スポーツ推進事業
大人気！

トピックス

サークル・クラブ紹介

金沢市内で活動しているスポーツ
サークルやクラブを紹介します。

金沢市スポーツ事業団
広報誌

いま、スポーツの楽しさを創造する！

第

出張体力測定はいかがですか？

草野派糸東流拳法空手道会

金沢道場

28 号

2016 年夏号
最近、
企業においては従業員の健康維持や業務の能率向上など職場での健康に対する意識が高まっています。
金沢市スポーツ事業団では、
これまでの地域の健康づくりに加えて職場やグループなどを対象に、ご希望の
場所へ出張する体力測定を行っております。
「全身反応時間」
「長座体前屈」
「垂直跳び」
「上体起こし」
「閉眼片足立ち」
「握力」の 6 項目に加え、体の中の筋
肉量や体脂肪率を測る「体組成測定」を行います。
測定終了後には各項目の得点を集計し、年代別の 5 段階評価でご自身の現在の体力のレベルを知ることが
できます。また、測定結果はコンピュータに入力し、後日「体力測定レポート」としてお渡しいたします。この
レポートは継続的に体力測定に参加していただくことで、過去の記録と比較することもできます。
普段、運動やスポーツをされていない方でも気軽に測定することができますので、ぜひ、地域や職場での健
康づくりにお役立てください。

測定項目

体力測定レポートはこのように出力されます。

全身反応時間
（敏捷性）

閉眼片足立ち
（平衡性）

長座体前屈
（柔軟性）

垂直跳び
（瞬発力）

握 力
（筋力）

測定人数 15 〜 20 人程度
60 分 4,110 円
測定人数 30 〜 40 人程度
90 分 5,140 円
※測定人数が 40 人を超える場合は、事前にご相談
ください。

2020 年 東京オリンピックの正式種目として「空手」が選ばれました！
草野派糸東流拳法空手道会 金沢道場は、四大流派のひとつである「糸東流（しとうりゅう）空
手」です。糸東流流祖の摩文仁賢和（まぶに けんわ）先生は、首里手（しゅりて）の糸洲安恒（いとす
あんこう）先生と那覇手（なはて）の東恩納寛量（ひがおんな かんりょう）先生に師事し、二人の名
前の「糸」と「東」をとって「糸東流」と名付けました。
糸東流の特徴は、2 つの流れを汲んでいるため形の数が非常に多いことです。また、形を根幹と
した精神修養に重きを置いています。
当会は、流派相伝の空手の技を学び、心身の健康の維持と目標を持って一生続けられる空手を
目指しています。 現在、小学生から 50 歳代の大人まで約 30 人が楽しく汗を流しています。基本
練習と流派に伝わる「形」を中心に練習しており、試合形式の組手練習も行っています。
糸東流は他の流派と比べて形の種類が多く、首里手系の俊敏な形や那覇手系の重厚な形など自
身の体格に合った形を選んで極めて行くのも楽しみのひとつです。
当会は、全日本空手道連盟、石川県空手道連盟、金沢市空手道会に
加盟しており、金沢市民体育大会や金沢市空手道選手権大会にも出
練習場所
米丸小学校 1 階体育館（金沢市東力町）
場できますので、目標を持って練習に取り組めます。
練習日時
毎週土曜日 19:00 〜 20:30
空手は老若男女問わず、大人になってからでも自分の力の範囲で
連絡先
道場長 楠 謙一
上達していけますので、何歳から始めても大丈夫です。少しでも空
090-2014-3965
手に興味がありましたら一度、見学に来てみませんか？
ＨＰ
http://kusanohakarate.jimdo.com/
体験練習もできますので、練習日にお気軽にお越しください。

ありがとう

感謝のプール清掃

50 年の歴史に感謝の気持ちをこめて…

サークル・クラブ紹介 掲載団体募集！
金沢市スポーツ事業団

・安全
・笑顔
・感謝
・満足

上体起こし
（筋持久力）

指導派遣料

特集

市営総合プール屋外プール

・創造

私たちは、
お客様に安全で安心できる環境を提供します。
私たちは、
お客様にいつも笑顔で接します。
私たちは、
お客様に常に感謝の気持ちを伝えます。
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。
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

編集後記
出張体力測定のお問合わせ
総務兼スポーツ推進係
（金沢市総合体育館内）
TEL （076）247-9019
受付時間 9：00 〜 17：35（平日のみ）

発行

金沢市内で活動しているスポーツサークルやクラブ、チームを
紹介してみませんか？
掲載希望の方は、下記メールアドレスへご連絡ください！

職員行動指針

info@kanazawa-sports.jp
「団体名」
「種目」
「代表者名」
「e-mail」をお知らせください。
掲載団体はこちらで選択させていただきますので、お申込み団体す
べてに掲載をお約束するものではありませんのでご了承ください。

