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法人・団体会員

個人会員

会　費

静岡市体育協会

特　典

静岡市ソフトテニス協会
東京海上日動火災保険株式会社静岡支店
静岡市バスケットボール協会
タキスポーツショップ
株式会社望月ネームプレート
株式会社理研グリーン
株式会社福泉
株式会社紙泰
池田屋印刷株式会社
静岡市馬術連盟
一般財団法人静岡市国際交流協会
株式会社田宮事務器
株式会社セイセイサーバー
静岡市体操協会
株式会社たかせ電設
公益社団法人静岡市シルバー人材センター
公益財団法人するが企画観光局

日将株式会社
篠田電気株式会社
東海ワッチサービス株式会社清水支社
株式会社シズデン
エスピトーム株式会社
ソリックオートドア株式会社
静岡市山岳連盟
静岡市野球連盟
協和電工株式会社
静岡市トランポリン協会
旭産業株式会社
株式会社中島屋ホテルズ
株式会社メンテックカンザイ
株式会社静岡セイコー
青木公認会計士事務所
ロフティ株式会社
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静岡市柔道連盟
株式会社フジコーム
不二見造園土木株式会社
有限会社殿岡工務店
株式会社イケタニ設備
株式会社富士スポーツ
青山印刷
株式会社セリオ
株式会社東海軒
株式会社佐藤興商
株式会社グリーンマスターズ清水
コインロッカー事業有限会社
株式会社静岡資源
マルマツレボ株式会社
静岡市武術太極拳連盟
有限会社ことぶき衣料
有限会社神商会

公益財団法人 静岡市体育協会 《令和3年度》 賛助会員の紹介
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公益財団法人静岡市体育協会
https://shizuoka-sports.or.jp

ラジオ放送やってます！

静岡市体育協会はスポーツ庁が進める「Sport in Lifeプロジェクト」に参画し、
多くの方がスポーツを楽しめる社会の実現を目指します。

シティエフエム静岡（７６．９MHz）毎週火曜日12:40頃
ひるラジ！静岡情報館内【市民スポーツ情報】
スポーツ教室や各種イベント情報をお届けします。

ON AIR

公益財団法人静岡市体育協会では、「市民一人１スポーツ」の実現に向け、加盟団体や関係諸機関・団体と連携して、
各種スポーツ教室やライフステージに応じたスポーツ活動の推進を図りながら、市民の健康増進をサポートしております。
つきましては、本協会の事業運営並びにスポーツ活動の推進にご賛同いただける方々に賛助会員としてご入会していた
だき、本協会のスポーツ事業へご支援していただける方（法人及び団体・個人）を募集しています。

賛助会員募集のお知らせ■■■■■令 和 ３ 年 度 法人及び団体会員  1口  10,000円
個人会員  1口  3,000円

❶協会が刊行する情報誌等を送付いたします。
❷協会情報誌、ホームページ、協会作成資料等に法人名、団体名
　及び個人名を掲載いたします。
❸協会が主催、または共催する行事等の情報を提供いたします。
❹その他特典として、駿府城R&Rステーション内「So juice」の
　スムージー等飲み物割引券を進呈いたします。

詳細は当協会ウェブページをご覧になるか、
事務局までお問い合わせください。

名称変更のお知らせ編集
後記
調査広報委員会

鈴木　榮
海野弘美

東京オリンピック特集
芦川うらら選手インタビュー―２
県内開催種目（自転車競技）の様子・メダル獲得数―３
静岡市聖火リレーの様子をご紹介！―３
Sport in Life ～生活の中にスポーツを～―４・５
  Sport in Lifeって何？
  インストラクターからのワンポイントアドバイス
  教室SNS情報

(公財)静岡市体育協会管理施設紹介―６・７
  全10施設の紹介

令和３年度賛助会員のご紹介―８
令和３年度賛助会員募集のお知らせ―８
編集後記―８

（順不同・敬称略・2021年9月10日現在）

2020東京オリンピック・パラリンピックがこのコロナ禍の中無事に終
了しました。
6月には静岡市内を聖火が巡り、感動された方も多くいた事でしょう。
感染対策による無観客での開催の中、選手達が練習成果を発揮
する姿を通して、努力の大切さと差別の無い平等の精神を改めて
教えていただきました。
身体を動かす機会が少なくなっていますが、毎日の生活にSport 
in Lifeの概念を取り入れていただければ幸いです。
第84号発刊にあたり、ご協力いただきました各種競技団体の皆様
及び事務局の皆様に対し心より感謝申し上げます。

　現在、「スポーツ」が広く人々や社会に浸透し、発展し
てきたことによって、スポーツは競技として行うものだ
けではなく、体育や身体活動の概念を含むものとして
認識されるようになりました。
　こうしたことから、公益財団法人静岡市体育協会は、
令和4年4月1日より「公益財団法人静岡市スポーツ協
会」に名称を変更いたします。
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7/23～8/8開催 東京オリンピック特集
注目選手の活躍や、県内開催競技の様子、聖火リレーについてご紹介！
　新型コロナウイルス感染症の影響により、史上初の1年延期となった東京オリンピックが、令和3年7月23日から8月8日の17日間にわたっ
て開催されました。今大会は、空手やスケートボードなどの新種目を含めた史上最多の33競技、およそ200の国と地域から、1万1000人余り
の選手が参加しました。

