
6

　市では、年齢や体力、適性に応じて、いつでも・どこでも

スポーツに親しみながら、市民皆さんが心身ともに健康

で明るく生きがいのある生活を送っていただけるよう、

平成19年度も各種スポーツ・レクリエーション事業を行い

ます。ぜひ、ご参加ください。各事業の詳細は今後発行す

る広報さやまや公式ホームページなどでお知らせします。

 ※1は市民総合体育館へ☎2952‐0511 ※2は狭山台体育館へ☎2958‐1201

スポーツ・レクリエーション事業スポーツ・レクリエーション事業

種 　　目 開 始 日 開　催　日 回 数 会　   場
硬式テニス 05月09日 水･金 09時～11時 10回 入曽多目的広場テニスコート

ゴルフ（初心者）
05月31日 火･木 10時～12時 10回 新狭山ゴルフセンター09月05日 水･金 19時30分～21時30分 10回

スポーツ吹矢 06月07日 木 14時～16時 05回 東京家政大学 体育館

水泳（初心者）
07月09日 月～金 19時30分～21時 05回 入間川小学校プール
07月23日 月～金 19時30分～21時 05回 狭山台プール

ボウリング 08月20日 月～金 09時30分～11時30分 05回 新狭山グランドボウル

アクアフィットネス
07月30日 月･火･木 19時～20時30分 05回 入間川小学校プール09月04日 火･水･金 10時～11時30分 05回

アイーダアイダ 10月13日 土 10時～12時 01回 狭山台体育館
なぎなた(初･中級) 10月10日 水 10時～12時 05回 狭山台体育館
テーピングとストレッチ 11月11日 日 09時～12時 02回 市役所6階会議室
剣道(初・中級） 平成20年2月14日 木 18時～20時 05回 市民総合体育館 剣道場
３Ｂ体操 平成20年2月29日 金 13時30分～15時30分 04回 市民総合体育館 剣道場
卓球(初･中級) 06月06日 水･金 09時30分～11時30分 07回

市民総合体育館　※1
ソフトテニス 08月01日 水･金 18時～20時 07回
バドミントン(初･中級) 09月04日 火･木 09時30分～11時30分 07回
体操 10月03日 水 09時30分～11時30分 07回
硬式テニス(初･中級) 平成20年2月6日 水･金 09時30分～11時30分 07回
ソフトバレーボール 06月09日 土 09時～11時 05回 狭山台体育館　　※2
親子体操 平成20年1月24日 木 13時～14時30分 06回

事　業　名 開　催　日 内　　容 会　　場

さやまCITYゴルフ大会
05月14日㈪ 18ホール新ペリア方式 東京ゴルフ倶楽部05月21日㈪

壮年ソフトボール大会
05月27日㈰ トーナメント戦 上奥富コンビネーショングラウンド06月03日㈰

バスハイキング
07月07日㈯ 自然に親しむハイキング 竜門峡
11月10日㈯ 芦ノ湖西岸

体力テスト・体操・アイーダアイダ 09月08日㈯ 体力診断、健康相談、体操 市民総合体育館

事   業   名 開  催  日 内　　容 会　　場
市民ゴルフ大会 10月29日㈪ 18ホール新ペリア方式 霞ヶ関カンツリー倶楽部
クロスカントリーIN SAYAMA 12月09日㈰ 部門別レース 狭山稲荷山公園

○体育協会主催事業

○スポーツ・レクリエーション教室

○教育委員会主催イベント

12月に行われるクロスカントリー(狭山稲荷山公園）12月に行われるクロスカントリー(狭山稲荷山公園）
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団   体   名 連 絡 先  電話番号
民踊連盟 石川　信子 2954‐1360
グラウンドゴルフ連合会 水村　光市 2958‐0076
ダンス連盟 肥後　正彬 2953‐8899
フォークダンス連盟 斉藤　昭子 2957‐6054
インディアカ連盟 安藤　一恵 2955‐0078
ミニテニス連盟 奥富　 茂　 2958‐2863
ペタンク連盟 黒田　精吾 2958‐2536
レクリエーション指導者クラブ 梅村　貞之 2957‐5100
日本ペットボトルクラフト
協会狭山支部

中島　光男 2953‐4519

体育指導委員・会長 橋本　秀樹 2955‐6351

事   業   名 開  催  日 内　　容 会　　場
ウオークラリー大会 5月27日㈰ 市内再発見 狭山市役所スタート
レクリエーション広場 10月21日㈰ 親子参加のレクリエーション 入間川小学校
レク・フェスティバル 平成20年3月9日㈰予定 加盟団体発表会 市民会館 中ホール

日米ジュニア交流事業 春・夏・秋 小・中学生の日米文化交
流、クラフト事業

市内、
横田ユースセンター（福生市）

事   業   名 内　　　容
ニュースポーツの普及 トスベースボールなどニュースポーツの普及活動
スポーツ・レクリエーション活動の協力 各種事業への支援・協力

◆体育協会加盟団体

○レクリエ－ション協会主催のイベント

○学校体育館の市民開放

◆レクリエ－ション協会加盟団体

○体育指導委員連絡協議会の活動

◆体育指導委員連絡協議会

団   体   名 連 絡 先 電話番号
野球連盟 宮寺　勝利 2952‐3241
柔道連盟 石川　勇司 2954‐1360
剣道連盟 栗原　憲一 2959‐2774
ソフトテニス連盟 大谷　洋由 2957‐1429
卓球連盟 小澤キヨ子 2954‐1524
バレーボール連盟 平沼　郁夫 2958‐6739
スキー連盟 谷島　 稔　 2955‐0228
サッカー協会 山崎　堅司 2953‐1923
バスケットボール連盟 鹿島　光明 2952‐2390
躰道連盟 酒田　訓明 2952‐5387
ソフトボール協会 町田　繁夫 2953‐4460
バドミントン連盟 大沼　久次 2954‐6186
少林寺拳法連盟 倉田　幸明 2995‐1296
テニス協会 栗原　秀明 2959‐8286
弓道連盟 横坂　堅二 2954‐1061
なぎなた連盟 矢島　久子 2952‐3445
ゴルフ協会 天野　幸一 2952‐7311
陸上競技協会 　星　 恒夫 2959‐8709
ボウリング連盟 小林　隆良 2952‐2111
スポーツ少年団 澤田　敏男 2957‐3332

区　分 内　　容

小学校

開 放校入間川東小、富士見小、入間小、南小、山王小、入
間野小、御狩場小、堀兼小、狭山台南小、狭山台北小、
新狭山小、奥富小、柏原小、広瀬小、笹井小

開 放時間火～金曜日の17時30分～ 21時30分、土曜日の
13時～ 21時、日曜日の9時～ 17時

使 用条件市内在住・在勤の社会人で構成され、毎回10
名以上で活動できるスポーツ団体。年間登録とし、
1団体につき週1回2時間を限度とする。学校によっ
て利用できない種目もあり

中学校

開 放校東中、中央中、入間川中、入間中、山王中、入間野
中、堀兼中、狭山台中、西中、柏原中

開 放時間月～土曜日の19時～ 21時30分
使 用条件西中学校のみ月4回を限度とし抽選を行う。
1回の利用時間2時間30分。他の条件は小学校と同じ

各連盟、協会などの連絡先
　市内にはさまざまなスポーツ・
レクリエーション団体がありま
す。これからスポーツなどを始め
ようと考えている方は、お気軽に
ご相談ください。

毎年5月に行われるウオークラリー毎年5月に行われるウオークラリー

市民総合体育館の卓球教室市民総合体育館の卓球教室

問合せ体育課へ 内線5711