「金沢市スポーツ事業団だより」は、広報誌「Sports Fan」としてリニューアルしました。夏・冬の年 2 回発行
となりますので、今後とも、ぜひ、ご愛読くださいますようお願い申し上げます。

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/

公益財団法人金沢市スポーツ事業団
5
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私たちは、金沢市のスポーツを推進する公益法人です。

かなざわスポーツねっと

検索

http://www.kanazawa-sports.jp

いま、スポーツの楽しさを創造する！
平成28年

特集

“ありがとう” 感謝のプール清掃

金沢市営総合プール屋外プールは、昭和 34 年にオープンして以来、日本マスターズ大会や石川国体、全国高校総体など全
国大会の舞台にもなり、リオデジャネイロオリンピック日本代表の小堀勇気選手やソウルオリンピック背泳ぎ金メダリス
トの鈴木大地スポーツ庁長官もこのプールで競い合っていました。
また、競技大会だけでなく、夏休みには真っ黒に日焼けした子供たちも水泳を楽しんできました。
半世紀を超える長い歴史を刻んだこのプールは本当に多くの市民に愛されてきたプールです。

スポーツ施設に咲く花の写真
デジタルフォトコンテストを開催しました！

4月〜5月

3日間、めいっぱい楽しめます♪

10 月 8 日（土）、9 日（日）、10 日（月祝） 各日 9:00 〜 16:00
金沢市総合体育館、城北市民テニスコート

日時
会場

【第 1 位】

金沢市スポーツ施設の新たな魅力発見！として、平成 26 年度よりフォトコンテストを開
催しています。金沢市のスポーツ施設では春先に桜、
チューリップ、
ツツジ、
芝桜、
スイセン、
パンジー、ハナミズキ、ライラック、コブシなど多くの花を楽しむことができます。
今回も 4 月から 5 月にかけて実施し、29 作品の応募がありました。花の一瞬の表情を捉
えた作品はどれも個性的で素敵な作品ばかりでした。作品は、スポーツ施設に掲示し、ご来
場のお客様の投票で順位を決めています。今年は、
773 名の投票によって 2,208 票が投じら
れ順位が決定しました。
1 位から 3 位までの入賞者には、賞状と応募作品の拡大プリント写真、富山産チューリッ
プ球根セット1箱を賞品として進呈しました。
今後も、
いつもと違った視点で金沢市スポーツ施設を楽しんでいただければと思います。

※テニスフェア以外は、金沢市総合体育館が会場です。

かなざわスポーツ
フ ェ ス テ ィ バ ル2 0 1 6

撮影場所：内川スポーツ広場
タイトル「夕日に光るツツジ」

スポーツ体験コーナー
平成28年
多くの市民に愛されてきた屋外プール

昭和 34 年当時の屋外プール
手前が飛込みプール、奥が 50mプール

飛込みプールは映画の舞台にも！
飛込みプールは、日本で一番古く温かみのある飛込みプールとして、ま
た、飛込み王国石川というのも決め手となり、映画監督熊澤尚人監督から
選ばれ平成 20 年に公開された、作家 森 絵都さんの原作で、飛込み競技
に青春を懸ける少年たちを描いたスポーツ青春映画「ダイブ !!」の撮影舞
台にもなりました。
この映画で主演を務めた林遣都さんを始め、溝端淳平さん、池松壮亮さ
ん、瀬戸朝香さんらが約 2ヵ月間、総合プールで撮影に臨んでいました。

出演者のサイン入り
ポスターと色紙が今
も総合プールに飾ら
れています。

春のわくわくテニスイベントを開催しました！

感謝のプール清掃 参加団体
金沢市水泳協会、NPO 法人金沢市水泳協会、石川県水泳協会、金沢スイミングクラブ、リバティ水夢倶楽部、金沢駅西スイ
ミングクラブ、いいね金澤水泳部、シンクロ岩井康子、日本泳法日泳会、その他 各大学や高校、各市町水泳協会、ダイビン
グクラブ、個人の方など多くの方にご参加いただきました。

※開催日や時間帯によって種目が変わります。ホームページ等でスケジュールをご確認のうえご参加ください。

目指せ！金沢マラソン ナイトラン教室を開催しました！

〜 7月15日（金）

5 月27日から 7 月15日の期間で、ナイトラン教室を開催しました。この教室には、
金沢マラソンを目標に 20 代から 60 代までの 48 名が参加し、フルマラソンの完走と
タイム短縮を目指して頑張っていました。
この教室は、レベルアップだけでなく、同じ目標を持つ仲間と共に競い合い、励ま
し合いながらランニングの楽しさを満喫できるところが魅力のひとつです。
講師は、ロサンゼルスオリンピック出場の金沢星稜大学 大森重宜（おおもり
しげのり）教授にご指導いただき、科学的で多彩なプログラムに参加者から好評を得ています。
この教室で練習したことを活かして、金沢マラソンでは好タイムを目指して頑張ってください！

