平成 27 年

総合体育館での主なイベント②
●バドミントン特別イベント

体育の日

12:30-16:30

～ 2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けて～

2 大会オリンピック出場の町田文彦選手や NTT 東日本バドミントン部によるバドミントンクリニック

バドミントンクリニック（事前申込制）

（ジュニア育成地域推進事業）

小中高生 60 名・一般 60 名（初級・中級・上級者）
講師：■町田文彦選手

1992 年バルセロナ・1996 年アトランタオリンピック出場。
1994 ～ 1996 年全日本総合シングルス優勝。

～来てみて体育館へ

■ NTT 東日本バドミントン部

多くの選手をナショナルチームに送り出しています。
男女ともバドミントン日本リーグ 1 部のチームです。

五反
田

模範試合（どなたでも観戦できます。）

町田文彦さん

12:45 ～予定

主管／品川区バドミントン協会

総合体育館

小中一貫校日野学園
10:30-12:00
●親子運動教室（事前申込制）

月

五反
「親子でストレッチ＆ヨガ」と「かけっこ教室」
田
五反田
御成橋公園

田

東急池上線

五反

手線

大崎

特設ステージ（1 階ロビー）

総合体育館

小中一貫校日野学園

五反田

9:30-15:30 （1 回 15 分）
御成橋公園

目黒川

JR 山

手線

大崎

山手通り

戸越体育館

品川区豊町 2-1-17
電話 03-3781-6600
fax
03-3781-6699
東急大井町線
戸越公園駅より徒歩 7 分

目黒川

山手通り

東急池上線

都営浅草線

桜田通り

品川区東五反田 2-11-2
電話 03-3449-4400
fax
03-3449-4401
JR 山手線，りんかい線

大崎駅より徒歩 8 分
JR 山手線、都営浅草線、
東急池上線
 五反田駅より徒歩 8 分

五反
田

総合体育館

都営浅草線

桜田通り

※詳しくは、品川区スポーツ協会 HP をごらんください。
JR 山

戸越体育館

ゆたか図書館
戸越小
戸越公園

大崎高校
戸越公園

戸越体育館
キリトリ線

東急大井町線
荏原四中

ゆたか図書館
戸越小
戸越公園

「体育の日」アンケート
大崎高校

東急大井町線

戸越公園
①性別は ?
・男
・女
荏原四中
②何歳ですか ?
・～小学生 ・中高生 ・28 ～ 59 歳 ・60 歳以上
③お住まいはどこですか ?
・区内（大崎地区） ・区内（大崎地区以外） ・区外
④体育館を利用したことがありますか ?
・はい ・いいえ
⑤ 2020 年に東京オリンピック・パラリンピックが開催され
ます。区内で開催を予定してる競技を知っていますか ?
・はい
・いいえ
ありがとうございました。ご協力いただいた方に、駄菓子
1 本をプレゼント。
（先着 2,000 人）
アンケートは回収コーナーにご提出ください。

10 12

主な催しもの

開催時間

サルサ
（ラテン系ダンス）

① 12：00 ～
② 13：15 ～

ダブルダッチ
（2 本の縄跳び）

① 12：45 ～
② 14：30 ～

ノルディックウォーキング
－デモ－

① 13：30 ～

フラメンコ
（教室受講者）

① 14：15 ～

ハンドベル演奏

①   9：30 ～
② 15：15 ～

その他出演団体：品川区サッカー協会・品川区卓球連盟
品川区なぎなた連盟・品川区フォークダンス協会など
※都合により開催時間を変更する場合もあります。

大崎駅周辺 イベント情報

ひと・まち・企業が奏でるシンフォニー

第 28 回
しながわ夢さん橋 2015
10月10㊏・11㊐・12㊗
主催／公益財団法人品川区スポーツ協会
公益財団法人品川区国際友好協会
公益財団法人品川文化振興事業団
一般社団法人しながわ観光協会
後援／品川区

楽しいこと一杯～

1964 年東京オリンピックが開催されたことを記念して

日（祝）

9:30-16:00
総合体育館（主会場）
戸越体育館

「体育の日」が制定されました。この記念日にあわせて毎
年行っている体育館の無料開放に加えて、今年は、地元町
会、商店街、大使館・領事館、企業等からの協力を得て、
国際色のある、より魅力的なスポーツイベントとして実施
しいたします。
2020 年夏には、東京オリンピック・パラリンピックが
開催されます。ぜひ、この機会に、スポーツやレクリエー
ションを始めてみてはいいかがですか。

総合体育館での主なイベント①
●体験コーナー【1 階ロビー・会議室・地下 2 階】 ●品川区内の大使館、領事館等による
お国自慢や郷土料理の紹介・販売
ノルディックウォーキング「ウォーキング以上ジョギング未満」
講師／柳本有二さん（神戸常磐大学教授、医学博士）

