
　平成27年10月10日（土）・11日（日）・12日（祝）
　「かなざわスポーツフェスティバル2015」の3日間で、オリンピック種目に親しもう、スポーツパフォーマンス測定会、スポーツ
体験コーナー、金沢マラソン完走セミナー、AGE測定会＆健康づくりセミナーなど盛りだくさんのイベントを開催することがで
きました。
　「オリンピック種目に親しもう2015」では、金沢学院大学所属のトップ選手が自慢の技を披露してくれました。中でも、トランポ
リン競技・岸 彩乃選手の模範演技に全員、目を見張りました。
　「スポーツパフォーマンス測定会」では、最新機器で走る、投げるなどの5項目の能力を測定し、参加者の身体能力が、どの競技
に最も適しているかなどのアドバイスがありました。
　また、ゲストのサッカー元日本代表の名良橋 晃さんと戸田 和幸さんの指導にうなづく子どもたちにお父さん、お母さんも満足
そうでした。
　「スポーツ体験コーナーでは」、バドミントン、バレーボール、新体操、グランドヤード、フレッシュテニス、ソフトテニス、囲碁ボー
ル、体力測定、太極拳、カンフー体操など、どのコーナーも多くの参加者で賑わっていました。
　「金沢マラソン完走セミナー」では、金沢星稜大学の大
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先生から、一か月後に控えた金沢マラソンに向けてのトレーニン
グ方法やコンディション調整などのお話があり、参加者は真剣に耳を傾けていました。
　「AGE測定会」では、健康づくりライフプランナーの薬
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さんから、健康や若さを保つための食事の摂り方や運動の重要性
などのお話しに、参加者からたくさんの質問が出るなど健康に対する意識の高さが伺えました。
　今回初めて開催した「かなざわスポーツフェスティバル2015」ですが、たくさんの市民の皆様にご参加いただき、ありがとうの
声とともに終了することができました。
　これからも、金沢市や各大学、各競技団体などと連携しながら市民の皆様が、スポーツに親しむ様々な取組みを行って参ります。
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　毎年、秋分の日の恒例行事に定着した※「ボレーボレー」を、西金沢少年運動広
場の芝生広場で実施しました。
　参加者のほとんどは、親子や兄弟・姉妹また友人同士のペアでしたが、お互いに
ペアを変えてチャレンジすることも多く見受けられ楽しい大会となりました。
　また、延べ参加者数271名中、1分以上ボールを地面に落とさずに打ち続けるこ
とができた※初段ペアが20組も誕生しました。また、10分以上打ち続けた“達人ペ
ア”も生まれました。
　この中から、未来の「錦織　圭」選手のような世界に通用するテニスプレーヤー
が誕生するかも…
※「ボレーボレー」…二人一組となりネット越しにノーバウンドで打ち合いその時間を計測する。初段：1分　三段：3分　五段：5分　達人：10分

　爽やかな秋晴れのなか、400mトラックの改修工事を記念して、「全国統一
かけっこチャレンジ2015」を開催しました。
　このイベントは、札幌市、会津若松市、横浜市、静岡市、一宮市、四日市市、
大阪市、宮崎市そして金沢市を加えた9つの陸上競技場が連携して行う全国
規模の大会です。
　内容は、50m 走、100m 走の 2 種目でタイムを競うものですが、当日は、5
歳から 61 歳までの約 280 名の参加者が、好タイムを目指して新しくなった
コースを全力で駆け抜けました。
　参加者には記録証のほか、ゴール時の「写真判定カメラ」で撮影した写真も贈られました。
　この記録証は、オリンピックで使用されている記録証と形式は同様とのことで、記録証とゴール写真は参加者に、思い
がけない記念品になりました。
　また、オリンピックや陸上競技に関心を持っていただくために、金沢市出身で昭和7年のロサンゼルスオリンピック三
段跳び銅メダリストの大島鎌吉氏の特別展示コーナーも、今回初めて設置しました。

　昨年に引き続き今年も「スポだめし」を開催しました。今年はお客様が参加しや
すいよう、午前の部と午後の部の2 部構成としました。対象は、小学 4 年～6 年生
でバレーボール・バスケットボール・バドミントン・卓球・ソフトテニス・体操・ハ
ンドボール・サッカーの8種目の中から「4種目」を体験していただきました。
　当日参加した 81 名の小学生には、今後のスポーツ活動を行う際の参考にして
いただければ良いと思っています。

　雲ひとつ無い秋晴れの下、内川スポーツ広場において、「わくわく秋まつ
り」を開催しました。フラダンスやマイケルジャクソンのダンス等に、お客様
自らが参加することで、楽しんでいただきました。また、子どもさんを対象に、
音楽に合わせて太鼓をたたく体験コーナーも実施しました。
　約 400 名の来場者には、清々しい秋の一日を十分満喫していただいたと
思っています。

