅱ期 バスケットボール・卓球・陸上（宇奈月）・ビーチボール・よさこい・
ヒップホップダンス・レクリエーション・レスリング

Ⅲ期 ソフトバレー・バドミントン・ティーボール

わんぱく

Ⅰ期 マット運動・ソフトボール・ドッジボール・フラダンス・アーチェリー・
ヒップホップダンス

Ⅱ期 ソフトテニス・陸上（宇奈月）・ビーチボール・よさこい・レクリエーション・レスリング

Ⅲ期 ソフトバレー・カンフー体操・タグラグビー

〔開催種目〕

　今年度の教室には「温活ヨガ」、「Happy☆コア運動」、「楽々すてっぷ」の３教室が新たに加わりました。定
員に満たない教室（下記参照）については、途中からの参加もＯＫ。まだまだ受講者を募集しています。定員
になり次第締切となりますので、受講希望の方はお早めに！体力向上・美容・健康のために仲間と楽しく体を
動かしましょう！

平成30年度 KUROBEスポーツファミリー

○月曜日＝・太極拳〔中級〕（９：45～10：45） ・ビーチ倶楽部（10：00～11：30）
　　　　　・温活ヨガ（12：40～13：25） ・アクアビクス（13：30～14：15）
　　　　　・ステップ（19：00～19：45） ・Happy☆コア運動〔初級〕（19：50～20：30）

○火曜日＝・健やかクラブ（10：00～11：30） ・ズンバゴールド（15：15～16：00）
　　　　　・太極拳〔夜〕（19：30～20：30） ・アロマ自力整体〔夜〕（19：30～21：00）

○木曜日＝・ライフスイミング〔中級〕（10：00～11：15） ・太極拳〔中級〕（11：00～12：00）
　　　　　・楽々すてっぷ（11：10～11：50） ・Hotピラティス（12：40～13：25）
　　　　　・卓球倶楽部（13：30～15：00） ・ノルディック・ウオーク（13：30～15：00）
　　　　　・えあろびくす（14：00～15：00） ・バレエ・ストレッチ（19：15～20：05）
　　　　　・ゴーゴーエアロ（19：30～20：15） ・癒しのヨーガ（20：15～21：15）

○金曜日＝・ベビースイミング（10：00～10：45） ・きときとクラブ（10：00～11：30）
　　　　　・ビーチ倶楽部（10：00～11：30） ・アロマ自力整体（19：00～20：30）
　　　　　・夜のウオーキング（19：30～20：45）

○土曜日＝・ナイトスイミング（19：15～20：30）
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　３月11日、黒部市健康スポーツプラザで宇奈
月キッズパークが開催されました。
　イベントでは、「らいちゃんとあそぼう」の
コーナーやディスクゲッターコーナー、親子で
作るバルーン教室など様々なコーナーがあり、
たくさんの親子が訪れました。
　また、イベントの最後にはビンゴゲーム大会
も行われ、会場は大いに盛り上がりました。

がんばった！黒部市選手団

全国大会出場の皆さん
　４月15日、総合体育センターを出発し、宇
奈月温泉までの約20ｋｍを歩いて目指す「第10回
チャレンジウオーク」が開催されました。
　今年で10回目となるこのイベントには小学生
から80代までの方が参加されました。途中の休
憩ポイントでは、きのこ汁の振る舞いがあり、
参加者の皆さんは冷えた体を温めていました。
天候には恵まれませんでしたが、宇奈月温泉ま
で無事に全員が完歩することができました。到
着後、「湯快リゾー
ト宇奈月グランドホ
テル」や「湯めどこ
ろ宇奈月」で温泉に
入り、疲れた体を癒
しました。

第10回チャレンジウオーク

お知らせ
■臨時休館
◇黒部市総合体育センター
・全館
　５月24日㈭～５月29日㈫
　カーター記念黒部名水マラソン開催のため
　※水曜日は休館日
・温水プール
　６月11日㈪・12日㈫　プール清掃のため

◇黒部市健康スポーツプラザ
・５月27日㈰
　カーター記念黒部名水マラソン開催のため

第73回国民体育大会冬季大会
［富山第一高校］小堺　真希（生地）
ジャパンカップビーチボール選手権　島根大会
［ジゴロ］
佐田孝幸（生地）・山本直嗣（愛本）・中島博和
（荻生）・九里雅史（浦山）・江連俊雄（田家）・
樋口清（田家）・石持政彦（東布施）