事前申込必要

特別イベント
8日
（土）

9日

SOMPOボールゲームフェスタ2016

テニスフェア
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講師：薬子利恵さん
健康づくりライフプランナー

中身は見た目より老けている !?
老化の原因物質と言われている「AGE」を測定し、
食生活や運動習慣を改善して若返りましょう！

金沢マラソン完走セミナー
10 日（月祝） 10:00 〜 11:30
おお もり しげ のり

講師：大森重宜さん

金沢星稜大学

教授

元ロサンゼルスオリンピック日本代表の大森先生
によるフルマラソンを楽しく完走するためのセミ
ナーです。
効率的な身体の動かし方などを科学的に解説しま
す。

8 月 23 日（火）から

大人気のテニス体験会です！（対象：年長〜一般男女）

申込み受付開始！

かなざわスポーツねっと

検索

お申込みは Web で

⬅ 詳しくは Web で !

9 月 20 日（火）から申込み受付開始！

願いよ届け！七夕飾りをつくろう！２０１６を開催しました！

全国統一かけっこチャレンジ 2016

平成28年
6月25日（土）

季節の風物詩として平成 17 年度から実施している「七夕飾りをつくろう！」も今年で 12 年
目を迎えました。今年は、6 ／ 25 〜 7 ／ 7 の期間に体育館、テニスコート、屋外施設、プールな
ど 12 か所のスポーツ施設に笹を展示し、親子連れやクラブなどの生徒たちが願い事を書いた
短冊を吊るしたり、折り紙などの飾り付けを楽しんでいました。
願い事が書かれた 3,547 枚の短冊は、神社に奉納し、お焚き上げしていただきました。皆さ
んの願いが叶うといいですね♪
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全国
会場
で開催！

主催：公益財団法人 金沢市スポーツ事業団、公益財団法人 日本陸上競技連盟

〜 7月7日（木）

日時

10 月 29 日（土）9:00〜13:00

会場

金沢市営陸上競技場（金沢市弥生 3-5-1）

・写真判定装置を使用してタイムを測ります！
・全国での順位がわかります！
・ゴール写真と記録証がもらえます！

“気軽に” “ 本格的な環境で ” “ 子供から大人まで誰でも参加できる”
50m走、100m走のかけっこ大会です。

TEL（076）241 0149（市営総合プール内）
2

北陸
初開催！

（会場：城北市民テニスコート）

TEL（076）241 0882

事前申込必要

特別セミナー

9 日（日）、10 日（月祝） 13:30 〜 15:00

午前：ボールであそぼう！（年長〜小学 3 年生と保護者）
ボールを使ったゲームで身体を動かす楽しさを親子で体験します。
午後：キッズチャレンジ（小学 4 〜 6 年生）
ラグビー、バレーボール、バスケットボール、ハンドボールの 4 種目
を体験できます。

（日）

申込不要
参加費無
料
自由参加

AGE 測定＆健康づくりセミナー

スポーツ能力測定会

トップアスリートも使用する測定機器で５つの能力を測定し、どん
な能力が優れているかコンピュータで分析します。自分のどんな能
力が優れているか知り、その能力を活かすコツやどんなスポーツに
向いているかアドバイスします！
特別ゲストに元スピードスケートオリンピック選手の大菅小百合さ
んがやってきます！
9日

平成28年
5月27日（金）

8 日（土）、9 日（日）、10 日（月祝）

バドミントン、ソフトテニス、フレッシュテニス、バウンドテニス、トランポリン、体操、グランドヤード、カポエ
イラ、3B 体操、太極拳、囲碁ボール、体力測定などを自由体験できます！ぜひ、ご家族でお越しください！

（日）

新たな歴史は金沢プールから！
平成 29 年度から金沢市水泳協会が主催する競技大会は、金沢城北市民運動公園内に建設中の「金沢プール」へ移行し、また
新たな歴史が始まります！
2020 年には東京でオリンピック・パラリンピックが開催されます。金沢市のプールからオリンピック・パラリンピック選手
の誕生に期待が膨らみます。

5月5日
（こどもの日）

5 月 5 日（木祝）
に城北市民テニスコートで
「春のわくわくテニスイベント」が行われました。この
イベントは、テニスの魅力を知り、テニスを始めるキッカケづくりとしてスタートし、今回で 4 回
目となりました。
キッズ、小学生、中学生の約 180 名の参加者はクラス別に分かれて、楽しみながら金沢市テニス
協会の指導員の指導を受けていました。
プロテニスプレーヤーの錦織選手の活躍によってテニスの人気は高まっています。金沢市から
トップ選手が誕生することが楽しみです。