2015テニスの日 100万人ボレーボレー 

全国統一かけっこチャレンジ2015

多種目体験型スポーツイベント　スポだめし

わくわく秋まつり 

平成27年
9月23日
（秋分の日）

平成27年
10月24日
（土）

平成27年
12月12日
（土）
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　「とどけよう　スポーツの力を東北へ !」をスローガンに日本スポーツマスターズ 2015 空手道競技が、平成 27
年9月19日（土）から21日(月)にかけて金沢市総合体育館で開催されました。
　競技会は、全国から集まった40歳以上の男子と、35歳以上の女子
の“武道家”のべ約 1,500 名が、それぞれ「組手」と「形」に分かれて、
日頃の練習の成果を発揮しました。
　当日は、名誉総裁である高円宮妃殿下にご来館いただき、華やか
な雰囲気の中、競技会は進行しました。
　また、空手道競技以外の種目については、バレーボール競技が中
央市民体育館で、ソフトボール競技が専光寺ソフトボール場で、そ
れぞれ開催されました。
　全国からお越しいただいた選手の皆様に心から感謝申し上げま
す。今度は、ご家族やお友達と一緒に金沢の四季おりおりの風情や
食をゆっくりと楽しんでいただければと願っています。

　北陸新幹線金沢開業記念と銘打った「大相撲金沢場所」が、10 月
17日(土)金沢市総合体育館で開催されました。当日は、県内各地か
ら来館された約3,500名もの大観衆で終日賑わいました。
　穴水町出身の遠藤関や七尾市出身の輝関らの郷土力士やお目当
ての力士などが姿を見せると、大きな声援と拍手が送られました。
　注目の取組では、遠藤関が大砂嵐、魁聖と、輝関は大翔丸、朝赤龍
とそれぞれ対戦しました。
　金沢場所は、今年で3年連続の開催となりましたが、相撲好きな石
川県民は、遠藤関や輝関が今年こそ役力士になって「金沢場所」に凱
旋することを願っています。

　石川県内外のマラソン愛好家が待ち望んでいた「金沢
マラソン 2015」が華々しく開催されました。42.195㎞
のコースは、日本陸上競技連盟、国際陸上競技連盟なら
びに国際マラソン・ロードレース協会から公認を受けた
コースです。
　当日は、あいにく雨模様の天候になりましたが、約
6,000 名のボランティアに支えられ、参加者 11,819 名
は、金沢での初めてのフルマラソンにチャレンジしまし
た。
　7 時間の制限時間内で、参加者の 96.9% に当たる
11,447 名が最後まで走り切り、出場者最高齢の 86 歳男
性も見事に完走され、称賛の声があがりました。
　また、沿道には、約20万人の市民が、太鼓・吹奏楽や大

きな声援と拍手でランナーに熱い激励を送り、金沢市が、マラソン一色に染まった記念すべき日となりました。
　男女とも 3 位までには、漆や金箔を施した金沢ならではのトロフィーが贈られ、完走者全員に金沢駅兼六園口
( 東口 ) の「鼓門」をかたどったメダルが贈られました。スポーツ事業団もゴールで、走り終えたランナーの誘導等
で協力することができました。

“今年も金沢に集まれ　マラソンランナーたち! ”　“平成28年10月23日（日）　開催決定”

日本スポーツマスターズ 2015

大相撲金沢場所

金沢マラソン 2015

平成27年
9月19日（土）
　～21日（月）

平成27年
10月17日
（土）

平成27年
11月15日
（日）
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　5 年に一度の第 2 種公認工事が無事終
了し、第25回金沢市立小学校連合体育大
会で再スタートを切りました。
　当日は、市内の小学6年男子児童2,111
名 同女子1,966名の計4,077名の参加と
なりました。
　いつ見ても圧巻なのは、フィールド全
体を使った「若い力」の集団演技です。
　金沢が発祥の「若い力」を次の世代の若
人に引き継いでいく、金沢の良きスポー
ツ文化を確信した一日となりました。
※若い力…昭和 22 年 第 2 回国民体育大会 ( 石
川県 ) 開催時に、国体のマークと共に国民体育
大会歌として制作されました

　金沢市城北市民運動公園にサッカー競技をメイ
ンとする新たな施設がオープンしました。
　名称は、「金沢市スポーツ交流広場」です。10 月 3
日のオープニングには、山野之義金沢市長の挨拶の
後、オープニングゲームとして、金沢市中学校秋季
サッカー新人戦が実施され未来の金沢を担う少年
達が、新しい競技場で熱戦を繰り広げました。
　主な施設の概要では全面に人工芝を敷設し、夜間
照明設備 4 基を備えたことで、通年の使用が可能な
施設となりました。
　なお、スポーツ交流広場のオープンに併せて、本
田圭佑クライフコートとジュニアスポーツコート
も通年の使用が可能となりました。
　使用に関するお問い合わせ等は下記までお願い
します。