芦川うらら選手飛躍！

伊豆ベロドロームでは自転車競技が開催されました

静岡にも聖火が巡ってきました

　躍動第83号で注目選手として紹介した、静岡市の水鳥体操館
所属、芦川うらら選手（18）が初のオリンピック出場を果たし、体
操女子種目別平均台で6位に入賞しました。
　芦川選手は、大会3日目の7月25日、有明体操競技場(東京)で
行われた種目別平均台の予選で、自身のワールドカップ3連勝
時を上回る得点を獲得しましたが、結果は予選12位。惜しくも決
勝進出とはならず、補欠の１番手という結果に終わります。（決
勝は国・地域ごと最大2名、上位8名が出場）
　しかし、迎えた8月3日の体操女子種目別決勝、ルーマニアの
選手が棄権し、急遽芦川選手の決勝出場が決定します。芦川選
手は決勝の舞台でも、柔らかく、流れるような演技を披露し、着
地後は笑顔で初めてのオリンピックを締めくくりました。

　佐藤様ありがとうございました。
　現在、東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴
い施設の利用・見学は中止されています。来年3月再
オープン予定となっていますので、熱戦が繰り広げら
れた自転車の聖地、伊豆ベロドロームへ足を運んでみ
てはいかがでしょうか！　

東京オリンピックを終えた芦川選手と水鳥体操館水鳥政弘コーチにインタビューを行いました。

東京オリンピックメダル獲得数

日本選手団の累計メダル獲得数は
金27 / 銀14 / 銅17の計58個となり、
過去最多の獲得数となりました。

　芦川選手、水鳥コーチありがとうございました。
　第50回世界体操競技選手権は10/18～24北九州市立総合体育館で東
京オリンピックのメダリスト達を含む、世界75か国600名の選手が参加予
定です。東京オリンピックで更なる飛躍を遂げた芦川選手の活躍を応援し
ています！　芦川選手の公式ウェブサイト、インスタグラムもみなさん是非
チェックしてください♪

Q１
A１

Q2
A2

初めてのオリンピックはいかがでしたか？

とてもいい経験ができました。平均台以外の種目でも、トップの選手の
演技を見ることができ、とても刺激になりました。平均台では14点以
上という目標を立てていたのですが、予選・決勝の両方で完璧な演技
が出来ず悔しい思いもしました。この悔しさを世界選手権では晴らせ
るように頑張ります。

Q1
A1

Q4
A4

読者のみなさまへメッセージをお願いします。

たくさんの応援、本当にありがとうございました。皆様の応援が、私
の頑張る励みとなり、今の私があります。地元からオリンピックに出
場することができ、本当に良かったなと思っています。10月に世界選
手権もあるので、引き続き応援よろしくお願いします。

今回の芦川選手の演技はいかがでしたか？

東京オリンピックでは、メダルを期待された選手が結果を出せなかった
状況を考えると、オリンピックの舞台はとても特別な場であることがわ
かりました。そんな中、初出場、無観客、あのバイルズ選手の後で、堂々と
演技できたのは本当に立派だったと思います。日本代表選手の役目を果
たせてほっとしています。目標であった満面の笑顔で着地のポーズをす
ることができて100点満点の夢の舞台でした。応援していただいた皆
様、スタッフの皆様に心より感謝いたします。ありがとうございました。

Q2
A2

今後、芦川選手に期待するところはどんなところですか？

10月の種目別世界選手権への出場が決まっているので、今度はメダ
ルを取るという大きな目標に向かって練習に取り組んで欲しいと思
います。今回、張り詰めた緊張感の中で演技をして得た貴重な経験を
活かせば、必ず練習通りの演技ができると信じています。もう一度笑
顔のポーズを期待します。

10月の世界選手権では、自分の理想とする演技・14点を越える演技
をすることでメダルが見えてくるので、決勝の舞台で自分が出せる
一番良い演技をすることが目標です。

今後の目標を教えてください。

Q3
A3 競技会場だけでなく、選手村の中でも、色々な競技、色々な国の選手

とバッジを交換したことが思い出です。

オリンピック期間中の印象的な出来事や、思い出はありますか？

　芦川選手の思い出となったバッジ交換で
すが、「ピントレーディング」といって五輪の
伝統的文化のようなもの！もともとはアス
リート同士が友好の証として、自国のピン
バッジを交換したことがきっかけで根付いて
きたようです。

左は守屋舞夏コーチ

１. アメリカ

２. 中　　国

113個

88個

３. 日　本 58個

水鳥政弘コーチインタビュー芦川選手インタビュー

★ 芦川選手 & 水鳥コーチにインタビュー ★

　新型コロナウイルス感染症の影響により、ほと
んどの競技が無観客で行われましたが、自転車競
技が行われた伊豆ベロドロームは、屋内会場で
唯一、観客を入れて競技が行われました!
　そこで今回は伊豆ベロドロームがある、一般財
団法人日本サイクルスポーツセンター(静岡県伊
豆市)の競技振興部：佐藤和広様にオリンピック開
催に関するお話をうかがいました。

Q1

A1

写真提供：伊豆ベロドローム

写真提供：伊豆市

写真提供：伊豆市

オリンピック開催に伴う、施設周辺や地域の盛り
上がりはいかがでしたか？
当初予定していた観客へのおもてなしは縮小
せざるを得ない状況でしたが、地元伊豆市の職
員やボランティアの皆様のおかげで混乱なく運
営できたようです。また、地元開催ということで、
周辺の方々からはテレビを見て“凄かった”“面
白かった”という声をたくさんいただきました。