感謝の気持ちをデッキブラシに込めて…
平成 29 年度から金沢市水泳協会が主催する水泳競技大会は、総合プールから、現在、
金沢城北市民運動公園内に建設中の「金沢プール」に移行する予定です。そこで、これま
で総合プールを競技大会の主会場として利用してきた金沢市水泳協会と金沢市スポー
ツ事業団は、
これまでの感謝の気持ちを込めてプール清掃を行おうと、
市内外のスイマー
に呼びかけ、平成 28 年 5 月 1 日（日）に「ありがとう、感謝のプール清掃」として市民の皆
様と共にプール清掃を行いました。
総合プールには金沢市水泳協会員を中心に市内外から約 360 人ものスイマーが集結
し、これまでの感謝の気持ちをデッキブラシに込めながら、シーズンオフの間の汚れをき
れいに落としていきました。
各スイミングクラブや水泳愛好団体などに所属する小学生から 80 歳代の水泳愛好者
まで幅広い年代の方たちが参加し、心をひとつにしてプール清掃に取り組むことができ
た最高の一日になりました。

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 北國新聞社

かなざわスポーツねっと
4

お申込みは Web で
検索

⬅ 詳しくは Web で !

いま、スポーツの楽しさを創造する！
平成28年

特集

“ありがとう” 感謝のプール清掃

金沢市営総合プール屋外プールは、昭和 34 年にオープンして以来、日本マスターズ大会や石川国体、全国高校総体など全
国大会の舞台にもなり、リオデジャネイロオリンピック日本代表の小堀勇気選手やソウルオリンピック背泳ぎ金メダリス
トの鈴木大地スポーツ庁長官もこのプールで競い合っていました。
また、競技大会だけでなく、夏休みには真っ黒に日焼けした子供たちも水泳を楽しんできました。
半世紀を超える長い歴史を刻んだこのプールは本当に多くの市民に愛されてきたプールです。

スポーツ施設に咲く花の写真
デジタルフォトコンテストを開催しました！

4月〜5月

3日間、めいっぱい楽しめます♪

10 月 8 日（土）、9 日（日）、10 日（月祝） 各日 9:00 〜 16:00
金沢市総合体育館、城北市民テニスコート

日時
会場

【第 1 位】

金沢市スポーツ施設の新たな魅力発見！として、平成 26 年度よりフォトコンテストを開
催しています。金沢市のスポーツ施設では春先に桜、
チューリップ、
ツツジ、
芝桜、
スイセン、
パンジー、ハナミズキ、ライラック、コブシなど多くの花を楽しむことができます。
今回も 4 月から 5 月にかけて実施し、29 作品の応募がありました。花の一瞬の表情を捉
えた作品はどれも個性的で素敵な作品ばかりでした。作品は、スポーツ施設に掲示し、ご来
場のお客様の投票で順位を決めています。今年は、
773 名の投票によって 2,208 票が投じら
れ順位が決定しました。
1 位から 3 位までの入賞者には、賞状と応募作品の拡大プリント写真、富山産チューリッ
プ球根セット1箱を賞品として進呈しました。
今後も、
いつもと違った視点で金沢市スポーツ施設を楽しんでいただければと思います。

※テニスフェア以外は、金沢市総合体育館が会場です。

かなざわスポーツ
フ ェ ス テ ィ バ ル2 0 1 6

撮影場所：内川スポーツ広場
タイトル「夕日に光るツツジ」

スポーツ体験コーナー
平成28年
多くの市民に愛されてきた屋外プール

昭和 34 年当時の屋外プール
手前が飛込みプール、奥が 50mプール

飛込みプールは映画の舞台にも！
飛込みプールは、日本で一番古く温かみのある飛込みプールとして、ま
た、飛込み王国石川というのも決め手となり、映画監督熊澤尚人監督から
選ばれ平成 20 年に公開された、作家 森 絵都さんの原作で、飛込み競技
に青春を懸ける少年たちを描いたスポーツ青春映画「ダイブ !!」の撮影舞
台にもなりました。
この映画で主演を務めた林遣都さんを始め、溝端淳平さん、池松壮亮さ
ん、瀬戸朝香さんらが約 2ヵ月間、総合プールで撮影に臨んでいました。

出演者のサイン入り
ポスターと色紙が今
も総合プールに飾ら
れています。

春のわくわくテニスイベントを開催しました！

感謝のプール清掃 参加団体
金沢市水泳協会、NPO 法人金沢市水泳協会、石川県水泳協会、金沢スイミングクラブ、リバティ水夢倶楽部、金沢駅西スイ
ミングクラブ、いいね金澤水泳部、シンクロ岩井康子、日本泳法日泳会、その他 各大学や高校、各市町水泳協会、ダイビン
グクラブ、個人の方など多くの方にご参加いただきました。

