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平昌オリンピック
フリースタイルスキー男子モーグル
銅メダリスト

はら

原 大智

世田谷
Pick Up
Interview

東京都渋谷区出身。幼少期から家族でスキーに
親しみ、小学校6年生の時に本格的にモーグルを
始める。16歳で単身カナダへスキー留学し、大会
出場を重ねながら技を磨く。その後、モーグル日
本代表入りを果たし、2016年にはW杯年間ラン
キングで日本勢最上位の8位をマーク。2018年
平昌オリンピックでは、フリースタイル男子モー
グルで銅メダルを獲得。現在は、日本大学スポー
ツ科学部競技スポーツ学科にて、スポーツを理
論と実践の両面から学ぶ。チームジョックスに所
属し、川場スキー場（群馬）、NASPAスキー上
（新潟）
を練習拠点に活動中。

楽しくて、
かっこいい
直感的に
「これだ！」
と思った
小さい頃から、両親に連れられてファミリースキーをやってい
たのですが、雪山は寒いし好きではありませんでした。でも、
自
然にできたコブを何となく滑って越えてみたり、軽くジャンプをし
たりしてみたら、すごく楽しかったんで
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たのが小学校6年生のとき。
スポーツは何でも好きでしたが、直
感的に
「これだ！」
と思いましたね。
そこから今まで、
自分でも不思
議なくらい夢を持ち続けています。

やっとつかんだ銅メダルは
これまでの努力が報われた証

す。普通のスキーとは違った動きをす

オリンピック前は納得のいく成績が出せず、メダルを取りた

ることが、
とにかく楽しくてかっこいい

いという意欲はあっても、本当に取れるという自信はありませ

と思いました。その動きが合わさった

んでした。だから、今でも自分にびっくりしています。今回はコー

「モーグル」
という競技があって、
しか

スが自分に合っていて、楽しく滑れたことが一番の勝因。当日

もオリンピック種目だと知って、
「この

は失敗する気がしなくて、決勝は全く緊張しなかったです。た

種目で金メダルを目指そう！」
と決意し

だ、予選でトップバッターを滑ると知った時は緊張しましたね。

目標はオリンピックで金メダル︒

ただ︑それだけを目指してきた︒

原大 智

選手 の健 康維 持法

好きな時に好きなことをして
好きなものを食べる！
①ルーティーンは作らない
「やらなきゃいけない」
というプレッシャーにな
るとよくないので、ルーティーンは作りません。
聴きたい音楽を聴いて、好きな時間にウォー
ムアップを始める。無理に周囲に合わせること
もしません。

②食事はストレスにならない程度に管理
実は超甘党で、甘いものもよく食べます。一
応食べた分だけ野菜も摂って、何となくバラ
ンスを考えながら食べていますけど、我慢は
しません（笑）

③練習になったらスパッと切り替える
基本的にマイペースですが、練習だけはスト
イックに限界以上の負荷をかけます。嫌になる
こともありますが、勝つためにはやらなきゃいけ
ないので、気持ちもスパッと切り替わりますね。

おすすめの体操は？
運動後は横の動きで筋肉をほぐす
ストレッチポールを使って筋肉をほぐす際
は、前後に動くことが多いですが、左右の動
きも効果的。筋肉をほぐしすぎると次の日体
が動きづらくなるので、適度に行いましょう。

銅メダルを取った瞬間は、
これまでの努力が報われたという思
いがどっとこみ上げてきました。オリンピックまでの1年間は
100％以上の練習量をこなし、本当に辛くて何度も辞めたいと
思いました。オリンピックの世界は、全員が限界以上の努力を積
み重ねている中で、報われるのはメダルを取ることができるたっ
た3人。オリンピックの大舞台でその3人に入れて、
これまで続け
てきてよかったと心から思いました。
ただ、準決勝は1位通過だったので、
欲を言えば金メダルが欲しかったです
が、それは次のオリンピックに持ち越
し。
これからもオリンピックの金メダル
だけを狙って、競技を続けていきます。

「楽しい！」
と感じる
その気持ちを原動力に
競 技に限らず体を動かすことは、本 当に楽しくて、
「 楽し
い」
ってことが何においても継続する力につながると思って
います。
「 楽しい」
を原動力に始めてみると
「目標」ができます。
もし、楽しくなくなることがあっても、
「目標」
を次の原動力にし
て続けられます。
「目標」
を諦めなければ、
また楽しく感じる瞬
間が必ず訪れるので、
ビビッときた競技があったなら続けてみ
てほしいです。そして、世界を目指す子どもたちが増えてくれ
たらうれしいです。それがモーグルだったら、
もっとうれしいな
と思います。
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トップを
目指せ！

