
理事長就任について
　4月1日、金沢市スポーツ事業団理事長に就任いたしました糸屋吉廣です。
　さて、3月14日の北陸新幹線開業以来、金沢の街は、連日多くの観光客で賑わっています。
　また11月には、「かなざわマラソン2015」の開催を控え、これまでの歴史や伝統、文化の街に加え
て、スポーツが交流する元気な街として、国内外から熱い視線が送られているところです。
　当事業団におきましては、平成 24年に公益法人に移行して以来、市民の皆様が安心してスポーツ
に親しんでいただけるよう、職員一丸となって、良好な施設の維持管理や笑顔での接客に努めて参り
ました。その結果（公財）日本体育施設協会からは、「総合体育館 評価Ａ」の認定をいただくとともに、
（一財）日本情報経済社会推進協会からは、個人情報の保護が適切になされていることにより「プラ

イバシーマーク」の取得、さらには環境にやさしい施設として「いしかわ事業者版環境ＩＳО」に登録されるなど数々の取り
組みに評価をいただいております。
　また、いつも地域に愛される施設・職員を目指して金沢南総合運動公園内のバラ園の定期的な清掃や専光寺浜・クリーン
ビーチ作戦への毎年の参加、また毎週金曜日の始業時前には、総合体育館の周辺道路を含めたゴミ拾い等を行っています。
　さて、職員のアイデアを取り入れた独自のスポーツ教室やイベントの開催などにより、平成26年度には、150万人を超え
る過去最高の施設利用人数を達成いたしました。
　これからも皆様の御意見を取り入れながら、利用される方々に喜んでいただける施設づくりやスポーツ教室のさらなる
充実に努めていく所存でございます。今後ともの御利用をお願いしまして理事長就任の御挨拶とさせていただきます。
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金沢ウォーク2015
　「金沢ウォーク 2015」が、今年も、いしかわ四高記念公園

（旧 石川県中央公園）を発着点として開催されました。
　コースは、約18㎞のロングコース、約11㎞のミドルコー
スと約 6㎞のショートコースの 3 コースを参加者の体力に
合わせて選択できるコース設定でした。
　当日は、気温もぐんぐん上がり、夏を思わせるような天候に
も関わらず、大きな事故もなく無事終了しました。
　スポーツ事業団も、チェックポイントに立って、大会に協
力することができました。

　当日は、抜ける様な好天に恵まれ、親子わくわく春のテ
ニスイベントを城北市民テニスコートで開催しました。
対象年齢は、4 歳から高齢者までと幅広く、今年は富山県
からの申込みもあり計250名が参加しました。
　年齢と技術に合わせて 10 のブロックに分かれ、指導
は、金沢市テニス協会指導員が行いました。
　イベントコーナーでは、ラケットで的当てゲームなど
も行われ、参加者は心地良い汗を流していました。
　なお、昨年に引き続きプロテニスプレイヤーの新
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さんにも指導していただきました。

親子わくわく春のテニスイベント
（スポーツ事業団主催イベント）

平成27年
4月29日
（昭和の日）

平成27年
5月5日

（こどもの日）

夏休み親子わくわくスポーツフェスタ2015
（スポーツ事業団主催イベント）

平成27年
8月1日

（土）

　親子でスポーツ体験をするイベントを企画し、当日は計
430名もの参加がありました。メインとして、指導者の下で、
トランポリンやサッカー、スポーツチャンバラ、グランド
ヤード※を体験していただきました。中には、初めてトラン
ポリンに乗った子どもさんもいましたが、慣れてくると自慢
げに飛んでいました。「子どもの体力測定コーナー」では、自
分の体力を確認してもらい、「チャレンジ！ スポーツゲーム
コーナー」ではいろいろなゲームに挑戦することで景品を
ゲットし、満足顔な子どもさんも多数いました。今年の夏休
みの良い思い出になったかな!
※ グランドヤード：「床で行うビリヤード」を指し、ゲートボールとビリヤード

の合体語。
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　金沢市は、日本たばこ産業株式会社（ＪＴ）金沢
工場跡地の一部をソフトボール場として整備しま
した。
　施設としては、両翼が 76.2m で男・女トイレ及
び50台収容可能の駐車場を備えています。
　使用時間は、日の出から日没まで、また使用料金
は無料となっています。

　オープン当日は、完成記念式典が行われ、住民と
共にスポーツ活動の拠点完成を祝いました。金沢
市では、利用がソフトボール競技にこだわらず、グ
ラウンドゴルフや各種イベント等にも大いに使っ
ていただき地域住民の交流の場となることを期待
しています。
　皆様の御利用を心からお待ちしております。

新施設紹介 伏見川グラウンド

施設の申込みは西金沢テニスコートで受付します。
・伏見川グラウンド：金沢市米泉10丁目1番9号
・西金沢テニスコート（申請受付）：金沢市西金沢3丁目684番地 ☎（076）-240-3848

TEL （076）241－0882　 かなざわスポーツねっと 検索 　⬅ 詳しくはWebで!TEL （076）241－0882　 かなざわスポーツねっと 検索 　⬅ 詳しくはWebで!