Q2

A2

今大会唯一、観客を入れて行われる屋内会場で
したが会場内の雰囲気はいかがでしたか？
コロナ禍でのオリンピック開催ということで、
観客は半数以下となったものの会場内は各国
選手の活躍を大きな拍手で後押ししました。世
界記録の更新や日本人選手のメダル獲得もあ
り、大いに盛り上がりを見せました。

Q4

A4

自転車愛好家やオリンピック観戦をきっかけに自
転車競技に興味を持った方へメッセージをお願
いします。
普段あまり目にすることのない自転車のマウン
テンバイク競技、トラック競技を今回のオリン
ピックを通じて関心を持たれた方も多いと思い
ます。サイクルスポーツセンターでは、今後もマ
ウンテンバイクやトラックバイクを体験できる
イベント等を開催していきたいと考えていま
す。来年3月の再オープンの際には是非遊びに
いらしてください。

Q3
A3

印象的だったシーンやエピソードはありますか？

新型コロナウイルス感染症による大会延期に
より日本代表選手たちはモチベーションを保つ
のに苦労したと思います。伊豆ベロドロームを
練習拠点としてトレーニングを頑張っている選
手たちが活躍してくれたことが何より嬉しいで
す。特に最終日には日本人選手が銀メダルを獲
得してくれたことにより、これまでのスタッフの
頑張りが報われました。

※営業情報や大会・イベントについて
　詳しくは日本サイクルスポーツセンターウェブサイトをご覧ください。

知っていましたか？

6位入賞おめ
でとう！！

　今大会の出場選手には、静岡市を練習拠点とする芦川選手だ
けではなく、静岡市出身選手も多く出場しました。金メダルを獲
得した侍ジャパンの岩崎優選手(清水区)や、競泳男子800メートル
リレー出場の高橋航太郎選手(清水区)、また、今大会新種目となっ
たスケートボードには青木勇貴斗選手(清水区)が出場しました。
　同じ静岡市出身や、静岡市を練習拠点として努力する選手た
ちの活躍を特別に感じる方も多いのではないでしょうか。今後も
『躍動』では、注目選手の紹介や活躍をお伝えしていきます！静岡
から世界の舞台を目指して戦う選手たちを応援しましょう！！

　聖火リレーは2021年3月25日福島県から「Hope Lights Our 
Way/希望の道を、つなごう」をコンセプトにスタート。静岡県に
は開幕まで1カ月となった2021年6月23日・24日・25日に聖火が
巡り、274名のランナーが光を繋ぎました。
　県内初日の23日には静岡市内にコースが組まれ、駿府城公
園内には聖火の到着を祝うセレブレーション会場も設置されま
した。会場では、伝統ある赤石太鼓保存会によるパフォーマン
スなどが行われ、オリンピックの象徴である聖火を迎えました。

　その後、2日目は牧之原市～沼津市を、3日
目には伊東市～富士宮市を巡り、次の山梨県
へと繋がれました。
　こうして各地でたくさんの声援や熱い想い
を受けた聖火は、121日間をかけてメインスタ
ジアムである国立競技場へ到着したのです。
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7/23～8/8開催 東京オリンピック特集
注目選手の活躍や、県内開催競技の様子、聖火リレーについてご紹介！
　新型コロナウイルス感染症の影響により、史上初の1年延期となった東京オリンピックが、令和3年7月23日から8月8日の17日間にわたっ
て開催されました。今大会は、空手やスケートボードなどの新種目を含めた史上最多の33競技、およそ200の国と地域から、1万1000人余り
の選手が参加しました。

芦川うらら選手飛躍！

伊豆ベロドロームでは自転車競技が開催されました

静岡にも聖火が巡ってきました

　躍動第83号で注目選手として紹介した、静岡市の水鳥体操館
所属、芦川うらら選手（18）が初のオリンピック出場を果たし、体
操女子種目別平均台で6位に入賞しました。
　芦川選手は、大会3日目の7月25日、有明体操競技場(東京)で
行われた種目別平均台の予選で、自身のワールドカップ3連勝
時を上回る得点を獲得しましたが、結果は予選12位。惜しくも決
勝進出とはならず、補欠の１番手という結果に終わります。（決
勝は国・地域ごと最大2名、上位8名が出場）
　しかし、迎えた8月3日の体操女子種目別決勝、ルーマニアの
選手が棄権し、急遽芦川選手の決勝出場が決定します。芦川選
手は決勝の舞台でも、柔らかく、流れるような演技を披露し、着
地後は笑顔で初めてのオリンピックを締めくくりました。

　佐藤様ありがとうございました。
　現在、東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴
い施設の利用・見学は中止されています。来年3月再
オープン予定となっていますので、熱戦が繰り広げら
れた自転車の聖地、伊豆ベロドロームへ足を運んでみ
てはいかがでしょうか！　

東京オリンピックを終えた芦川選手と水鳥体操館水鳥政弘コーチにインタビューを行いました。

東京オリンピックメダル獲得数

日本選手団の累計メダル獲得数は
金27 / 銀14 / 銅17の計58個となり、
過去最多の獲得数となりました。

　芦川選手、水鳥コーチありがとうございました。
　第50回世界体操競技選手権は10/18～24北九州市立総合体育館で東
京オリンピックのメダリスト達を含む、世界75か国600名の選手が参加予
定です。東京オリンピックで更なる飛躍を遂げた芦川選手の活躍を応援し
ています！　芦川選手の公式ウェブサイト、インスタグラムもみなさん是非
チェックしてください♪
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A１

