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　第62回市民スポーツ祭は、8月22日（土）から30
日（日）を中心に市内の各会場で、陸上競技始め
37競技113種目が開催される予定でしたが、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため初めて中止と
なりました。
　競技は、区対抗、一般、小学生、中学生、高等
学校及びマスターズの6部門に分かれて行われ、
選手及び役員合わせて約3万5千人が参加予定
でした。今年度は中止という苦渋の決断をいたしま
したが、来年こそは「名古屋市民のスポーツの祭
典」である市民スポーツ祭が開催できるよう準備を
進めてまいります。選手の皆様のご参加並びに大
会関係者の皆様のご協力をお願いいたします。

第62回市民スポーツ祭第62回市民スポーツ祭

　（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市
体育協会）の体育功労者表彰式を、毎年８月下旬
の市民スポーツ祭総合閉会式後に行っておりまし
たが、今年度は市民スポーツ祭が中止となったた
め、表彰式を延期することになりました。時期は未定
です。
　体育功労者表彰は、各区の地域体育協会にお
いて、地域スポーツの普及発展に顕著な功労のあ

った方及び各競技団体において選手育成や競技
の普及発展に顕著な功労のあった方々の功績を
称え、更なるご活躍を期待して表彰するものです。
　なお、公認日本記録を樹立された方、日本選手権
及びこれに相当する大会で優勝された方、国際競
技大会において優秀な成績を収められた方の表彰
は、昨年度より「名古屋市スポーツ功労者表彰」に
おいて表彰することとなっています。

令和２年度体育功労者の表彰《名古屋市体育協会》令和２年度体育功労者の表彰《名古屋市体育協会》延期

中止

第2回市民スポーツ祭（昭和35年）パレード／中日新聞社提供

昨年度市民スポーツ祭

　市民スポーツ祭は、昭和22年（1947年）から始まった卓
球、水上、相撲、軟式野球、バレーボール、バスケットボールの
各区対抗競技が、昭和29年（1954年）には16種目、12区対
抗形式による総合体育大会にまで発展してきたものが前身
となっている歴史ある大会です。第1回大会は、昭和34年
（1959年）に名古屋市制70周年を記念して、陸上競技始め
全26種目で始まりました。写真にあるように、初期の頃は市内
パレードも行われており、まさに“名古屋の夏のお祭り”として
大変にぎやかに開催されていたそうです。
　なお、区対抗部門が始まった昭和56年（1981年）の第23
回大会から前回の第61回大会までの優勝回数は、名東区
が10回、南区7回、港区6回、千種区・中川区4回、中村区・緑
区3回、北区・天白区1回となっています。

昨年度大阪大会優勝の名古屋市女子
バスケットボールチームのみなさん

振甫プール

瑞穂競技場

昨年度大阪大会 第8回
五大都市体育大会
昭和32年（1957年）

開会式
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令和２年度新型コロナウイルス感染症の影響により
中止（延期）した主な名古屋市体育協会関係行事　
令和２年度新型コロナウイルス感染症の影響により
中止（延期）した主な名古屋市体育協会関係行事　