東京世田谷から世界に羽ばたく

世田谷区ゆかりの
大学生アスリートたち
世田谷区には16にも上る大学（学部）があり、全国大会や世界大会で活躍して
いるアスリートたちが多数在籍しています。ぜひ、みんなで応援しましょう！
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自転車競技

沢田 桂太郎さん
日本大学3年
この2月に開催されたアジア選手権男子団
体追い抜きで優勝した沢田さん。八幡山の
寮から徒歩約3分にある千歳温水プールが
お気に入りで、疲れた身体をケアするため
に頻繁に利用しているそうです。
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所 属 学 部 、クラブ
スポーツ科学部、日本大学保健体育審議会
自転車部
普段の練習場所
日本大学稲城グランド周辺、
日本大学三軒茶屋
キャンパス内トレーニングルーム、
プール

やり投

北口 榛花さん
日本大学3年
179cm、85㎏の恵まれた体格を生かした
豪快な投げが特長の北口さん。昨年開催の
第72回国民体育大会では、大会新記録で
優勝。日本陸運が認定する
「ダイヤモンドア
スリート」の一人です。
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所 属 学 部 、クラブ
スポーツ科学部、日本大学保健体育審議会
陸上部
普段の練習場所
桜 上 水 陸 上グランド、日本 大 学 三 軒 茶 屋
キャンパス内トレーニングルーム

サッカー

高橋 潤哉さん
駒澤大学3年
セルビア遠征やDENSO CUP SOCCER
第15回大学日韓定期戦に選抜メンバーとし
て参加し、自分自身を成長させることができ
た高橋さん。
「チームに還元して結果を出す
ことが大切」
と熱く語ってくれました。
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所 属 学 部 、クラブ
経営学部経営学科、体育会サッカー部
普段の練習場所
駒澤大学 玉川キャンパス
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空手道

杉本 りささん
駒澤大学3年
昨年開催された「第10回世界ジュニア&カ
デット アンダー21空手道選手権大会」の組
手の部で金メダルを獲得した杉本さん。日々
稽古に励み精進しているそうです。空手道
は、東京2020大会から正式種目になります。

所 属 学 部 、クラブ
文学部心理学科、体育会空手道部
普段の練習場所
駒澤大学 玉川キャンパス

写真提供：空手道マガジン月刊JKFan
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新体操

竹中 七海さん
日本女子体育大学2年
2 0 1 7 年 は 、新 体 操 日 本 代 表フェアリー

所 属 学 部 、クラブ

ジャパンPOLA団体メンバーとして、世界

体 育 学 部 運 動 科 学 科スポーツ科 学 専 攻 、
新体操部

選手権での日本のメダル獲得に貢献した竹
中さん。大学では、機能解剖学や栄養学な
どを学び、競技に生かしているそうです。
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普段の練習場所
国立スポーツ科学センター、
ロシア

シンクロナイズド
スイミング

小俣 夏乃さん
国士舘大学４年
リオ五輪でチーム銅メダルに輝いた小俣さ
ん。2018年度も日本代表メンバーとして活
躍が期待されます。
「 世田谷は魅力的な街。
校舎最上階の学生食堂から見る世田谷は、
閑静で自然が美しい」
と教えてくれました。
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所 属 学 部 、クラブ
体育学部体育学科、
シンクロナイズドスイミ
ング部、アクラブ調布
普段の練習場所
国士舘大学 世田谷キャンパス メイプルセ
ンチュリーホール

パラ競泳

池 愛里さん
日本体育大学2年
大学では、一般学生と同じ練習メニューで体
幹を強化している池さん。昨年は、100メート
ルバタフライや自由形で日本新記録を連発。
この3月には、2018パン・パシフィックパラ水
泳選手権大会の代表選手にも選ばれました。

所 属 学 部 、クラブ
体育学部、水泳部
普段の練習場所
横浜・健志台キャンパス（4月〜10月）、
東京・世田谷キャンパス（11月〜3月）
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イベント＆
スポーツ教室
５月３日（木・祝）
親と子のつどい