Q2
A2

初めてのオリンピックはいかがでしたか？

とてもいい経験ができました。平均台以外の種目でも、トップの選手の
演技を見ることができ、とても刺激になりました。平均台では14点以
上という目標を立てていたのですが、予選・決勝の両方で完璧な演技
が出来ず悔しい思いもしました。この悔しさを世界選手権では晴らせ
るように頑張ります。
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A1
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読者のみなさまへメッセージをお願いします。

たくさんの応援、本当にありがとうございました。皆様の応援が、私
の頑張る励みとなり、今の私があります。地元からオリンピックに出
場することができ、本当に良かったなと思っています。10月に世界選
手権もあるので、引き続き応援よろしくお願いします。

今回の芦川選手の演技はいかがでしたか？

東京オリンピックでは、メダルを期待された選手が結果を出せなかった
状況を考えると、オリンピックの舞台はとても特別な場であることがわ
かりました。そんな中、初出場、無観客、あのバイルズ選手の後で、堂々と
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今後、芦川選手に期待するところはどんなところですか？

10月の種目別世界選手権への出場が決まっているので、今度はメダ
ルを取るという大きな目標に向かって練習に取り組んで欲しいと思
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A3 競技会場だけでなく、選手村の中でも、色々な競技、色々な国の選手

とバッジを交換したことが思い出です。

オリンピック期間中の印象的な出来事や、思い出はありますか？
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伝統的文化のようなもの！もともとはアス
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、ほと
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写真提供：伊豆ベロドローム

写真提供：伊豆市

写真提供：伊豆市
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※営業情報や大会・イベントについて
　詳しくは日本サイクルスポーツセンターウェブサイトをご覧ください。

知っていましたか？

6位入賞おめ
でとう！！

　今大会の出場選手には、静岡市を練習拠点とする芦川選手だ
けではなく、静岡市出身選手も多く出場しました。金メダルを獲
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たスケートボードには青木勇貴斗選手(清水区)が出場しました。
　同じ静岡市出身や、静岡市を練習拠点として努力する選手た
ちの活躍を特別に感じる方も多いのではないでしょうか。今後も
『躍動』では、注目選手の紹介や活躍をお伝えしていきます！静岡
から世界の舞台を目指して戦う選手たちを応援しましょう！！

　聖火リレーは2021年3月25日福島県から「Hope Lights Our 
Way/希望の道を、つなごう」をコンセプトにスタート。静岡県に
は開幕まで1カ月となった2021年6月23日・24日・25日に聖火が
巡り、274名のランナーが光を繋ぎました。
　県内初日の23日には静岡市内にコースが組まれ、駿府城公
園内には聖火の到着を祝うセレブレーション会場も設置されま
した。会場では、伝統ある赤石太鼓保存会によるパフォーマン
スなどが行われ、オリンピックの象徴である聖火を迎えました。

　その後、2日目は牧之原市～沼津市を、3日
目には伊東市～富士宮市を巡り、次の山梨県
へと繋がれました。
　こうして各地でたくさんの声援や熱い想い
を受けた聖火は、121日間をかけてメインスタ
ジアムである国立競技場へ到着したのです。



～ 生活の中にスポーツを ～

Sport in Life プロジェクトを知っていますか？

数々の感動が生まれた東京オリンピック。日本中がひとつになり、たくさんの声援で選手たちを支え、
その声援に奮起する選手たちの活躍を観て、刺激を受けた方も多いはず。
次は、ぜひ皆さんがスポーツをすることで、健康で豊かな生活を目指しましょう！

スポーツ庁が、一人でも多くの方にスポーツを楽しんでいただき、スポーツを行うことが生活習慣の一
部となるような社会を目指し、「Sport in Lifeプロジェクト」をスタートさせました。
これは、競技スポーツだけではなく、日常において意識的に行う生活活動、例えば通勤時の階段昇降や
ウォーキングなどの軽運動もスポーツであると定義し、スポーツが特別なものではなく、みなさんのラ
イフスタイルに応じて日常生活の中にとけ込み、親しまれる状態を目指すものです。
このプロジェクトには、「静岡市」・「公益財団法人静岡市体育協会」も参画しており、Sport in Lifeを
実践することによって、健康長寿社会の実現を目指しています。

朝目覚めたら、簡単なエクササイズを取り入れましょう！
仰向けになり、手足を上にあげる。
細かく脚を振る。（ブラブラさせます）
手はグーパーと動かしてみましょう。
30秒ほど動かしてください。
朝は、血流が滞っています。活動前に、少し体を動かすだけでも血行が良くなり、
一日が気持ちよくスタートできます！

ウォーキング中や家の中でも段差１つ分あればどこでもできるストレッチ。
一段上がり、ストレッチする方の足を後方にずらします。段差に土踏まずがあた
るようにしましょう。
反対側の膝は軽く曲げ、重心を下へ。そうすると・・・！ふくらはぎが良く伸びます！
ふくらはぎの筋肉には第二の心臓と呼ばれるようにポンプの役割があります。
ストレッチをすることで、ポンプ機能が働き、足のむくみが解消します。　
疲れた時にもオススメですよ！