開催日 行事名 会場

4/12～4/26 第97回レクリエーション
インディアカ大会

稲永スポーツ
センター他

4/19 第76回市民卓球選手権大会 日本ガイシ
スポーツプラザ

5/13～6/9 第55回春の女性レクリエーション
バレーボール大会

日本ガイシ 
スポーツプラザ他

6/6～7/12 第17回都市間交流スポーツ名古屋大会
（ソフトテニス始め13競技）【1年延期】

パロマ瑞穂野球場
始め市内各所

6/13～2/25 第62回市民スポーツ祭 稲永スポーツセンター
始め市内各所

6/21 ニチレイチャレンジ 泳力検定会
2020名古屋大会 日本ガイシアリーナ

開催日 行事名 会場

9/9～10/6 第55回秋の女性レクリエーション
バレーボール大会

日本ガイシホール
他

10/18～11/1
第98回レクリエーション
インディアカ大会

稲永スポーツ
センター他

11/1 スポーツ少年団交歓大会 日本ガイシ 
スポーツプラザ

11/23 スポーツ講演会【延期】 パロマ瑞穂
スポーツパーク

12/5 第15回愛知駅伝
愛・地球博記念公園
（モリコロパーク）

2/25 なごやマスターズレクリエーション
バレーボール大会2021

日本ガイシ 
スポーツプラザ

　今年で第17回を迎えた今大会は、7月11日・12日
の土、日曜日を中心に地元名古屋市で開催予定で
したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため１
年延期となりました。
実施種目は、ソフトテニス（東山テニスセンター）、バ
スケットボール（千種スポーツセンター）、バドミントン
（北スポーツセンター）、相撲（パロマ瑞穂スポーツパ
ーク）、空手道（日本ガイシスポーツプラザ）、ハンド
ボール（名東スポーツセンター）、弓道（日本ガイシ ス
ポーツプラザ）、ソフトボール（稲永公園）、テニス（名
城庭球場）、軟式野球（パロマ瑞穂スポーツパー
ク）、ホッケー（庄内緑地公園）、家庭婦人バレーボ
ール（昭和スポーツセンター）、ボウリング（星が丘ボ
ウル）の全13種目を開催予定でした。

　都市間交流スポーツ大会の前身は、都市の特性を持ち
共通した社会環境にある横浜市、神戸市、京都市、大阪
市そして名古屋市の五都市が一堂に集まり体育の振興と
スポーツを通じて市民相互の親善を図るため、昭和25年
（1950年）に神戸市で始まった「五大都市体育大会」で
す。この第１回は、陸上競技、水泳競技、バスケットボール、
バレーボール、軟式庭球、卓球、サッカー、軟式野球の８種
目で実施されました。その後は五都市の持ち回りで、平成
15年（2003年）の第54回まで開催されました。
　回を重ねるごとに競技種目も増え、平成10年（1998年）
の第49回大会からは全20種目となり、その後競技種目は減
少しましたが、現在の「都市間交流スポーツ大会」へとつな
がっています。なお、54回大会のうち、名古屋市は、男子で
11回、女子で13回総合優勝しました。

第17回 都市間交流スポーツ名古屋大会第17回 都市間交流スポーツ名古屋大会 1年延期
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子どもが発達段階に応じて身につけておくことが望ましい
動きを習得する運動プログラムとして、日本スポーツ協会
がアクティブ・チャイルド・プログラム（略してACP）を開発。
詳細は日本スポーツ協会ホームペー
ジにあるACP総合サイト（右記QR
コード）を参照。

アクティブ・チャイルド・プログラムについて

東山スポーツ少年団
　東山スポーツ少年団は、平成5年（1993年）に設立さ
れた「剣道」を中心に活動する複合種目型スポーツ少年
団で、守山警察署等を拠点に約40名の団員が活動して
います。
　団の名称である“東山”は、設立時から団長を務める
松井滿男さんのお住まいがある町名から名付けられたそ
うです。よく、千種区の東山がつく地名などと関係がある
の？と言われるそうで、かく言う私たち事務局員も千種区
に由来があるものと思っていました。

　週2回の活動日（現在はコロナ禍により不定期）は、最
初に指導者から指名を受けた団員が準備運動を行った
後、続けてリーダーが中心となって、日本スポーツ協会が
開発した運動プログラムである「アクティブ・チャイルド・プ
ログラム（以下、ACP）」の「遊び」を30分行い、剣道の稽
古に移ります。
　ACP導入の効果について、（公財）日本スポーツ協会
でACP普及・啓発プロジェクトメンバーを務める指導者の
吉田繁敬さんは、「ACPは団設立20周年時（2013年）か
ら取り入れている。遊びを行うことで剣道の稽古時間は
短くなるが、子どもたちが活動的になり、剣道の稽古にも
集中して取り組めるようになった。子どもたちも「遊び」の
時間を大変楽しみにしているようで、出席率も明らかに上
がった。さらには、リーダーが遊びを行うことにより、リーダー
育成にもなる。」と効果の大きさを実感されていました。そ
の影響からか、教員になった団員や教員志望の団員が
数多くいるそうです。
　普段は、団長の松井先生を始めとする有段者5名が
中心となり指導にあたっていますが、日本スポーツ少年団
への指導者登録は35名もあり、東山スポーツ少年団の大
きな特色となっています。
　その理由について、自身も指導者で広報担当の中村
圭子さんは、「活動が1部（幼児～小学6年生と初心者）
と2部（社会人も含めた中学生以上）の2部制となってい
るため、幼児から社会人まで「剣道」を生涯スポーツとし
て続けやすい環境にあり、団活動に長く関わる方が多く、
その方々がそれぞれに役割を持ってキャンプやクリスマス
会を行うなど、大人も楽しみながら積極的に団の活動を