〜スポーツチャレンジコーナー 〜
時間：１０：００〜１５：００
会場：総合運動場体育館
対象：どなたでも
※室内履きをご持参ください

５月5 日（土・祝）
髙野進 子どもかけっこ
クリニック＆ 記録会
会場：総合運動場陸上競技場
対象：小学校1〜6年生

５月5 日（土・祝）
こどもの日
小・中学生
温水プール無料開放
会場：総合運動場温水プール
千歳温水プール
太子堂中学校温水プール
玉川中学校温水プール
烏山中学校温水プール
梅丘中学校温水プール
対象：小・中学生
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気軽に
参 加し て
み よ う！

参加方法や、その他のイベント・スポーツ教室情報など、
詳細はホームページをご覧いただくか
公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団へお問い合わせください。

５月１3 日（日）
多摩川ウォーク
時間：９：００〜１５：００
会場：兵庫島公園ほか
対象：小学生以上
コース図

７月16 日（月・祝）
海の日
小・中学生
プール無料開放
会場：総合運動場温水プール
大蔵第二運動場屋外プール
千歳温水プール
太子堂中学校温水プール
玉川中学校温水プール
烏山中学校温水プール
梅丘中学校温水プール
対象：小・中学生

6

総合運 動 場 体 育 館

Pick up 1

総合運動場第1期コース型教室
エイベックスダンスプログラム

bambeat！
からだ・あたま・こころを育む
「bambeat」ツールを使ったダンスで全身運動。表現力や柔軟
性、バランス力を育みます。
日 時 4月2日(月)〜6月11日(月)
毎週月曜日 10：00〜10：45
場 所 会議室兼軽運動室
対 象 １歳(自立歩行可能)〜年少
※0歳から1歳(自立歩行前)までのクラスもあり。

定 員 15名
参加費 13,500円(全9回)※要事前申込

TRF EZ DO DANCERCIZE
DVD『TRFイージー・ドゥ・ダンササイズ』をプログラムにアレンジしたものです。ダンス初
心者でも簡単に始められ、エクササイズをしながらダンスも身につけることができます。

日 時 4月3日(火)〜6月19日(火)
毎週火曜日 10：45〜11：45
※土曜日開催のクラスもあり。

場 所 体育室
対 象 高校生相当以上
定 員 20名
参加費 16,500円(全11回)※要事前申込

申込方法などの詳細は当財団HPまたは窓口へお問合せください。※HP申込は事前登録が必要となります。

毎月変わる、季節に合わせた館内装飾と館内イベントで
皆様をお出迎えします。

総 合 運 動 場
体育館棟及び屋外施設
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5月

子どもの日・父の日イベント

7月

七夕イベント

8月

夏休みイベント

所在地／〒157-0074 世田谷区大蔵4-6-1
TEL 03-3417-4276
FAX 03-3417-1734
休館日 12月29日(土)〜1月3日(木)
※テニスコートは年末年始も営業（9：00〜17：00）
※アリーナは天井の改修工事のため5月7日〜10月末まで休場
※洋弓場は、工事のため2019年5月まで休場
※陸上競技場は、工事のため2019年5月まで利用に一部制限あり

総合運動場温水プール

Pick up 1

第1期コース型教室・
当日参加型教室実施中！

第2期コース型教室(１０月〜１２月実施予定)の募集は８月２５日からです。
当日参加型教室は随時ご参加いただけます。詳しくは、
ＨＰまたは年間保存版をご覧ください。

はじめようスイミング
(コース型)

スイムレッスン
(コース型)

アクアフィットネス
(当日参加型)

申込方法などの詳細は当財団HPまたは窓口へお問合せください。※HP申込は事前登録が必要となります。

Pick up 2

屋外幼児用プール・
25m屋根の開放情報

今年の開放日は７月１４日（土）〜９月１７日（月・祝）です！
※９月以 降は土・日・祝のみの開放になります。

開放条件
外気温

30 ℃

屋外幼児用プール開放
(水深0.3〜0.5m )

25mプール屋根の開放

風

無風

定期休館

4月16日
（月）、5月21日
（月）、6月18日
（月）、
7月9日
（月）、9月18日
（火）

4月〜9月の
休館日等

臨時休館

9月2日
（日）

開館時間
の変更

9月9日
（日） 13:00〜21:00

総 合 運 動 場
温水プール

良好

※注意事項
●開放時間は１７：００頃までとなります。
●天候により開放できないことがございます。
●おむつ・トレーニングパンツの完全にとれていない方は、
プール
に入場することができません。
●浮き輪等の持ち込みはできません。
●２５ｍプールにつきましては、屋根の開放できない場合にも、屋
根のある状態でプールをご利用いただけます。