※開催日や時間帯によって種目が変わります。ホームページ等でスケジュールをご確認のうえご参加ください。

目指せ！金沢マラソン ナイトラン教室を開催しました！

〜 7月15日（金）

5 月27日から 7 月15日の期間で、ナイトラン教室を開催しました。この教室には、
金沢マラソンを目標に 20 代から 60 代までの 48 名が参加し、フルマラソンの完走と
タイム短縮を目指して頑張っていました。
この教室は、レベルアップだけでなく、同じ目標を持つ仲間と共に競い合い、励ま
し合いながらランニングの楽しさを満喫できるところが魅力のひとつです。
講師は、ロサンゼルスオリンピック出場の金沢星稜大学 大森重宜（おおもり
しげのり）教授にご指導いただき、科学的で多彩なプログラムに参加者から好評を得ています。
この教室で練習したことを活かして、金沢マラソンでは好タイムを目指して頑張ってください！

事前申込必要

特別イベント
8日
（土）

9日

SOMPOボールゲームフェスタ2016

テニスフェア
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講師：薬子利恵さん
健康づくりライフプランナー

中身は見た目より老けている !?
老化の原因物質と言われている「AGE」を測定し、
食生活や運動習慣を改善して若返りましょう！

金沢マラソン完走セミナー
10 日（月祝） 10:00 〜 11:30
おお もり しげ のり

講師：大森重宜さん

金沢星稜大学

教授

元ロサンゼルスオリンピック日本代表の大森先生
によるフルマラソンを楽しく完走するためのセミ
ナーです。
効率的な身体の動かし方などを科学的に解説しま
す。

8 月 23 日（火）から

大人気のテニス体験会です！（対象：年長〜一般男女）

申込み受付開始！

かなざわスポーツねっと

検索

お申込みは Web で

⬅ 詳しくは Web で !

9 月 20 日（火）から申込み受付開始！

願いよ届け！七夕飾りをつくろう！２０１６を開催しました！

全国統一かけっこチャレンジ 2016

平成28年
6月25日（土）

季節の風物詩として平成 17 年度から実施している「七夕飾りをつくろう！」も今年で 12 年
目を迎えました。今年は、6 ／ 25 〜 7 ／ 7 の期間に体育館、テニスコート、屋外施設、プールな
ど 12 か所のスポーツ施設に笹を展示し、親子連れやクラブなどの生徒たちが願い事を書いた
短冊を吊るしたり、折り紙などの飾り付けを楽しんでいました。
願い事が書かれた 3,547 枚の短冊は、神社に奉納し、お焚き上げしていただきました。皆さ
んの願いが叶うといいですね♪
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全国
会場
で開催！

主催：公益財団法人 金沢市スポーツ事業団、公益財団法人 日本陸上競技連盟

〜 7月7日（木）

日時

10 月 29 日（土）9:00〜13:00

会場

金沢市営陸上競技場（金沢市弥生 3-5-1）

・写真判定装置を使用してタイムを測ります！
・全国での順位がわかります！
・ゴール写真と記録証がもらえます！

“気軽に” “ 本格的な環境で ” “ 子供から大人まで誰でも参加できる”
50m走、100m走のかけっこ大会です。

TEL（076）241 0149（市営総合プール内）
2

北陸
初開催！

（会場：城北市民テニスコート）

TEL（076）241 0882

事前申込必要

特別セミナー

9 日（日）、10 日（月祝） 13:30 〜 15:00

午前：ボールであそぼう！（年長〜小学 3 年生と保護者）
ボールを使ったゲームで身体を動かす楽しさを親子で体験します。
午後：キッズチャレンジ（小学 4 〜 6 年生）
ラグビー、バレーボール、バスケットボール、ハンドボールの 4 種目
を体験できます。

（日）

申込不要
参加費無
料
自由参加

AGE 測定＆健康づくりセミナー

スポーツ能力測定会

トップアスリートも使用する測定機器で５つの能力を測定し、どん
な能力が優れているかコンピュータで分析します。自分のどんな能
力が優れているか知り、その能力を活かすコツやどんなスポーツに
向いているかアドバイスします！
特別ゲストに元スピードスケートオリンピック選手の大菅小百合さ
んがやってきます！
9日

平成28年
5月27日（金）

8 日（土）、9 日（日）、10 日（月祝）

バドミントン、ソフトテニス、フレッシュテニス、バウンドテニス、トランポリン、体操、グランドヤード、カポエ
イラ、3B 体操、太極拳、囲碁ボール、体力測定などを自由体験できます！ぜひ、ご家族でお越しください！

（日）

新たな歴史は金沢プールから！
平成 29 年度から金沢市水泳協会が主催する競技大会は、金沢城北市民運動公園内に建設中の「金沢プール」へ移行し、また
新たな歴史が始まります！
2020 年には東京でオリンピック・パラリンピックが開催されます。金沢市のプールからオリンピック・パラリンピック選手
の誕生に期待が膨らみます。

5月5日
（こどもの日）

5 月 5 日（木祝）
に城北市民テニスコートで
「春のわくわくテニスイベント」が行われました。この
イベントは、テニスの魅力を知り、テニスを始めるキッカケづくりとしてスタートし、今回で 4 回
目となりました。
キッズ、小学生、中学生の約 180 名の参加者はクラス別に分かれて、楽しみながら金沢市テニス
協会の指導員の指導を受けていました。
プロテニスプレーヤーの錦織選手の活躍によってテニスの人気は高まっています。金沢市から
トップ選手が誕生することが楽しみです。