サポートできる環境にあること。」を挙げていました。
　現在は他のスポーツ少年団同様、コロナ禍による制限
がある中での活動となりますが、そのような状況の中でも、
コロナ禍に対応するようアレンジされた「ソーシャルディス
タンス遊び」をしたり、剣道の稽古時には「面マスク」を着
用するなどして、子どもたちは元気に活動しています。
　また、コロナ禍による活動自粛中には、吉田さんから子
供たちに「質問コーナー」や「クイズ」を提供するなど、活
動再開に向けて指導者と団員が積極的にコミュニケー
ションを図っていたそうです。
　最後に、吉田さんは、「スポーツの楽しさや面白さを体
感しながら、体力づくりや仲間づくりもできるよう、そして、と
にかく、剣道や運動嫌いにならないように気を付けて指導
している。これからも、思いやりのある心と自主性を身につ
け、自信をもって生活していける子どもたちの育成に努め
ていきたい。」とのことでした。ちなみに、吉田さんは現在
剣道六段保有者で、七段合格目指して日々研鑽されて
みえます。私たちも見習いたい
ものです・・・。
●問い合わせ先
　東山スポーツ少年団
　団長：松井 滿男
　（マツイ ミツオ）
　連絡先：広報担当　
　中村　圭子
　（電話番号090-4113-5521）

第3回 スポーツ少年団だより第3回 スポーツ少年団だより

左中段；松井団長　右上段；吉田先生

Jr. Athlete

―――バレーボールはいつから始めたのですか？
中学生からです。実は野球をやっていて野球部に入るつもりだっ
たのですが、入学した翌年に廃部になると聞いて……。ちょうどバ
レー部の顧問の先生からやってみないかと誘われて入部しまし
た。あまり強い中学校ではなく、キツいこともありましたが、自分と
しては楽しかったです。
―――大同大学大同高等学校へは？
中学選抜に選ばれたこともあり、もう少しレベルの高いバレーボー
ルをやってみたいと思い始めました。そんなときに、監督である渡
辺先生に声をかけていただきました。大同高校は強いチームでし
たし、うまい人もたくさんいましたから、まだまだバレーボールに
打ち込めていなかったんだな、と実感しました。
（渡辺先生）最初は本当にヘタクソでしたね（笑）。
―――2年生からレギュラーとなり活躍するわけですが、残念なが
ら全国大会へは行けませんでしたが……。
ずっと県大会の決勝に行けなくて、最後の最後にやっと決勝に進
めました。結局、その試合は負けはしましたが、個人的にはすべて
出し切ったという思いはあります。もちろん、悔しさはありますが、
後悔はありません。
―――高校選抜に選ばれてタイへ行っていますね。
素直にうれしかったです。レベルの高い選手が集まっているので、
みんななんでもできるんですよ。いっしょにプレーしていて楽しかっ
たです。
―――いま取り組んでいることはありますか？
大学ではミドルブロッカーとしては自分は小さい方なので、他の
ポジションの練習をしています。とくに守備がまったくできないの
で、レシーブなどに取り組んでいます。とにかく、自分はこういうふ
うになりたいというイメージを持ちながら、あきらめずボールを追
いかけることに気をつけています。

―――渡辺先生にお聞きします。彼のいいところは？
（渡辺先生）身長190cmは高いわけではないんですよ。でも腕を
伸ばすと2mの子と変わらない。手が長いんですね。身体能力も優
れていて、ジャンプの最高到達点が今でも日本代表クラスのとこ
ろ。この子の持ち味ですね。それと、まじめにコツコツ努力できる
こと、それも良さ。続けていけば、代表のユニフォームを着る可能
性は大いにあると思いますよ。
―――では最後に、今後の目標を聞かせてください。
できる限り長くバレーボールを続けていきたい。いまバレーボー
ル選手は、野球選手のようにプロとして確立されているわけでは
なく、立ち位置が中途半端と言えば中途半端です。最終的には、
選手の地位向上などに、なんらかのカタチで手助けができれば
いいな、と考えています。
（渡辺先生）愛知県は、トップリーグ、その次のカテゴリーのリーグ
に所属しているチームがいろいろありますから、どこか愛知県の
チームに帰ってきてくれ
るとうれしいですね。そし
て、愛知県で開催される
アジア大会にぜひ出てほ
しい。これからどれくらい
成長するかわからないく
らい可能性がある子なの
で、チャンスは十分にあ
ると期待しています。
―――代表のユニフォー
ムを着て躍動している姿
を楽しみにしています。本
日はありがとうございま
した。