日時  10月10日（土）、11日（日）、12日（月祝） 各日 9:00～16:00
会場  金沢市総合体育館（金沢市泉野出町3丁目8番1号）

スポーツ体験コーナー
ソフトテニス、バドミントン、バレーボール、トランポリン、太極拳、フレッシュテニス、グラ
ンドヤード、3B体操、囲碁ボール、新体操、チアリーディング、健康体操、体力測定
色んな種目を「無料」で体験できる “ お得な ” コーナーです。興味のある種目の会場を回って自由にお楽しみ
ください♪
※ 日や時間帯によって開催される種目は変わりますので、ホームページのスケジュール表を参考にご参加ください。

10月10日（土）、11日（日）、12日（月祝）開催
申込み不要当日自由参加参加費無料

特別セミナー

講師：薬子利恵さん 健康づくりライフプランナー
アナタの体内年齢はいくつ？
食生活や運動習慣を改善して若返りましょう！

AGE測定会＆健康づくりセミナー
10/10（土）、11（日）、12（月祝）　13:30～15:30

講師：大森重宜さん 金沢星稜大学 スポーツ学科 教授
ロサンゼルスオリンピック日本代表
1か月後の金沢マラソンに合わせて、どんなトレーニン
グが有効か、どのように体調管理をしたらよいかお話
しします。

金沢マラソン完走セミナー
10/12（月祝）　10:00～12:00

特別イベント

金沢学院大学所属のトランポリン、バドミントン、柔道、ウエイト
リフティングのトップ選手が世界レベルの技を披露します！
演技披露の後は各種目の体験教室を開催！

ゲスト：トランポリン　岸　彩乃選手

オリンピック種目に親しもう2015
～金沢学院大学トップアスリート スポーツ講座～
9:30～12:00

スポーツパフォーマンス測定会
9:30～16:30

10/10
（土）

10/11
（日）

最新の測定機器で 5 項目の能力を測定し、どの能力が
優れているかを知り、自分に合ったスポーツをアドバイスします。
スペシャルゲストにサッカー元日本代表の名良橋　晃さんと戸田
和幸さんが来場します！

北陸
初開催!

スポーツで人とまちを元気にする！
スポーツを楽しむ3日間！

主催：金沢市　
運営：公益財団法人 金沢市スポーツ事業団　
後援：金沢市教育委員会

かなざわスポーツ
フェスティバル
かなざわスポーツ
フェスティバル
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●施設名等を変更
　平成27年度から、本田圭佑クライフコート
及び少年スポーツコートの施設名等が次のと
おり変更となりました。

●施設休業案内
陸上競技場
　平成27年度は、第2種公認期間（5年間）が終了する年度となるため、施設を休業して新たに再公認を取
得するための大規模改修工事を行っています。
　主な改修内容としては、摩耗したトラックの上部層を補修する工事と、 円盤・ハンマー投げ用の囲いや
走り高跳び用マット等の競技用備品の更新を予定しています。これは、独立行政法人 日本スポーツ振興セ
ンター（通称JSC）の「スポーツ振興くじ助成」を受けて実施されるものです。
改修工事休業期間は、下記のとおりです。　

改修工事休業期間（予定）：7月6日（月）～9月30日（水）

●施設一部休業案内
東金沢スポーツ広場
　2番コート以外の4面を全て更新する工事を予定しております。
　なお、3 番コートについては、人工芝表面の状態が著しく劣化してきたため、現在閉鎖しており、4 面で
一般開放しております。
人工芝の改修工事休業期間は、下記のとおりです。

改修工事休業期間（予定）：10月1日（木）～10月31日（土）
（この期間の2番コートは、当日申請で御利用していただきます。）

いずれの施設も安全性や利便性を考慮した改修工事です。
休業期間中は、御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力のほどよろしくお願いします。

お知らせ

・施設名称
　本田圭佑クライフコート➡変更なし
　少 年 ス ポ ー ツ コ ー ト➡ジュニアスポーツコート
・使用時間
　本田圭佑クライフコート：

　日の出から日没まで➡9：00～19：00
　ジュニアスポーツコート：

　日の出から日没まで➡9：00～19：00
・使用料金
　本田圭佑クライフコート：変更なし（無料）
　ジュニアスポーツコート：無料→有料（430円/時間）

　いよいよ金沢マラソン 2015
の号砲が間近に迫ってきました。
　7 月 5 日（日）二次抽選が行わ
れ、当選結果を申込み者に発送し、
定員12,000名が決定しました。
　参加が決まったランナー達
は、初のフルマラソンで金沢を
まるごと「走る！」自分の姿を思
い描いていることでしょう!