金沢市民野球場：金沢市磯部町ニ45番地　☎(076)251-8189

　2番コートに続き人工芝4面の更新工事が終了し、全コート
が快適に使用できるようになりました。皆様の御利用を心か
らお待ちしております。

陸上競技場公認工事終了
第25回金沢市立小学校連合体育大会

金沢市スポーツ交流広場　オープン

平成27年
10月1日
（木）

平成27年
10月3日
（土）

が快適に使用できるようになりました。皆様の御利用を心かが快適に使用できるようになりました。皆様の御利用を心か

東金沢スポーツ広場　人工芝更新工事終了
平成27年
10月
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　スポーツ推進事業は、健康・福祉などの各分野を所管する金沢市関係各課及び関連団体と連携した事業
を開催することで、市民の健康づくりに幅広く貢献して参ります。

　今回は、平成27年6月から12月の期間に開催された、「いきいきシニア健康教室」（高齢者健康活動支援事業）に
ついて紹介いたします。

　この健康教室は、金沢市健康政策課からの委託を受け、総合体育館、額谷ふれあい体育館、城西市民体育館、安原
スポーツ広場の市内4会場にて開催されました。
　各会場では、運動指導員・看護師・栄養士などの指導のもと、運動前の体調チェック（問診、血圧測定など）から始
まり、体力・筋力向上のための体操、認知症予防のための体操で楽しく身体を動かし、また身体の健康（食事・栄養・
歯・口など）についての知識を深めました。

　各会場12回の教室を2期開催し、延べ登録者107名（延べ982名参加）の市民の方が参加され、「楽しい時間をあ
りがとうございます」「できたらずっと続けていきたい」などといったお声を多くいただくことができました。
　スポーツ推進事業では、これからも様々な事業を開催していきますので、積極的な参加をお待ちしております。

スポーツ推進事業についてのお問合せ

体育館グループ（総合体育館内）
TEL　076-247-9019
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

城西市民体育館 安原スポーツ広場

総合体育館 額谷ふれあい体育館
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プロバスケットボール金沢武士団誕生
　ミリオンスターズやツエーゲンに続け! 
　野球、サッカーに続いて金沢に 3 番目のプロスポーツチームが誕
生しました。産声をあげたのは、TKbjリーグに参入したプロバスケッ
トボールチームの“金沢武士団”(カナザワサムライズ)です。
　10月3日(土)・4日(日)の記念すべき初戦は、京都ハンナリーズを
迎えての2連戦で幕を開けました。会場の金沢市総合体育館は、熱気
であふれかえっていました。金沢武士団は、強豪チームに臆すること
なく、堂々とした試合を展開しました。初戦は惜しくも敗れましたが、
翌日の2戦目は、記念すべき初勝利を上げることができました!
　集まった観客は、金沢武士団のガッツあるプレーから多くの元気をもらいました。なお、オープニングゲームには、
歌手の米米CLUBのボーカル石井達也さんが駆けつけ、国歌を斉唱して、開幕試合を盛り上げました。
　ガンバレ　金沢武士団!　金沢市及び金沢市スポーツ事業団はこれからの活躍を期待しています。

ツエーゲン金沢クラブハウス 竣工式　平成28年1月23日（土）
　J1入りを目指しているツエーゲン金沢の“拠点”となるクラブハウスが完成し、竣
工式が、安原スポーツ広場で行われました。施設の概要は、軽量鉄骨造平屋建て約
600㎡で、ロッカールームやトレーニングルーム、医務室などを完備しています。
　金沢市及び金沢市スポーツ事業団は、ツエーゲン金沢が J1入りするための環境
整備に全面的に協力しています。

ディズニーに学べ! スポーツ事業団職員接遇研修
　11月4日（水）に平成27年度第3回目の職員研修会を行いました。
　この日は「東京ディズニーランド最恐（さいきょう）のトレーナー」と呼ば
れる町
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様を講師にお迎えし、接客・接遇研修を行いました。
　町丸様の経歴の紹介から始まり、受講している職員全員が徐々に話に
引き込まれ、最後はみんな笑顔になる素晴らしい研修でした。
　来館・来場されるお客様と「笑顔であいさつ」を交わす、施設の安全や清
潔に常に気を配る「どれも当たり前のこと」を励行し、少しでも多くのお客
様に喜んで施設を利用していただけるようこれからもお客様との“ふれあい”を大切にしていきます。

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！

　昨年は、3月に北陸新幹線が開業し、11月には“金沢マラソン
2015”で金沢が、大いに盛り上がりました。今年は、オリンピック・
パラリンピックリオデジャネイロ大会が開催されます。スポーツ
に関心も高まる中、スポーツ事業団も市民の皆様のスポーツを通
しての健康づくりにしっかりお手伝いさせていただきます。

編集後記
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【ディズニーランドの
接客・接遇を学びました】
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