運動は時間や場所を選びません！
家の中でも「ながら」運動として取り入れてみてください。
掃除機を片手に、同側の足を一歩大きく出します。
前足の膝は90度に曲げ、足首から垂直になるように踏ん張ります。
そうすることで、太ももの筋肉がきたえられます！
太ももの筋肉が衰えると、膝の痛みも出てきます。この運動を取り入れて、いつ
までも自立歩行ができる脚にしましょう！

いかがでしょうか？どれもすぐに実践できるものばかりです。
このような運動にプラスして、歩数計やアプリを取り入れて自分の運動量を「見える化」すると、
より自分のことが知ることができ、次への目標が設定しやすくなります。
また、ウォーキングをする人は、自分だけの「歩くマップ」をイメージしてみると楽しいですよ！
通勤時間などの隙間時間に合わせて、10分コース、20分コースを作ってみましょう♪

静岡市民の体力への自信やスポーツ施設の利用状況等を把握するため、当協会はスポーツをする頻度や関心
についてアンケート調査を行っています。（令和2年度スポーツ施設に関する意識調査報告書より (公財)静岡市体育協会）

結果をみると、全くスポーツをしない人が４割近くに達しました
が、健康に関心を持っている方は８割と多いことが分かります。
また、スポーツを行う頻度の低い方の中には、以前は取り組ん
でいたけれど、コロナ禍で活動する場を失ってしまったという
方もいるのではないでしょうか。
そういった方は是非、自分の生活にSport in Lifeの定義を当
てはめてみてください！
グッと頻度が上がるのではないでしょうか？
スポーツというと、勝ち負けを意識したり、ストイックに自分の
限界に挑戦していくようなイメージもあるかもしれません。
しかし、本来スポーツとは、誰もが気軽に楽しむことができるも
のです。エレベーターを使わずに階段を使う時間も、愛犬と一
緒に散歩をする時間も、あなたは自然とスポーツを生活の中に
取り込んでいるのです。
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やや関心がある  
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あまり関心はない  
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関心はない  
5.9% 

わからない  
1.5% 

スポーツは特別なものではなく、私たちの毎日を健康で豊かなものにしてくれる生活
の一部です。日常生活の中に身体を動かすことを取り入れ、もっとスポーツを楽しもう！

(公財)静岡市体育協会では「市民一人1スポーツ」を目指し、乳幼児からシニアまで、幅広い年齢層やライフスタイルに応じた様々
なスポーツ教室を開催しております。更に運動量を増やしてステップアップをしたい方、新しいことにチャレンジしてみたい方、是非
ご自身に合った教室を見つけてご参加ください！　詳しくは(公財)静岡市体育協会のウェブサイトをご覧ください♪また、公式
TwitterやYouTubeチャンネルでは、インストラクターによる『お家でできる簡単トレーニング』動画の紹介や、健康・体力づくりに
関する事業やイベント情報をたくさん掲載しています！是非、チャンネル登録お願いします☆

運動中に行えば、

効果バツグン！

お部屋も、
体もキレイに！

この1年間に運動・スポーツを
どのくらいの頻度で行っていますか？

健康に関心はありますか

注目！

注目！

（公財）静岡市体育協会

当協会インストラクターから、生活の様々な場面でのワンポイント
アドバイスをご紹介します。是非、今日から実践してみてください！

寝たまま簡単！
1日のスタートに

やってみましょう♪

Sport in LifeSport in Life

グー

パー

Check!!

★朝、起き上がる前に

★階段を使って

★掃除をしながら
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TwitterやYouTubeチャンネルでは、インストラクターによる『お家でできる簡単トレーニング』動画の紹介や、健康・体力づくりに
関する事業やイベント情報をたくさん掲載しています！是非、チャンネル登録お願いします☆
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〒421-0133　
静岡市駿河区鎌田574-1　
054-257-3411
JR安倍川駅から徒歩5分の場所にあり
ます。卓球場は朝からたくさんの方にご
利用頂いています。ラケットの貸出、
ボールの販売も行っていますので、気
軽にご利用いただけます！開放感のあ
る中庭があるので、ロビーも明るく、地
域のみなさまの健康増進・リフレッシュ
の場として親しまれている施設です。

⑦長田体育館
〒424-0924　
静岡市清水区清開2-1-1　
054-334-5049
清水総合運動場の陸上競技場は、平成
28年にレンガ色のタータンから、青色
のタータンにリニューアルされました。
青色は集中力を高めるため、選手は安
定して好記録を狙うことが出来るとい
われています。個人での利用も可能で
す！清水総合運動場で最速記録を出
そう！！

⑧清水総合運動場

〒424-0031　
静岡市清水区横砂408-38　
054-367-9780
清水マリンロード沿いにある施設です。
通年で室温・水温の管理がされている
室内プールが人気★
歩くコースもありますので、水の力で関
節への負担は少なく！筋肉への負荷は大
きく！筋力アップに効果的な水中ウォー
キングも出来ますよ。初めての方でも、
安心して快適にご利用いただけます。