金沢マラソン2015
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1
高齢者健康活動支援事業

簡単な体操やストレッチ、軽運
動で身体を動かし、寝たきり予
防や認知症予防などを目的とし
た教室の開催。

＊ いきいきシニア健康教室（金沢市健康政策課と連携）、ヨ
ガ・太極拳・気功教室など開催中！

3
子どもの身体づくり支援事業

心身の健全な発育発達を目的
にさまざまなスポーツ教室や
ダンス、バレエ教室の開催。

＊ スイミング（3 歳～）、テニス・
サッカー（年中児～）、新体操・
クラシックバレエ（年少児～）
など開催中！

2
地域健康スポーツ活動支援事業

市民の健康スポーツ活動を
サポートするさまざまな教
室の開催や地域にスポーツ
指導者を派遣します。

＊ いきいき健康講座（金沢総合健康センターと連携）、フラ
ダンス、ヨガ、テニス教室など開催！また、指導者派遣や
スポーツ用具貸出、出張体力測定なども実施中！

4
わくわく子育て支援事業

親子で一緒に楽しめるス
ポーツ教室やイベントの
開催。

＊ 親子ふれあい教室（2・3歳）
を開催中！また、季節ごと
に楽しいイベントも開催！

7
金沢マラソンサポート事業

マラソン参加を目指す
市民ランナーをサポー
トします。

＊ ナイトラン教室（金沢星稜大学 大森重宣氏）、サタデーラ
ン教室（金沢市陸上競技協会 島元哲男氏）などを講師に招
き開催中！金沢市金沢マラソン推進課と連携

5
ジュニアアスリート競技力

向上サポート事業
専門知識を有する指導者が競技力
向上をサポートします。

＊ サッカー（ツエーゲン金沢）、テニス・
ソフトテニス（金沢市テニス協会・金
沢市ソフトテニス協会）の競技を対象
に開催中！

昨年度までの「生涯スポーツ推進事業」を、今年度より金沢市の政策に呼応した 7 つの事業に細分化し、
金沢市関係各課および外郭団体との連携強化に努め、スポーツ・健康・福祉などの各分野を通じて市民の
健康スポーツ活動を提供していきます！

問合せ・申込み先

スポーツ推進部門 体育館グループ
TEL 076-247-9019
FAX 076-247-9016
受付時間　9：00～17：45（土日祝日除く）

スポーツ推進事業トピックス 平成27年度より新たにスタート！

活動グループなどに指導者を派遣
し、健康でかつ充実した日常生活
を営むことができるようサポート
します。

＊ 金沢市福祉サービス公社と連携

6
障がい者スポーツ活動支援事業
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 発行   公益財団法人 金沢市スポーツ事業団
〒921-8116 金沢市泉野出町3丁目8番1号 
TEL：076-247-9018　FAX：076-245-6466
E-mail：sports-s@m3.spacelan.ne.jp　URL：http://www.kanazawa-sports.jp/

スポーツ事業団は地元に密着した
プロスポーツチームを応援しています！

　今年前半は、サッカーのなでしこジャパンやテニスの
錦織選手の活躍などで日本中が沸き立ちました。
　11月には、いよいよ 金沢マラソン 2015 が開催され
ます。スポーツの形態には、見て楽しむスポーツ、自分で
行うスポーツなどさまざまです。スポーツ事業団は、こ
れからも金沢のいろいろなスポーツに携わって行きた
いと考えております。

編集後記
にしどん

の

　今年前半は、サッカーのなでしこジャパンやテニスの

にしどんにしどんにしどん
の

トピックス
　平成 27 年 6 月 21 日（日）総合体育館において、バドミントン競技
をしていた利用者が、突然、意識を失ったため、当事業団職員の水島
浩司は、その場に居合わせた利用者と協力して、ＡＥＤを操作すると
同時に心肺蘇生を施した結果、利用者は一命を取りとめることがで
きました。なお、このことについて、7月27日（月）金沢市消防局から
消防協力者表彰を受けました。

夏の風物詩
　平成27年6月26日（金）～7月7日（火）にかけて総合体育館、城北市民テ
ニスコート等9施設において「七夕飾り」を実施しました。
　いずれの施設でも、短冊の重みで笹がしなるほど多くの「願い事」が掛けら
れていました。
　短冊に記された全部の願い事が叶いますように!

職員の行動指針を策定しました（平成27年7月1日）
　私たちは、地域に愛され、日 「々ありがとう」の声があふれる施設づくりを目
指します。そのために、目の前のお客様一人ひとりを大切に思い、次の 5 つの
言葉を自らの行動指針として誠実に行動します。
１．安　全 私たちは、お客様に安全で安心できる環境を提供します。
２．笑　顔 私たちは、お客様にいつも笑顔で接します。
３．感　謝 私たちは、お客様に常に感謝の気持ちを伝えます。
４．満　足  私たちは、お客様が満足し、感動していただけるサービスを提供します。
５．創　造 私たちは、お客様のために新たな価値を創造していきます。
 ※価値：サービス、魅力など

平成27年度スローガン　 “ありがとうのキャッチボールをあなたと”
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