悔し涙も流した。震えるほどの喜びも味わった。すべてを明日へのチカラに変えて、
名古屋から全国へ世界へ、飛躍しようとしているジュニアアスリート達。

まさにいま青春ど真ん中。彼ら彼女らのスポーツにかける
熱き思いをお届けします。

バーナード 永地さん
ばーなーど

必死にボールを追う。
代表のユニフォームが
やがて見えてくる。

バレーボール・大同大学大同高等学校出身（専修大学1年）
プロフィール
●名古屋市立東港中学校時代、身体能力をかわれ、名古屋市選抜に選出。
●大同大学大同高等学校に入学後、頭角を現し、ユース合宿等に参加。
●2019年2月の全日本ジュニアオールスタードリームマッチに出場。
　ミドルブロッカーとして活躍。
●2019年8月、全日本高校選抜に選ばれ、海外（タイ）派遣選手として活躍。
●チームとしては、全日本バレーボール高等学校選手権大会愛知県準優勝に貢献。
現在、関東大学1部リーグの専修大学1年生。

※７月上旬、大同大学大同高等学校にてインタビュー

渡辺先生とのツーショット

えいち
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子どもが発達段階に応じて身につけておくことが望ましい
動きを習得する運動プログラムとして、日本スポーツ協会
がアクティブ・チャイルド・プログラム（略してACP）を開発。
詳細は日本スポーツ協会ホームペー
ジにあるACP総合サイト（右記QR
コード）を参照。

アクティブ・チャイルド・プログラムについて

東山スポーツ少年団
　東山スポーツ少年団は、平成5年（1993年）に設立さ
れた「剣道」を中心に活動する複合種目型スポーツ少年
団で、守山警察署等を拠点に約40名の団員が活動して
います。
　団の名称である“東山”は、設立時から団長を務める
松井滿男さんのお住まいがある町名から名付けられたそ
うです。よく、千種区の東山がつく地名などと関係がある
の？と言われるそうで、かく言う私たち事務局員も千種区
に由来があるものと思っていました。

　週2回の活動日（現在はコロナ禍により不定期）は、最
初に指導者から指名を受けた団員が準備運動を行った
後、続けてリーダーが中心となって、日本スポーツ協会が
開発した運動プログラムである「アクティブ・チャイルド・プ
ログラム（以下、ACP）」の「遊び」を30分行い、剣道の稽
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でACP普及・啓発プロジェクトメンバーを務める指導者の
吉田繁敬さんは、「ACPは団設立20周年時（2013年）か
ら取り入れている。遊びを行うことで剣道の稽古時間は
短くなるが、子どもたちが活動的になり、剣道の稽古にも
集中して取り組めるようになった。子どもたちも「遊び」の
時間を大変楽しみにしているようで、出席率も明らかに上
がった。さらには、リーダーが遊びを行うことにより、リーダー
育成にもなる。」と効果の大きさを実感されていました。そ
の影響からか、教員になった団員や教員志望の団員が
数多くいるそうです。
　普段は、団長の松井先生を始めとする有段者5名が
中心となり指導にあたっていますが、日本スポーツ少年団
への指導者登録は35名もあり、東山スポーツ少年団の大
きな特色となっています。
　その理由について、自身も指導者で広報担当の中村
圭子さんは、「活動が1部（幼児～小学6年生と初心者）
と2部（社会人も含めた中学生以上）の2部制となってい
るため、幼児から社会人まで「剣道」を生涯スポーツとし
て続けやすい環境にあり、団活動に長く関わる方が多く、
その方々がそれぞれに役割を持ってキャンプやクリスマス
会を行うなど、大人も楽しみながら積極的に団の活動を