総合運動場
温水プール

※休館日は変更となる場合
があるため、予めHP等で
ご確認ください。

天候

※区民体育大会(水泳)のため

※区民体育大会(アクアスロン)のため

所在地／〒157-0074 世田谷区大蔵4-6-1
TEL 03-3417-0017
FAX 03-3417-0013
休館日 毎月第3月曜。
ただし7月は第2月曜、8月は無休
※国民の祝日にあたるときはその翌日の休日でない日、年末(12月29日〜
31日)。その他、保守点検等により臨時に休館することがあります
※開館時間変更：2019年1月1日
（火・祝）
〜3日
（木）
9：00〜17：00
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大蔵第二 運 動 場
レッスンに出るのが初めての方でも安心して参加
できるリラクセーション系プログラムなどが豊富。

Pick up 1

トレーニングルーム
開催教室

初心者の方でも大歓迎！初めての方でも気軽
に参加できるプログラムが充実しています。

日 時 ９：００〜２２：００
場 所 大蔵第二運動場トレーニングルーム

●初心者向けレッスン

●ピラティス

●リラクセーション系レッスン

●ストレッチ

など

●ヨガ

申込方法などの詳細は当財団HPまたは窓口へお問合せください。※HP申込は事前登録が必要となります。

ゴルフが初めての方から上級者の方まで、
幅広くご利用いただけます。

Pick up 2

ゴルフ教室・個人レッスン

通常のゴルフ練習から、
プロによる個人レッス 場 所 ゴルフ練習場
ンやスクールがあり、初心者から上級者まで一 対 象 ゴルフ初めての方から上級者まで
人一人の技量にあった指導を受けられます。

申込方法などの詳細は当財団HPまたは窓口へお問合せください。

大蔵第二運動場

所在地／〒157-0074 世田谷区大蔵４-７-１
TEL 03-3416-1212
FAX 03-3416-1777
休館日 6月5日
（火）
〜7日
（木）
、
2019年2月5日
（火）
〜7日
（木）
※保守点検等により臨時に休館することがあります
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千歳温水プール
家事の合間や仕事帰りのご利用もオススメ！この春から、
千歳温水プールで、健康なからだづくりをはじめませんか？

Pick up 1

温水プール・
トレーニングルームのご紹介
いつでも温かい温水プールは一年中快適に泳げます。
トレーニングルームにはランニングマシンなど17台、
ウエ
イトマシン6台、
ダンベル、
インボディ測定器などを配備！
どちらの施設も存分に楽しめて、料金は最大480円！
（※大人1回券の場合）
日 時 9:00〜21:00

運動習慣づくりに向けて、
まずは自分のからだを
「知る」
ことからはじめましょう！

Pick up 2

体組成測定会

体組成計であなたのからだを隅々までチェック！当館トレーナーが測定結果に合わせた運動アドバイスをします！
（日）
日 時 4月29日

定 員 なし

10:00〜12:00（最終受付11:00） 参加費 無料
場 所 1F集会室

持ち物 特になし

対 象 どなたでも参加可能

運動不足が気になる方、
楽しく運動を続けたい方におすすめです！

Pick up 3

フィットネス教室 実施中！
当 日 受 付 による教 室（ 当 日 参 加
型 ）や 、事 前 申 込 による３カ月１
クールの教室（コース型）など、各
種教室を実施しています。

申込方法などの詳細は当財団HPまたは窓口へお問合せください。※HP申込は事前登録が必要となります。

千歳温水プール

所在地／〒156-0055 世田谷区船橋7-9-1
TEL 03-3789-3911
FAX 03-3789-3912
休館日 5月7日
（月）、6月4日
（月）、7月2日
（月）、9月3日
（月）
開館時間変更：2019年1月1日
（火・祝）
〜3日
（木） 9:00〜17:00
保守点検のため休館：2019年1月7日
（月）
〜11日
（金）
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被表彰者、
被表彰団体 の皆さま、
おめでとうございます。
スポーツレクリエーションに関する活動を通じて
生涯スポーツの振興に功績のあった方々を表彰する
平成29年度「公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団表彰」の
表彰式が2月24日に行われました。
皆さまのますますのご活躍をお祈り申し上げます。

生涯スポーツ功労者表彰
渡辺かよ子さん、
浅岡信雄さん、
田中とみ江さん、
竹ノ内愛子さん、西井利夫さん、林徹さん、
山上睦子さん、雨宮勇吉さん

生涯スポーツ優良団体表彰
親子体操ひこうきぐも、煌心会空手道場、
深沢トリムクラブ、世田谷フレンズクラブ、924ク
ラブ、
サンメールズラグビーフットボールクラブ