［Swish］
上島陽子・老田小百合・飯田操・稲垣里佳・大
田真由美（荻生）・米山清子・出戸端照美（石田）

平成29年度全国高等学校選抜大会
柔道／［富山第一高校］大井　優平（浦山）
柔道／［富山商業高校］三箇　成美（浦山）
レスリング／［桜井高校］松井　駿斗（前沢）
アルペン競技／［富山第一高校］小堺　真希（生地）
第90回記念選抜高等学校野球大会
［富山商業高校］
　福島　　幹（前沢）・広浜　虎威（石田）
モルテン杯第12回北信越クラブバレーボール９人制選手権大会
［ＹＫＫ］
松田俊一（監督・前沢）・川浪明日翔（コーチ・
三日市）・藤田浩輔（若栗）・堀岡幸典（村椿）・
岸村篤・菊池亮（石田）・黒木皓平・野崎拓弥（三
日市）・佐藤伸夫（田家）

第11回春季全日本小学生女子ソフトボール大会
［魚津ジュニアソフトボール］室山　　凜（大布施）
第15回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会
［黒部キッズバレーボール］
目澤仁（監督・入善町）・中田浩子（コーチ・
三日市）・木村彩芭・玉井あかね（大布施）・平
野はる奈・谷川このみ（村椿）・平彩希（東布
施）・出戸端彩希・水島亜依・川端桜都・園家
由花香・能登朱莉（生地）・田中冬愛（浦山）・
玉井ほのか（マネージャー・大布施）

彩の国杯第12回全国中学生空手道選抜大会
　髙野　龍成（若栗）・前本　悠太（前沢）
第31回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会
［富山県選抜］
　上島　太陽（荻生）・村上　太一（荻生）

宇奈月キッズパーク

親子でバルーンアートを楽しむ来場者

黒部市体育協会ＨＰにアクセス！
総合体育センターで開催されるイベントやスポー
ツ教室の受付案内・開催日程などをチェック！
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■第13回黒部市民体育大会　競技日程
６月17日㈰
《宮野運動公園》総合優勝旗・優勝杯返還式、スティックリング
７月１日㈰
《総合体育センター》バドミントン、ビーチボール、卓球
《宮野運動公園》ソフトボール男子、テニス、フットサル
《錬成館》柔道
７月８日㈰
《総合体育センター》 バレーボール（男子・女子）、 水泳
《宮野運動公園》 野球、 ソフトボール女子、 ソフトテニス、 相撲
《中ノ口緑地運動公園》 野球
《おおしまパークゴルフ場》 パークゴルフ
10月21日㈰
《宮野運動公園陸上競技場》陸上（大運動会）　※雨天時は黒部市総合体育センター

市総合体育センター行事（５～６月）

次回第114号は、７月１日に発行します。

　６月17日、第13回黒部市民体育大会総合優勝旗・優勝杯返還式、スティックリングが行われます。昨年は石
田地区が総合優勝を果たしました。
　７月に競技種目、10月に陸上（大運動会）が行われ、総合優勝をかけた戦いが市内各地で繰り広げられます。

第13回黒部市民体育大会　競技日程

が ん ば る 仲 間 た ち 39

黒部バドミントンスポーツ少年団 　黒部バドミントンスポーツ少年団は、1998年の４
月にスポーツ少年団に加入して21年目のチームで
す。火曜日と木曜日の週に２日、市内小学校の小学
４年生～６年生までの男女を対象に黒部市総合体育
センターで活動しています。ここ数年間で徐々に人
数が増えてきており、今年度は33名の子どもたちが
新しく加入し、現在は約60名で活動しています。
　子どもたちには、精神面や技術の向上を図るとと
もに、バドミントンを通して人間性を豊かにしてほ
しいとの思いをもって活動をしています。興味のあ
る方はお気軽に見学にお越しください。
	（黒部バドミントンスポーツ少年団　代表　谷　庄作）

昨年のバレーボール男子の様子

５

３（木·祝）・４（金·祝）・５（土·祝）
13㈰

19㈯
20㈰
26㈯・27㈰

TOYAMACUP中学男子バレーボール大会
市ビーチボール春季大会
黒部市駅伝競走大会「たすき☆ロードリレー」
市スポーツ少年団交流大会（バレーボール）
宮ケ丁杯市オープン卓球大会
第35回カーター記念黒部名水マラソン

メイン・サブ
メイン
サブ
サブ
メイン
全館

６

２㈯
３㈰
10㈰
16㈯
23㈯・24㈰
30㈯

市スポーツ少年団交流大会（バスケットボール）
県高校総体（卓球）
県民スポレク祭（ソフトバレーボール）
新川地区中学校総合選手権（水泳）
ファミリーマートカップバレーボール小学生県大会
市中学校選手権（バドミントン）

サブ
メイン
メイン
温水プール
メイン・サブ
メイン