⑨清水清見潟公園スポーツセンター
〒421-3211　
静岡市清水区蒲原新田1-21-1
054-385-7501
蒲原体育館は蒲原市民センターの敷地
内にあり、地域の方々にスポーツと交
流の場として親しまれる施設です。幼児
からシニアまで様々なスポーツ教室を
開催しており、たくさんの方にご参加い
ただいています。これからも、皆さんに
楽しんでいただけるよう様々なスポー
ツ教室を開催していきます！

⑩蒲原体育館
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〒420-0856　
静岡市葵区駿府町2-80　
054-255-1010
今回紹介する施設の中で最も広いア
リーナがあり、多くの市民大会やプロス
ポーツの試合が行われています。また、
広い施設を使ってたくさんのスポーツ
教室を開催しています。お仕事帰りに
参加できる夜間の教室もありますの
で、お家に帰る前に中央体育館で良い
汗かいてリフレッシュしましょう♪

①中央体育館
（中央体育館敷地内）
平成30年5月にオープンしました。
ランナーやウォーカーのサポートをは
じめ、交流スペースでは気の合う仲間
とゆっくりカフェメニューを楽しんだり、
誰でも気軽にご利用いただける施設と
なっています。
「黒ゴマバナナスムージー」
がオープン当初からの
人気メニュー★

②駿府城ラン・アンド・リフレッシュステーション

〒420-0801　
静岡市葵区東千代田2-3-1　
054-264-8485
会議室が平成28年に多目的室にリ
ニューアルされ、とっても使いやすくな
りました！鏡張りになっているので、ヨガ
やダンスの練習をするのにぴったり♪
たくさんの方にご利用頂いています。
東部体育館の公式ツイッターで、施設
の空き情報やスポーツ教室について発
信していますので、ぜひご覧ください。

③東部体育館
〒420-0941　
静岡市葵区松富4-14-1　
054-255-6262
駐車場スペースも広く確保されてい
て、大きな大会やイベントの開催にご利
用いただいています。
施設内には弓道場があり、ガラス越しに
見学することができます。教室も開催
されていますので、興味を持たれた方
は、是非ご参加ください！

④北部体育館

〒421-2116　
静岡市葵区西ケ谷8-1　
054-2９６-1900（管理棟）
野球場や陸上競技場、テニスコートと
いった、屋外施設が充実しています。
ターゲットバードゴルフ場やグラウンド
ゴルフ場もあり、子どもからシニア層ま
で、多くの方に健康・体力作りの場とし
てご利用いただいています。
屋外でのびのび！いい汗流しましょう！

⑤西ケ谷総合運動場
〒422-8006　
静岡市駿河区曲金3-1-30　
054-285-1133
令和元年度、アリーナに空調設備がつ
いたことで、更に快適にご利用いただ
けるようになりました！スポーツ競技か
らレクリエーションまでたくさんの方に
ご利用いただいています。アリーナの
２階部分にはランニングコースがある
ので、天候を気にせず、自分のペースで
ランニング・ジョギングに取り組めます！

⑥南部体育館
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施設の公式アカウントで
教室やイベント情報を発信しています！

施設の公式アカウントで
教室やイベント情報を発信しています！

施設をご利用の際には、各施設の利用方法をご確認ください。詳しくは、(公財)静岡市体育協会のウェブサイトをご覧いただくか、各施設に
直接お問い合わせください。その他ご不明な点がありましたら、(公財)静岡市体育協会事務局(☎654-5151)までお問い合わせください。

このスローガンには、たくさんの方に施設を利用していただき、いい汗をいっぱいかいていただきたい。
それによって、利用者のみなさま、施設管理をする職員、みんなが良い気持ちで笑顔がいっぱいになるように…
という思いが込められています。スローガンをもとに、職員一丸となり、事業を推進していきます！

利用者いっぱい、いい汗いっぱい、笑顔いっぱい

駿河区

施 設 情 報葵区

公益財団法人静岡市体育協会が管理する　スポーツ施設をご紹介

事業スローガンを決定しました

公益財団法人静岡市体育協会では、市内10か所のスポーツ施設の管理をしています。安心安全な施設管理・運営は
もちろん、利用者のみなさまのニーズに合わせたスポーツ教室の開催や、明るく親しみある対応で、みなさまにスポー
ツの楽しさ・喜びをお届けできるよう、日々努めております。
こちらのページでは、管理施設をご紹介。それぞれの特徴をチェックして、ぜひご利用ください。お待ちしております！

各施設での感染予防対策にご理解とご協力をお願いいたします。

清水区



〒421-0133　
静岡市駿河区鎌田574-1　
054-257-3411
JR安倍川駅から徒歩5分の場所にあり
ます。卓球場は朝からたくさんの方にご
利用頂いています。ラケットの貸出、
ボールの販売も行っていますので、気
軽にご利用いただけます！開放感のあ
る中庭があるので、ロビーも明るく、地
域のみなさまの健康増進・リフレッシュ
の場として親しまれている施設です。

⑦長田体育館
〒424-0924　
静岡市清水区清開2-1-1　
054-334-5049
清水総合運動場の陸上競技場は、平成
28年にレンガ色のタータンから、青色
のタータンにリニューアルされました。
青色は集中力を高めるため、選手は安
定して好記録を狙うことが出来るとい
われています。個人での利用も可能で
す！清水総合運動場で最速記録を出
そう！！

⑧清水総合運動場

〒424-0031　
静岡市清水区横砂408-38　
054-367-9780
清水マリンロード沿いにある施設です。
通年で室温・水温の管理がされている
室内プールが人気★
歩くコースもありますので、水の力で関
節への負担は少なく！筋肉への負荷は大
きく！筋力アップに効果的な水中ウォー
キングも出来ますよ。初めての方でも、
安心して快適にご利用いただけます。