感謝の気持ちをデッキブラシに込めて…
平成 29 年度から金沢市水泳協会が主催する水泳競技大会は、総合プールから、現在、
金沢城北市民運動公園内に建設中の「金沢プール」に移行する予定です。そこで、これま
で総合プールを競技大会の主会場として利用してきた金沢市水泳協会と金沢市スポー
ツ事業団は、
これまでの感謝の気持ちを込めてプール清掃を行おうと、
市内外のスイマー
に呼びかけ、平成 28 年 5 月 1 日（日）に「ありがとう、感謝のプール清掃」として市民の皆
様と共にプール清掃を行いました。
総合プールには金沢市水泳協会員を中心に市内外から約 360 人ものスイマーが集結
し、これまでの感謝の気持ちをデッキブラシに込めながら、シーズンオフの間の汚れをき
れいに落としていきました。
各スイミングクラブや水泳愛好団体などに所属する小学生から 80 歳代の水泳愛好者
まで幅広い年代の方たちが参加し、心をひとつにしてプール清掃に取り組むことができ
た最高の一日になりました。

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 北國新聞社

かなざわスポーツねっと
4

お申込みは Web で
検索

⬅ 詳しくは Web で !

いま、スポーツの楽しさを創造する！
平成28年

特集

“ありがとう” 感謝のプール清掃

金沢市営総合プール屋外プールは、昭和 34 年にオープンして以来、日本マスターズ大会や石川国体、全国高校総体など全
国大会の舞台にもなり、リオデジャネイロオリンピック日本代表の小堀勇気選手やソウルオリンピック背泳ぎ金メダリス
トの鈴木大地スポーツ庁長官もこのプールで競い合っていました。
また、競技大会だけでなく、夏休みには真っ黒に日焼けした子供たちも水泳を楽しんできました。
半世紀を超える長い歴史を刻んだこのプールは本当に多くの市民に愛されてきたプールです。

スポーツ施設に咲く花の写真
デジタルフォトコンテストを開催しました！
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3日間、めいっぱい楽しめます♪
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今回も 4 月から 5 月にかけて実施し、29 作品の応募がありました。花の一瞬の表情を捉
えた作品はどれも個性的で素敵な作品ばかりでした。作品は、スポーツ施設に掲示し、ご来
場のお客様の投票で順位を決めています。今年は、
773 名の投票によって 2,208 票が投じら
れ順位が決定しました。
1 位から 3 位までの入賞者には、賞状と応募作品の拡大プリント写真、富山産チューリッ
プ球根セット1箱を賞品として進呈しました。
今後も、
いつもと違った視点で金沢市スポーツ施設を楽しんでいただければと思います。

※テニスフェア以外は、金沢市総合体育館が会場です。
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タイトル「夕日に光るツツジ」

スポーツ体験コーナー
平成28年
多くの市民に愛されてきた屋外プール

昭和 34 年当時の屋外プール
手前が飛込みプール、奥が 50mプール

飛込みプールは映画の舞台にも！
飛込みプールは、日本で一番古く温かみのある飛込みプールとして、ま
た、飛込み王国石川というのも決め手となり、映画監督熊澤尚人監督から
選ばれ平成 20 年に公開された、作家 森 絵都さんの原作で、飛込み競技
に青春を懸ける少年たちを描いたスポーツ青春映画「ダイブ !!」の撮影舞
台にもなりました。
この映画で主演を務めた林遣都さんを始め、溝端淳平さん、池松壮亮さ
ん、瀬戸朝香さんらが約 2ヵ月間、総合プールで撮影に臨んでいました。

出演者のサイン入り
ポスターと色紙が今
も総合プールに飾ら
れています。

春のわくわくテニスイベントを開催しました！

感謝のプール清掃 参加団体
金沢市水泳協会、NPO 法人金沢市水泳協会、石川県水泳協会、金沢スイミングクラブ、リバティ水夢倶楽部、金沢駅西スイ
ミングクラブ、いいね金澤水泳部、シンクロ岩井康子、日本泳法日泳会、その他 各大学や高校、各市町水泳協会、ダイビン
グクラブ、個人の方など多くの方にご参加いただきました。

※開催日や時間帯によって種目が変わります。ホームページ等でスケジュールをご確認のうえご参加ください。

目指せ！金沢マラソン ナイトラン教室を開催しました！

〜 7月15日（金）

5 月27日から 7 月15日の期間で、ナイトラン教室を開催しました。この教室には、
金沢マラソンを目標に 20 代から 60 代までの 48 名が参加し、フルマラソンの完走と
タイム短縮を目指して頑張っていました。
この教室は、レベルアップだけでなく、同じ目標を持つ仲間と共に競い合い、励ま
し合いながらランニングの楽しさを満喫できるところが魅力のひとつです。
講師は、ロサンゼルスオリンピック出場の金沢星稜大学 大森重宜（おおもり
しげのり）教授にご指導いただき、科学的で多彩なプログラムに参加者から好評を得ています。
この教室で練習したことを活かして、金沢マラソンでは好タイムを目指して頑張ってください！