サポートできる環境にあること。」を挙げていました。
　現在は他のスポーツ少年団同様、コロナ禍による制限
がある中での活動となりますが、そのような状況の中でも、
コロナ禍に対応するようアレンジされた「ソーシャルディス
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　また、コロナ禍による活動自粛中には、吉田さんから子
供たちに「質問コーナー」や「クイズ」を提供するなど、活
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ションを図っていたそうです。
　最後に、吉田さんは、「スポーツの楽しさや面白さを体
感しながら、体力づくりや仲間づくりもできるよう、そして、と
にかく、剣道や運動嫌いにならないように気を付けて指導
している。これからも、思いやりのある心と自主性を身につ
け、自信をもって生活していける子どもたちの育成に努め
ていきたい。」とのことでした。ちなみに、吉田さんは現在
剣道六段保有者で、七段合格目指して日々研鑽されて
みえます。私たちも見習いたい
ものです・・・。
●問い合わせ先
　東山スポーツ少年団
　団長：松井 滿男
　（マツイ ミツオ）
　連絡先：広報担当　
　中村　圭子
　（電話番号090-4113-5521）
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表紙写真：日本ガイシホール全景（南側）
　　　　 【日本ガイシ スポーツプラザ提供】
　　　　　バーナード永地選手【本人提供】
表紙題字：後藤　淳（財団法人名古屋市体育協会初代会長）
この印刷物は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
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なごやのスポーツ（第124号）
令和2年9月30日発行
発行　公益財団法人　名古屋市教育スポーツ協会
　　　　　　　　  　　 （名 古 屋 市 体 育 協 会）
編集責任者　広報委員長　尾野博之
〒457-0833　名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16

（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100　FAX（052）614-7149

◆開催期間　
令和2年10月1日（木）～11月30日（月）
スポーツの秋にふさわしく、10・11月に市内各ス
ポーツ施設などで各種大会や体験型イベント等
を開催します。
各イベントの詳細は、ホームページか市内各公
所、スポーツセンターなどで配布されている案内
ちらしをご覧ください。ご不明な点は、下記問い合
わせ先までご連絡ください。
●問い合わせ先 
（公財）名古屋市教育スポーツ協会 事業課 
TEL（052）614-7504
FAX（052）614-7149

スポーティブ・ライフ月間の
お知らせ

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2021マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2021マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2021

◆ 競技大会
 名古屋ウィメンズマラソン２０21
 種　目： 女子マラソン／11，０００人
  （ナゴヤドーム発着名古屋ウィメンズマラソンコース／制限時間：７時間以内）
 日　程： 2021年３月14日（日）９：１０スタート
 名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン２０21
 種　目： 女子10km／選手招待による。
  （ナゴヤドーム発～妙音通着／制限時間：４５分）
 日　程： ２０２1年３月14日（日）９：００スタート
 名古屋シティマラソン２０21
 種　目： ハーフマラソン男女／9，０００人
  （ナゴヤドーム発～白川公園着／制限時間：３時間以内）
 日　程： ２０２1年３月14日（日）ハーフマラソン　１０：2０スタート
◆ 関連催事 マラソンＥＸＰＯ　2021年３月12日（金）～14日（日）／ナゴヤドーム
◆ 申込に関する問合先　マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知　ランナーコールセンター
   　　　　　TEL.０５７０－550661　（平日１０：００～１７：００）

■活 動 期 日
 2021年３月12日（金）～14日（日）
 ※期日中1日から参加できます。
■募集期間/定員　　　　　
 【個人・グループ・ファミリー】
 ２０20年９月28日（月）～１１月27日（金）
 ※ファミリー３５組（一組最大５人まで）
 【団体】
 ２０20年9月１5日（火）～１1月20日（金）
 【リーダー】
 ２０20年9月15日（火）～10月３０日（金）
 ※先着定員制（リーダーを除く）
 ※募集定員は変更となる場合があります。
■主な申込条件　　　　　　
 ・活動日現在、満１５歳以上の方（中学生を除く）
 ※リーダーは活動日現在、満１８歳以上の方（高校生を除く）
 ※ファミリーボランティアについては、小学４年生から参加可能。小中学 
  生の方は、保護者の同意を得て必ず保護者と一緒にお申し込みくだ 
  さい。また、必ず中学生以下の方をメンバーに入れてください。
 ・主催者が指定する事前説明会または研修会に参加が可能であること
■支給物品（予定）　　　　　　　
 ボランティアウェア、帽子
■申 込 方 法 　インターネットまたは郵送
 ※募集要項・申込書は区役所情報コーナー、市スポーツ施設などで配布
 ※ファミリーは郵送のみのお申込みとなります。
■問 　 合 　 先
 マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知　ボランティアセンター
 TEL.０５２－938－8008 （平日１０：００～１７：００）

ボランティア大募集!!ボランティア大募集!!名古屋の大マラソン、来年も開催!!

