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５月26日㈰号砲！

５月26日㈰に開催される今大会は、ゲストに高橋尚子さんと柏原竜二さんを迎え、ゲストランナーとして寺
澤徹さんと富山県出身の野尻あずささんが参加します。
今年も高橋尚子さんと柏原竜二さんが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
いて全参加者に毎年恒例となりました名水鍋や名
前日イベント ５月25日㈯
水ダンゴに加え、富山名産『ます寿し』を配布し
◎生地まち歩き
ます。その他、ステージイベントなど今年も楽し
毎年大好評の「生地まち歩きフェスティバル」。生地の
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！

「メールでランキング」にてデザイン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。

清水や町並みの魅力を再確認してみませんか？
当日はたくさんの出店が並び皆さんのお腹も満足させて
くれます。
（黒部名水マラソン参加者以外でもどなたでも参加ＯＫ。
当日受付してください。）
間 10：00～15：00 ・総合案内 魚の駅「生地」
・時
・問合わせ 漁村文化ミュージアムIKUJI協議会事務局
TEL：090－9765－7878
＊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」

◎「高橋尚子さん＆柏原竜二さん」スペシャルトークショー
高橋尚子さんと柏原竜二さんのスペシャルトークショー
を開催します。ここでしか聞くことのできないお二人の貴
重な話が聞けるかもしれません。たくさんのご来場をお待
ちしております。
・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３回ジョージア音楽祭

●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！

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。大会前日は、間近で生演
奏を聴き、ジョージアの雰囲気、風を感じ、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 12：30～16：00
・会 場 黒部市総合公園 特設ステージ

◎親子リズム体操＆ミニマラソン

交通規制
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。

幼児（未就学児）の親子を対象にし
た親子ミニマラソンを今年も開催。ミ
ニマラソンの前には「親子リズム体操」
が行われます。見学は自由です。ゴー
ルしたちびっ子ランナーは、ご褒美（お菓子袋）がありま
す。ちびっ子ランナー、大喜び間違いなし！参加無料。
・時 間 14：30～15：30
・会 場 黒部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
・受 付 サブアリーナ
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2019年度ちびっこ・わんぱくスポーツ教室 申込開始!!
・開催期間
・開催種目
・対
象
・申込期間
・受 講 料
・申込場所
・申込方法

Ⅰ期（６～８月）・Ⅱ期（９～11月）・Ⅲ期（12～３月）
学校にて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。
ちびっこ教室（小学１～３年生）
わんぱく教室（小学４～６年生）
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。
２種目以内3,500円＋追加１種目につき1,000円
（公財）黒部市体育協会 ☎ 57-2300
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。
バスケットボール教室の様子
※学校でのとりまとめはいたしません。

〔開催種目〕

ちびっこ

わんぱく

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・空手道・レクリエーション

Ⅲ期

ソフトバレー・バドミントン・カンフー体操・ティーボール

Ⅰ期

マット運動・ソフトボール・フラダンス・ドッジボール・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

Ⅲ期

ソフトバレー・カンフー体操・タグラグビー

KUROBEスポーツファミリー
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！
○月曜日＝・健康ウオーキング（９：30～11：00） ・太極拳〔中級〕（９：45～10：45）
・温活ヨガ（12：40～13：25）
・ビーチ倶楽部（10：00～11：30）
・ステップUP（19：00～19：45）
・アクアビクス（13：30～14：15）
・Happy☆コア運動〔初級〕（19：50～20：30）
・ズンバゴールド（15：15～16：00）

○火曜日＝・健やかクラブ（10：00～11：30）
・太極拳〔夜〕（19：30～20：30）

・ライフスイミング〔中級〕（10：00～11：15）
○木曜日＝・太極拳〔初級〕(９：45～10：45)
・楽々すてっぷ（11：10～11：50）
・太極拳〔中級〕（11：00～12：00）
・ノルディック・ウオーク（13：30～15：00）
・Hotピラティス（12：40～13：25）
・バレエ・ストレッチ（19：15～20：05）
・えあろびくす（14：00～15：00）
・ゴーゴーエアロSANAEスペシャル（19：30～20：15）
・癒しのヨーガ（20：20～21：05）
○金曜日＝・アロマ自力整体〔夜〕（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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がんばった！黒部市選手団

第11回チャレンジウオーク
「第11回黒部チャレンジウオーク」が4月14日
（日）に開催されました。今回は小学生から70
代までの方が参加され、総合体育センターから
宇奈月温泉までの20kmのコースをゴールを目
指し歩きました。お昼休憩では、豚汁の振る舞
いがあり、参加者の皆さんは美味しそうに召し
上がっていました。満開の桜が咲き誇り、天候
にも恵まれ、穏やかなウオーキング日和となり
ました。到着後、「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。