① 11:00-11:30

② 14:30-15:00

③ 15:30-16:00

●地元町会による模擬店

逆上がり（鉄棒） をマスターしよう！
① 11:00-11:30
④ 14:00-14:30

② 13:00-13:30
⑤ 15:15-15:45

③ 13:30-14:00

からだのコンディションを知ろう！

・体力測定：握力、長座体前屈、立ち幅とび、反復横とびなど
・血管年齢 、体組成（筋肉量、体脂肪量、水分量など）、骨密度測定

●模範演技【1F ロビー特設ステージ】

出店予定：インドネシア、コロンビア、ザンビア、スイス、
ブラジル、ペルー、マリ
出店予定 : 五反田一丁目町会、東五反田みづほ町会

●関係団体、企業による模擬店

出店予定：東京ホッケー協会、ぷらーす、福栄会
スポーツ推進委員会、品川区商店街連合会、寺田倉庫

など

9:30-15:30

サルサ 藤田令子さん（ブラジルでの外国人サンバコンテスト優勝）
ダブルダッチ 杉田大門さん（2011年ダブルダッチ世界大会優勝）
その他、品川区スポーツ協会加盟団体による競技説明
や演武、大道芸などを 15 ～ 20 分間隔で行います。
「ノルディック
ウォーキング」
柳本有二さん

「サルサ」
藤田令子さん

ダブルダッチ

※イベント内容は都合により変更や中止する場合があります。

問合せ先／品川区スポーツ協会

電話 03-3449-4400

総合体育館
午

前

バウンドテニス★
障害者スポーツ＆ニュースポーツ体験★
9:30-11:30

親子運動教室「かけっこ教室」
（事前申込）★
11:30-12:00

後

バドミントン特別イベント★
・バドミントンクリニック
・模範試合

小中高生 60 人 一般
（事前申込）
12:30-16:00
観戦はどなたでも可

60 人

社交ダンス★

（＊）

（＊）

10:00-12:00

13:30-15:30

空手道（剣道場）

（＊）

なぎなた（剣道場）

13:30-15:30

親子運動教室「親子でストレッチ &ヨガ」

（柔道場）（事前申込）
10:30-11:20

トレーニング室

①ズンバ★

前

ソフトバレーボール★
卓球★

★は、上履きが必要です。

午

後

バスケットボール★
13:30-16:00

9:30-12:00

親子（孫）で遊ぼう★

（４歳以上の未就学児先着 15 組）
10:00-11:30

剣道（小・中学生）

（＊）

武道場

武道場

10:00-12:00

午

卓球レク室

卓球レク室

民踊★

午

競技場

競技場

9:00-12:00

戸越体育館

★は、上履きが必要です。

9:30-10:30

ストレッチ・ヨガ★
13:30-15:00

太極拳とストレッチ（初心者）★
13:30-16:00

剣道（一般）
10:40-11:40

④フラメンコ★

9:30-10:15

13:00-14:00

②アロマヨガ★
10:30-11:30

⑤ヒップホップ入門★
14:30-15:30

③基礎の筋トレ & やさしいエアロ★
11:45-12:45

⑥ヨガ入門★
15:45-16:45

温水プール

障害者水泳教室発表会
9:30-11:30
対象： 障害者水泳教室参加者

一般開放
12:30-15:00

水中エアロビクス教室

総合体育館外周イベント 10:30-15:30
◆大使館、領事館等によるお国自慢料理、民芸品の展示、即売会
◆地元町会、品川区商店街連合会、企業等による模擬店
◆社会福祉法人ほか各種団体等の紹介および即売会
◆ホッケー、ビーチバレーボール、ブラインドサッカー体験コーナー
◆お休みコーナー

（ヌードル使用）
15:00-16:00

会議室

体力測定
10:00-16:00

ロビー

・特設ステージ（スポーツ協会加盟団体による競技紹介、模範演技、大道芸他）
・鉄棒のワンポイント指導コーナー ・血管年齢、体脂肪測定など
10:00-16:00

※ロビーでのイベントは、15 分～ 20 分の間隔で実施します。

※障害者スポーツ体験は、ボッチャ・ハンド
アーチェリー他
※（＊）指導員によるデモンストレーションが
あります。
※夜間の時間帯は、プールは一般公開（有料）
、
競技場などは団体貸出です。
※トレーニング室については、各時間 16 歳以
上の先着 20 名。
※体験ノルディックウォーキング（1 回 20 名
全 4 回）
、逆上がりをマスターしよう（1 回
12 名全 5 回）は当日申し込み。

2020年東京オリンピック・パラリンピック

区内開催予定競技・予定会場

ホッケー

大井ふ頭中央海浜公園（品川区八潮 4-1）

ビーチバレーボール
潮風公園（品川区東八潮１）

（パラリンピック競技）

ブラインドサッカー

大井ふ頭中央海浜公園（品川区八潮 4-1）