●詳しくは大会ホームページをご覧ください。 http://marathon-festival.com/

名古屋市体育協会が年3回発行している「なごやのス
ポーツ」は、令和元年度より「独立行政法人日本スポー
ツ振興センター」が所管する「スポーツ振興くじ（通称：
toto）」の助成を受けて発行しています。 なお、令和元
年度の助成額321,000円は、すべて印刷製本費とし
て執行いたしました。 令和2年度も引き続き助成を受け
ることとなり、広報誌の発行及び全ページフルカラー化
に有効活用いたします。 今後も、スポーツ振興くじの助
成を有効活用して、皆様にとって有意義な広報誌とな
るよう努めてまいります。

令和元年度スポーツ振興くじ助成について
（お知らせ）

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっ
て、イベントを変更・中止することがあります。

（9月14日現在）

清潔感あふれる快適なトイレ
（女子用として使用する際はスクリーンカーテンを全て下ろします）
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　名古屋市の屋内スポーツの殿堂としての日本ガイ
シホールは、昭和57年（1982年）に策定された「名古屋
市スポーツ振興計画（レインボープラン）」に基づき、
昭和62年（1987年）7月に開館しました。平成31年
（2019年）1月から休館していましたが、この度、改修
工事を終え、8月4日から再開しました。
　天井等落下防止対策や天井照明のLED化、観
覧席の取替え、各所トイレの改修、諸室リフレッシュ等
を実施し、ご来館の皆様に気持ちよくお使いいただ
けるようになりました。これまでも世界大会を始め日本
代表の試合や運動会に至るまで、各種行事が行われ

てきましたが、今後も広 と々した空間で、各種スポー
ツ・レクリエーション始め様々なイベントにご利用くだ
さい。
　また、日本ガイシフォーラムのレセプションホールも天
井や照明、カーペット等を改修しています（令和2年4
月11日再開）。研修室や和室を含めて、各スポーツ競
技団体の皆様には、催し物や各種会議（講習会・ミ
ーティング）にぜひご利用ください。
●問い合わせ先
　日本ガイシホール ……電話番号052-614-3111　
　日本ガイシフォーラム…電話番号052-614-3131

日本ガイシホール（北側）

日本ガイシホール内（天井落下防止対策、照明LED化）

レセプションホール
（天井落下防止対策、照明LED化、カーペット貼替）

研修室（照明LED化、カーペット貼替）

一新された観客席
（サイン類も見やすくなりました）新しくなった天井・床・テーブル・椅子

日本ガイシ スポーツプラザ
（ガイシホール・ガイシフォーラム）の再開

日本ガイシ スポーツプラザ
（ガイシホール・ガイシフォーラム）の再開

日本ガイシフォーラム日本ガイシホール



表紙写真：日本ガイシホール全景（南側）
　　　　 【日本ガイシ スポーツプラザ提供】
　　　　　バーナード永地選手【本人提供】
表紙題字：後藤　淳（財団法人名古屋市体育協会初代会長）
この印刷物は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
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なごやのスポーツ（第124号）
令和2年9月30日発行
発行　公益財団法人　名古屋市教育スポーツ協会
　　　　　　　　  　　 （名 古 屋 市 体 育 協 会）
編集責任者　広報委員長　尾野博之
〒457-0833　名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16

（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100　FAX（052）614-7149

◆開催期間　
令和2年10月1日（木）～11月30日（月）
スポーツの秋にふさわしく、10・11月に市内各ス
ポーツ施設などで各種大会や体験型イベント等
を開催します。
各イベントの詳細は、ホームページか市内各公
所、スポーツセンターなどで配布されている案内
ちらしをご覧ください。ご不明な点は、下記問い合
わせ先までご連絡ください。
●問い合わせ先 
（公財）名古屋市教育スポーツ協会 事業課 
TEL（052）614-7504
FAX（052）614-7149

スポーティブ・ライフ月間の
お知らせ

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2021マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2021マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2021