全国大会出場の皆さん
第68回全国高等学校スキー大会
小堺真希（生地）
第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会
小堺真希（生地）
アシックス旗争奪第27回ヤングリーグ春季大会
［BANDITS

YOUNG］

村椿知音（生地）・常木光星・浄土塁人（浦
山）・鳥居航汰（前沢）・開健太郎（村椿）
第25回日本リトルシニア全国選抜野球大会
［富山リトルシニア］菊地謙伸（三日市）
彩の国杯第13回全国中学生空手道選抜大会
前本悠太（前沢）・幅口佳七歩（前沢）・長澤
李姫（大布施）・髙野晟汰（若栗）

宇奈月キッズパーク

第25回ジャパンカップビーチボール選手権東京大会

３月10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。
シャボン玉パフォーマンスなど様々なコー
ナーに、多くの家族連れが訪れ、会場はにぎわ
いました。
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。

［Peek-A-Boo］
中美穂（浦山）・吉松雪絵（石田）・境幸子（大
布施）・半場亜梨裟・滝林里奈・紙茜（下立）・
坂口ももこ（内山）
［天神］
板井優哉・朝野深雪（石田）・岩下恭代（田
家）・鳥羽貴美（荻生）
［加積］
城寺修・西本修（前沢）
モルテン杯第13回北信越クラブバレーボール
９人制選手権大会
［ＹＫＫ男子バレーボール部］
藤田浩輔（若栗）・菊池亮・藤崎琉真（石
田）・安本悠代（浦山）・佐藤伸夫（田家）
2019DUNLOP CUP全国選抜ジュニアテニス
選手権大会北信越地区予選大会

お知らせ

［大林TS］山田結斗（三日市）

■臨時休館

［下新川郡TA所属］高松佑衣（三日市）

◇黒部市総合体育センター
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
・体育館/トレーニング室
５月20日㈪～５月29日㈬
・温水プール
５月22日㈬～５月29日㈬

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！

定期清掃休館
・温水プール
６月10日㈪・11日㈫
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第14回黒部市民体育大会

競技日程

６月16日㈰、第14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月に各競技種目、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14回黒部市民体育大会
６月16日㈰

競技日程

《宮野運動公園体育館》総合優勝旗・優勝杯返還式、スティックリング
７月７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》野球、ソフトボール女子、テニス、フットサル
《中ノ口緑地運動公園野球場》野球
《錬成館》柔道
７月14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》ソフトボール男子、 ソフトテニス、 相撲
《おおしまパークゴルフ場》パークゴルフ
10月20日㈰

昨年の柔道の様子

《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
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黒部中央バッファローズ
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黒部中央バッファローズは昭和63年に結成され、今年
で31年目になります。とにかく野球の大好きな子供たちが
集まった明るくて仲の良いチームです。チームを引っ張る
キャプテンを中心に仲間全員で支え合い、優勝を目指し、
日々の練習に励んでいます。小学１年生～６年生を対象
に黒部市立中央小学校グラウンドで活動しており、平日
３～４日の練習と、週末には試合があります。子供たち
には、技術面・精神面の向上はもちろんですが、野球が
できること、支えてくれている人たちがたくさんいるとい
うことに日々感謝の気持ちを忘れず、人間性豊かな子に
成長してくれるよう指導しています。体験入団もできます
ので興味のある方はお気軽に見学にお越しください。
（黒部中央バッファローズ 代表 長谷川善久）

市総合体育センター行事（５～６月）
３（金·祝）
・４（土·祝）
・５（日·祝）
11㈯
12㈰
５ 18㈯
19㈰
25㈯・26㈰

TOYAMACUP中学男子バレーボール大会
三日市区民バレーボール大会
市ビーチボール春季大会
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36回カーター記念黒部名水マラソン

メイン・サブ
メイン
メイン
サブ
メイン
全館

１㈯
２㈰
８㈯
８㈯・９㈰
６
15㈯
15㈯・16㈰
29㈯
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）
黒部市駅伝競走大会「たすき☆ロードリレー」
新川地区ミニバスケットボール夏季大会
新川地区中学選手権大会（水泳）
全日本小学生バレーボール県大会
市中学校選手権大会（バスケットボール・バドミントン）
富山県フットサルリーグ

サブ
メイン

次回第120号は、７月１日に発行します。
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黒部市総合体育センター/周辺特設コース

メイン・サブ
温水プール
メイン・サブ
メイン・サブ
メイン