事前申込必要

特別イベント
8日
（土）

9日
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テニスフェア
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講師：薬子利恵さん
健康づくりライフプランナー

中身は見た目より老けている !?
老化の原因物質と言われている「AGE」を測定し、
食生活や運動習慣を改善して若返りましょう！

金沢マラソン完走セミナー
10 日（月祝） 10:00 〜 11:30
おお もり しげ のり

講師：大森重宜さん

金沢星稜大学

教授

元ロサンゼルスオリンピック日本代表の大森先生
によるフルマラソンを楽しく完走するためのセミ
ナーです。
効率的な身体の動かし方などを科学的に解説しま
す。

8 月 23 日（火）から

大人気のテニス体験会です！（対象：年長〜一般男女）

申込み受付開始！

かなざわスポーツねっと

検索

お申込みは Web で

⬅ 詳しくは Web で !

9 月 20 日（火）から申込み受付開始！

願いよ届け！七夕飾りをつくろう！２０１６を開催しました！

全国統一かけっこチャレンジ 2016

平成28年
6月25日（土）

季節の風物詩として平成 17 年度から実施している「七夕飾りをつくろう！」も今年で 12 年
目を迎えました。今年は、6 ／ 25 〜 7 ／ 7 の期間に体育館、テニスコート、屋外施設、プールな
ど 12 か所のスポーツ施設に笹を展示し、親子連れやクラブなどの生徒たちが願い事を書いた
短冊を吊るしたり、折り紙などの飾り付けを楽しんでいました。
願い事が書かれた 3,547 枚の短冊は、神社に奉納し、お焚き上げしていただきました。皆さ
んの願いが叶うといいですね♪

3

15

全国
会場
で開催！

主催：公益財団法人 金沢市スポーツ事業団、公益財団法人 日本陸上競技連盟

〜 7月7日（木）

日時

10 月 29 日（土）9:00〜13:00

会場

金沢市営陸上競技場（金沢市弥生 3-5-1）

・写真判定装置を使用してタイムを測ります！
・全国での順位がわかります！
・ゴール写真と記録証がもらえます！

“気軽に” “ 本格的な環境で ” “ 子供から大人まで誰でも参加できる”
50m走、100m走のかけっこ大会です。

TEL（076）241 0149（市営総合プール内）
2

北陸
初開催！

（会場：城北市民テニスコート）

TEL（076）241 0882

事前申込必要

特別セミナー

9 日（日）、10 日（月祝） 13:30 〜 15:00

午前：ボールであそぼう！（年長〜小学 3 年生と保護者）
ボールを使ったゲームで身体を動かす楽しさを親子で体験します。
午後：キッズチャレンジ（小学 4 〜 6 年生）
ラグビー、バレーボール、バスケットボール、ハンドボールの 4 種目
を体験できます。

（日）

申込不要
参加費無
料
自由参加

AGE 測定＆健康づくりセミナー

スポーツ能力測定会

トップアスリートも使用する測定機器で５つの能力を測定し、どん
な能力が優れているかコンピュータで分析します。自分のどんな能
力が優れているか知り、その能力を活かすコツやどんなスポーツに
向いているかアドバイスします！
特別ゲストに元スピードスケートオリンピック選手の大菅小百合さ
んがやってきます！
9日

平成28年
5月27日（金）

8 日（土）、9 日（日）、10 日（月祝）

バドミントン、ソフトテニス、フレッシュテニス、バウンドテニス、トランポリン、体操、グランドヤード、カポエ
イラ、3B 体操、太極拳、囲碁ボール、体力測定などを自由体験できます！ぜひ、ご家族でお越しください！

（日）

新たな歴史は金沢プールから！
平成 29 年度から金沢市水泳協会が主催する競技大会は、金沢城北市民運動公園内に建設中の「金沢プール」へ移行し、また
新たな歴史が始まります！
2020 年には東京でオリンピック・パラリンピックが開催されます。金沢市のプールからオリンピック・パラリンピック選手
の誕生に期待が膨らみます。

5月5日
（こどもの日）

5 月 5 日（木祝）
に城北市民テニスコートで
「春のわくわくテニスイベント」が行われました。この
イベントは、テニスの魅力を知り、テニスを始めるキッカケづくりとしてスタートし、今回で 4 回
目となりました。
キッズ、小学生、中学生の約 180 名の参加者はクラス別に分かれて、楽しみながら金沢市テニス
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後援：金沢市教育委員会 北國新聞社
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金沢市スポーツ事業団
広報誌

いま、スポーツの楽しさを創造する！
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出張体力測定はいかがですか？