⑨清水清見潟公園スポーツセンター
〒421-3211　
静岡市清水区蒲原新田1-21-1
054-385-7501
蒲原体育館は蒲原市民センターの敷地
内にあり、地域の方々にスポーツと交
流の場として親しまれる施設です。幼児
からシニアまで様々なスポーツ教室を
開催しており、たくさんの方にご参加い
ただいています。これからも、皆さんに
楽しんでいただけるよう様々なスポー
ツ教室を開催していきます！

⑩蒲原体育館

ai15810654705_入稿用データ_理研グリーン.pdf   1   2020/02/07   17:51:10

〒420-0856　
静岡市葵区駿府町2-80　
054-255-1010
今回紹介する施設の中で最も広いア
リーナがあり、多くの市民大会やプロス
ポーツの試合が行われています。また、
広い施設を使ってたくさんのスポーツ
教室を開催しています。お仕事帰りに
参加できる夜間の教室もありますの
で、お家に帰る前に中央体育館で良い
汗かいてリフレッシュしましょう♪

①中央体育館
（中央体育館敷地内）
平成30年5月にオープンしました。
ランナーやウォーカーのサポートをは
じめ、交流スペースでは気の合う仲間
とゆっくりカフェメニューを楽しんだり、
誰でも気軽にご利用いただける施設と
なっています。
「黒ゴマバナナスムージー」
がオープン当初からの
人気メニュー★

②駿府城ラン・アンド・リフレッシュステーション

〒420-0801　
静岡市葵区東千代田2-3-1　
054-264-8485
会議室が平成28年に多目的室にリ
ニューアルされ、とっても使いやすくな
りました！鏡張りになっているので、ヨガ
やダンスの練習をするのにぴったり♪
たくさんの方にご利用頂いています。
東部体育館の公式ツイッターで、施設
の空き情報やスポーツ教室について発
信していますので、ぜひご覧ください。

③東部体育館
〒420-0941　
静岡市葵区松富4-14-1　
054-255-6262
駐車場スペースも広く確保されてい
て、大きな大会やイベントの開催にご利
用いただいています。
施設内には弓道場があり、ガラス越しに
見学することができます。教室も開催
されていますので、興味を持たれた方
は、是非ご参加ください！

④北部体育館

〒421-2116　
静岡市葵区西ケ谷8-1　
054-2９６-1900（管理棟）
野球場や陸上競技場、テニスコートと
いった、屋外施設が充実しています。
ターゲットバードゴルフ場やグラウンド
ゴルフ場もあり、子どもからシニア層ま
で、多くの方に健康・体力作りの場とし
てご利用いただいています。
屋外でのびのび！いい汗流しましょう！

⑤西ケ谷総合運動場
〒422-8006　
静岡市駿河区曲金3-1-30　
054-285-1133
令和元年度、アリーナに空調設備がつ
いたことで、更に快適にご利用いただ
けるようになりました！スポーツ競技か
らレクリエーションまでたくさんの方に
ご利用いただいています。アリーナの
２階部分にはランニングコースがある
ので、天候を気にせず、自分のペースで
ランニング・ジョギングに取り組めます！

⑥南部体育館

6 7

施設の公式アカウントで
教室やイベント情報を発信しています！

施設の公式アカウントで
教室やイベント情報を発信しています！

施設をご利用の際には、各施設の利用方法をご確認ください。詳しくは、(公財)静岡市体育協会のウェブサイトをご覧いただくか、各施設に
直接お問い合わせください。その他ご不明な点がありましたら、(公財)静岡市体育協会事務局(☎654-5151)までお問い合わせください。

このスローガンには、たくさんの方に施設を利用していただき、いい汗をいっぱいかいていただきたい。
それによって、利用者のみなさま、施設管理をする職員、みんなが良い気持ちで笑顔がいっぱいになるように…
という思いが込められています。スローガンをもとに、職員一丸となり、事業を推進していきます！

利用者いっぱい、いい汗いっぱい、笑顔いっぱい

駿河区

施 設 情 報葵区

公益財団法人静岡市体育協会が管理する　スポーツ施設をご紹介

事業スローガンを決定しました

公益財団法人静岡市体育協会では、市内10か所のスポーツ施設の管理をしています。安心安全な施設管理・運営は
もちろん、利用者のみなさまのニーズに合わせたスポーツ教室の開催や、明るく親しみある対応で、みなさまにスポー
ツの楽しさ・喜びをお届けできるよう、日々努めております。
こちらのページでは、管理施設をご紹介。それぞれの特徴をチェックして、ぜひご利用ください。お待ちしております！

各施設での感染予防対策にご理解とご協力をお願いいたします。

清水区



電 気 設 備 設 計 施 工

代表取締役　篠田雄二

〒424-0926　静岡市清水区村松1-1-52

TEL：054-334-2464　FAX054-334-2451

公益財団法人静岡市体育協会広報誌
令和3年9月Vol.84

2021.9
Vol.84
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法人・団体会員

個人会員

会　費

静岡市体育協会

特　典

静岡市ソフトテニス協会
東京海上日動火災保険株式会社静岡支店
静岡市バスケットボール協会
タキスポーツショップ
株式会社望月ネームプレート
株式会社理研グリーン
株式会社福泉
株式会社紙泰
池田屋印刷株式会社
静岡市馬術連盟
一般財団法人静岡市国際交流協会
株式会社田宮事務器
株式会社セイセイサーバー
静岡市体操協会
株式会社たかせ電設
公益社団法人静岡市シルバー人材センター
公益財団法人するが企画観光局