◆ 競技大会
 名古屋ウィメンズマラソン２０21
 種　目： 女子マラソン／11，０００人
  （ナゴヤドーム発着名古屋ウィメンズマラソンコース／制限時間：７時間以内）
 日　程： 2021年３月14日（日）９：１０スタート
 名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン２０21
 種　目： 女子10km／選手招待による。
  （ナゴヤドーム発～妙音通着／制限時間：４５分）
 日　程： ２０２1年３月14日（日）９：００スタート
 名古屋シティマラソン２０21
 種　目： ハーフマラソン男女／9，０００人
  （ナゴヤドーム発～白川公園着／制限時間：３時間以内）
 日　程： ２０２1年３月14日（日）ハーフマラソン　１０：2０スタート
◆ 関連催事 マラソンＥＸＰＯ　2021年３月12日（金）～14日（日）／ナゴヤドーム
◆ 申込に関する問合先　マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知　ランナーコールセンター
   　　　　　TEL.０５７０－550661　（平日１０：００～１７：００）

■活 動 期 日
 2021年３月12日（金）～14日（日）
 ※期日中1日から参加できます。
■募集期間/定員　　　　　
 【個人・グループ・ファミリー】
 ２０20年９月28日（月）～１１月27日（金）
 ※ファミリー３５組（一組最大５人まで）
 【団体】
 ２０20年9月１5日（火）～１1月20日（金）
 【リーダー】
 ２０20年9月15日（火）～10月３０日（金）
 ※先着定員制（リーダーを除く）
 ※募集定員は変更となる場合があります。
■主な申込条件　　　　　　
 ・活動日現在、満１５歳以上の方（中学生を除く）
 ※リーダーは活動日現在、満１８歳以上の方（高校生を除く）
 ※ファミリーボランティアについては、小学４年生から参加可能。小中学 
  生の方は、保護者の同意を得て必ず保護者と一緒にお申し込みくだ 
  さい。また、必ず中学生以下の方をメンバーに入れてください。
 ・主催者が指定する事前説明会または研修会に参加が可能であること
■支給物品（予定）　　　　　　　
 ボランティアウェア、帽子
■申 込 方 法 　インターネットまたは郵送
 ※募集要項・申込書は区役所情報コーナー、市スポーツ施設などで配布
 ※ファミリーは郵送のみのお申込みとなります。
■問 　 合 　 先
 マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知　ボランティアセンター
 TEL.０５２－938－8008 （平日１０：００～１７：００）

ボランティア大募集!!ボランティア大募集!!名古屋の大マラソン、来年も開催!!

●詳しくは大会ホームページをご覧ください。 http://marathon-festival.com/

名古屋市体育協会が年3回発行している「なごやのス
ポーツ」は、令和元年度より「独立行政法人日本スポー
ツ振興センター」が所管する「スポーツ振興くじ（通称：
toto）」の助成を受けて発行しています。 なお、令和元
年度の助成額321,000円は、すべて印刷製本費とし
て執行いたしました。 令和2年度も引き続き助成を受け
ることとなり、広報誌の発行及び全ページフルカラー化
に有効活用いたします。 今後も、スポーツ振興くじの助
成を有効活用して、皆様にとって有意義な広報誌とな
るよう努めてまいります。

令和元年度スポーツ振興くじ助成について
（お知らせ）

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっ
て、イベントを変更・中止することがあります。

（9月14日現在）

清潔感あふれる快適なトイレ
（女子用として使用する際はスクリーンカーテンを全て下ろします）
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覧席の取替え、各所トイレの改修、諸室リフレッシュ等
を実施し、ご来館の皆様に気持ちよくお使いいただ
けるようになりました。これまでも世界大会を始め日本
代表の試合や運動会に至るまで、各種行事が行われ

てきましたが、今後も広 と々した空間で、各種スポー
ツ・レクリエーション始め様々なイベントにご利用くだ
さい。
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井や照明、カーペット等を改修しています（令和2年4
月11日再開）。研修室や和室を含めて、各スポーツ競
技団体の皆様には、催し物や各種会議（講習会・ミ
ーティング）にぜひご利用ください。
●問い合わせ先
　日本ガイシホール ……電話番号052-614-3111　
　日本ガイシフォーラム…電話番号052-614-3131

日本ガイシホール（北側）

日本ガイシホール内（天井落下防止対策、照明LED化）

レセプションホール
（天井落下防止対策、照明LED化、カーペット貼替）

研修室（照明LED化、カーペット貼替）

一新された観客席
（サイン類も見やすくなりました）新しくなった天井・床・テーブル・椅子

日本ガイシ スポーツプラザ
（ガイシホール・ガイシフォーラム）の再開
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