草野派糸東流拳法空手道会

金沢道場

28 号

2016 年夏号
最近、
企業においては従業員の健康維持や業務の能率向上など職場での健康に対する意識が高まっています。
金沢市スポーツ事業団では、
これまでの地域の健康づくりに加えて職場やグループなどを対象に、ご希望の
場所へ出張する体力測定を行っております。
「全身反応時間」
「長座体前屈」
「垂直跳び」
「上体起こし」
「閉眼片足立ち」
「握力」の 6 項目に加え、体の中の筋
肉量や体脂肪率を測る「体組成測定」を行います。
測定終了後には各項目の得点を集計し、年代別の 5 段階評価でご自身の現在の体力のレベルを知ることが
できます。また、測定結果はコンピュータに入力し、後日「体力測定レポート」としてお渡しいたします。この
レポートは継続的に体力測定に参加していただくことで、過去の記録と比較することもできます。
普段、運動やスポーツをされていない方でも気軽に測定することができますので、ぜひ、地域や職場での健
康づくりにお役立てください。

測定項目

体力測定レポートはこのように出力されます。

全身反応時間
（敏捷性）

閉眼片足立ち
（平衡性）

長座体前屈
（柔軟性）

垂直跳び
（瞬発力）

握 力
（筋力）

測定人数 15 〜 20 人程度
60 分 4,110 円
測定人数 30 〜 40 人程度
90 分 5,140 円
※測定人数が 40 人を超える場合は、事前にご相談
ください。

2020 年 東京オリンピックの正式種目として「空手」が選ばれました！
草野派糸東流拳法空手道会 金沢道場は、四大流派のひとつである「糸東流（しとうりゅう）空
手」です。糸東流流祖の摩文仁賢和（まぶに けんわ）先生は、首里手（しゅりて）の糸洲安恒（いとす
あんこう）先生と那覇手（なはて）の東恩納寛量（ひがおんな かんりょう）先生に師事し、二人の名
前の「糸」と「東」をとって「糸東流」と名付けました。
糸東流の特徴は、2 つの流れを汲んでいるため形の数が非常に多いことです。また、形を根幹と
した精神修養に重きを置いています。
当会は、流派相伝の空手の技を学び、心身の健康の維持と目標を持って一生続けられる空手を
目指しています。 現在、小学生から 50 歳代の大人まで約 30 人が楽しく汗を流しています。基本
練習と流派に伝わる「形」を中心に練習しており、試合形式の組手練習も行っています。
糸東流は他の流派と比べて形の種類が多く、首里手系の俊敏な形や那覇手系の重厚な形など自
身の体格に合った形を選んで極めて行くのも楽しみのひとつです。
当会は、全日本空手道連盟、石川県空手道連盟、金沢市空手道会に
加盟しており、金沢市民体育大会や金沢市空手道選手権大会にも出
練習場所
米丸小学校 1 階体育館（金沢市東力町）
場できますので、目標を持って練習に取り組めます。
練習日時
毎週土曜日 19:00 〜 20:30
空手は老若男女問わず、大人になってからでも自分の力の範囲で
連絡先
道場長 楠 謙一
上達していけますので、何歳から始めても大丈夫です。少しでも空
090-2014-3965
手に興味がありましたら一度、見学に来てみませんか？
ＨＰ
http://kusanohakarate.jimdo.com/
体験練習もできますので、練習日にお気軽にお越しください。

ありがとう

感謝のプール清掃

50 年の歴史に感謝の気持ちをこめて…

サークル・クラブ紹介 掲載団体募集！
金沢市スポーツ事業団

・安全
・笑顔
・感謝
・満足

上体起こし
（筋持久力）

指導派遣料

特集

市営総合プール屋外プール

・創造

私たちは、
お客様に安全で安心できる環境を提供します。
私たちは、
お客様にいつも笑顔で接します。
私たちは、
お客様に常に感謝の気持ちを伝えます。
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。
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

編集後記
出張体力測定のお問合わせ
総務兼スポーツ推進係
（金沢市総合体育館内）
TEL （076）247-9019
受付時間 9：00 〜 17：35（平日のみ）

発行

金沢市内で活動しているスポーツサークルやクラブ、チームを
紹介してみませんか？
掲載希望の方は、下記メールアドレスへご連絡ください！

職員行動指針

info@kanazawa-sports.jp
「団体名」
「種目」
「代表者名」
「e-mail」をお知らせください。
掲載団体はこちらで選択させていただきますので、お申込み団体す
べてに掲載をお約束するものではありませんのでご了承ください。

「金沢市スポーツ事業団だより」は、広報誌「Sports Fan」としてリニューアルしました。夏・冬の年 2 回発行
となりますので、今後とも、ぜひ、ご愛読くださいますようお願い申し上げます。

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/

公益財団法人金沢市スポーツ事業団
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私たちは、金沢市のスポーツを推進する公益法人です。
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