日将株式会社
篠田電気株式会社
東海ワッチサービス株式会社清水支社
株式会社シズデン
エスピトーム株式会社
ソリックオートドア株式会社
静岡市山岳連盟
静岡市野球連盟
協和電工株式会社
静岡市トランポリン協会
旭産業株式会社
株式会社中島屋ホテルズ
株式会社メンテックカンザイ
株式会社静岡セイコー
青木公認会計士事務所
ロフティ株式会社

興梠正人　田中秀幸　小林善徳　嶋本千秋　大橋正行　松下　茂　大橋敏弘　望月　博　鈴木　榮　増田正史　亀山正敏
杉山　聡　志田浩政　海野弘美　池川　茂　矢部龍夫　石川壽將　渕本邦知　渡邉武利　森村謙司　浅野　孝

静岡市柔道連盟
株式会社フジコーム
不二見造園土木株式会社
有限会社殿岡工務店
株式会社イケタニ設備
株式会社富士スポーツ
青山印刷
株式会社セリオ
株式会社東海軒
株式会社佐藤興商
株式会社グリーンマスターズ清水
コインロッカー事業有限会社
株式会社静岡資源
マルマツレボ株式会社
静岡市武術太極拳連盟
有限会社ことぶき衣料
有限会社神商会

公益財団法人 静岡市体育協会 《令和3年度》 賛助会員の紹介

編
集
・
発
行
：
公
益
財
団
法
人
静
岡
市
体
育
協
会
　
　
　
　
発
行
日：
令
和
3年
９
月
３０日

〒
422-8006　

静
岡
市
駿
河
区
曲
金
三
丁
目
1番
10号

　
　
T
EL：
054-654-5151 / FA

X：
054-283-6777

公益財団法人静岡市体育協会
https://shizuoka-sports.or.jp

ラジオ放送やってます！

静岡市体育協会はスポーツ庁が進める「Sport in Lifeプロジェクト」に参画し、
多くの方がスポーツを楽しめる社会の実現を目指します。

シティエフエム静岡（７６．９MHz）毎週火曜日12:40頃
ひるラジ！静岡情報館内【市民スポーツ情報】
スポーツ教室や各種イベント情報をお届けします。

ON AIR

公益財団法人静岡市体育協会では、「市民一人１スポーツ」の実現に向け、加盟団体や関係諸機関・団体と連携して、
各種スポーツ教室やライフステージに応じたスポーツ活動の推進を図りながら、市民の健康増進をサポートしております。
つきましては、本協会の事業運営並びにスポーツ活動の推進にご賛同いただける方々に賛助会員としてご入会していた
だき、本協会のスポーツ事業へご支援していただける方（法人及び団体・個人）を募集しています。

賛助会員募集のお知らせ■■■■■令 和 ３ 年 度 法人及び団体会員  1口  10,000円
個人会員  1口  3,000円

❶協会が刊行する情報誌等を送付いたします。
❷協会情報誌、ホームページ、協会作成資料等に法人名、団体名
　及び個人名を掲載いたします。
❸協会が主催、または共催する行事等の情報を提供いたします。
❹その他特典として、駿府城R&Rステーション内「So juice」の
　スムージー等飲み物割引券を進呈いたします。

詳細は当協会ウェブページをご覧になるか、
事務局までお問い合わせください。

名称変更のお知らせ編集
後記
調査広報委員会

鈴木　榮
海野弘美

東京オリンピック特集
芦川うらら選手インタビュー―２
県内開催種目（自転車競技）の様子・メダル獲得数―３
静岡市聖火リレーの様子をご紹介！―３
Sport in Life ～生活の中にスポーツを～―４・５
  Sport in Lifeって何？
  インストラクターからのワンポイントアドバイス
  教室SNS情報

(公財)静岡市体育協会管理施設紹介―６・７
  全10施設の紹介

令和３年度賛助会員のご紹介―８
令和３年度賛助会員募集のお知らせ―８
編集後記―８

（順不同・敬称略・2021年9月10日現在）

2020東京オリンピック・パラリンピックがこのコロナ禍の中無事に終
了しました。
6月には静岡市内を聖火が巡り、感動された方も多くいた事でしょう。
感染対策による無観客での開催の中、選手達が練習成果を発揮
する姿を通して、努力の大切さと差別の無い平等の精神を改めて
教えていただきました。
身体を動かす機会が少なくなっていますが、毎日の生活にSport 
in Lifeの概念を取り入れていただければ幸いです。
第84号発刊にあたり、ご協力いただきました各種競技団体の皆様
及び事務局の皆様に対し心より感謝申し上げます。

　現在、「スポーツ」が広く人々や社会に浸透し、発展し
てきたことによって、スポーツは競技として行うものだ
けではなく、体育や身体活動の概念を含むものとして
認識されるようになりました。
　こうしたことから、公益財団法人静岡市体育協会は、
令和4年4月1日より「公益財団法人静岡市スポーツ協
会」に名称を変更いたします。