スポーツ優秀者表彰

スポーツ優秀 者表 彰
安島裕さん、鈴木啓子さん、服部和正さん、
古川由紀乃さん、矢島萌音さん、矢花真祐さん、
北浦龍馬さん、齋藤麗王さん、中野幹士さん、
森坂嵐さん、南出仁さん、倉岡ジョンカルロス博さん、
武井裕哉さん、森こず江さん、井上和朗さん、
相模崇典さん、堀口清次さん、田中完二さん、
吉末尚之さん、田村良子さん、松崎朋子さん、
道具幸子さん、水谷泰子さん、守屋孝夫さん、
井手英一さん

スポーツ優秀団体表彰

生涯スポーツ功労者表彰、
スポーツ優秀団体表彰

国士舘大学楓剣会、
世田谷クラブ、
佼成学園女子高等学校ハンドボール部

スポーツ・レクリエーション推進賞
佐藤得子さん、鬼島美彌子さん、木村ミドリさん、
福原かや乃さん、森田薫さん

特別贈呈
廣谷五郎さん、山下和彦さん
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生涯スポーツ優良団体表彰、
スポーツ・レクリエーション推進賞

からだ 、
動かしてる？

Q

健康寿命をのばすカギは、

健康
豆知
識

やっぱり毎日の
小さな積み重ね！

この1年間、
どのくらい運動しましたか？

「世田谷区民意識調査2017」
によると、1年間に行ったスポーツや運動
の回数で最も多い回答は「週に1〜2回(28.0％)」。続いて「月に1〜3回
(20.6％)」、
「週に3日以上(19.3％)」
と続きます。厚生労働省の推奨基準
値は、
「30分以上の運動を週2日以上」行うこととされているので、半数以
上の世田谷区民の皆さんは運動量が足りていないようです。
そうは言っても、急に運動習慣を付けようとしてもなかなか続きません。
そこで厚生労働省は
「+10(プラステン)から始めよう！」
と呼びかけていま
す。今より毎日10分多くからだを動かすだけで、健康寿命をのばせます。
ごく短い時間の積み重ねでよいので、それぞれの生活に合わせて毎日か
らだを動かすよう意識しましょう。

まずは、厚生労働省が推奨する基準値をクリアしましょう！
将来、生活習慣病や生活機能低下のリスクを低減させるために、達成することが望ましい活動基準
18〜64歳の
身体活動（生活活動・運動）の基準

18〜64歳の
運動の基準

65歳以上の
身体活動（生活活動・運動）の基準

強度が3メッツ以上の身体活動を23
メッツ・時/週行う。具体的には、歩行ま
たはそれと同等以上の強度の身体活
動を毎日60分以上行う
（今より6,000
歩多く歩く量に相当）。

強度が3メッツ以上の運動を4メッツ・
時/週行う。具体的には、息が弾み汗を
かく程度の運動を毎週60分行う。

強度を問わず、身体活動を10メッツ・
時/週行う。具体的には、横になったま
まや座ったままにならなければどんな
動きでもよいので 、身体 活 動を毎日
40分行う。

メッツ

（MET:metabolic equivalent）

座って安静にしている状態を1
メッツとし、活動や運動を行った
時 に 、安 静 状 態 の 何 倍 の カロ
リー消費が行われているかを示
したもの。身体活動の強さを表す
強さの単位。
メッツ・時は、身体活
動の強度に実施時間をかけ、身
体活動の量を表したもの。

ちなみに、
日常の動作をメッツに換算すると…
身体活動
皿洗いをする
洗濯をする
普通歩行
掃除をする
自転車に乗る
速歩きをする
農作業をする
階段を速く登る

1.8メッツ
2.0メッツ
3.0メッツ
3.3メッツ
3.5〜6.8メッツ
4.3〜5.0メッツ
7.8メッツ
8.8メッツ

運動
ボウリング、社交ダンス
自体重を使った軽いトレーニング
ゴルフ
ラジオ体操第一、卓球
ウォーキング
ゆっくりとした平泳ぎ
バドミントン
ゆっくりとしたジョギング

健康なからだを保つためには…
日頃からからだを動かす意識を持つことが大切です♪
［参考］厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準2013」
「 健康づくりのための身体活動指針（アクティブガイド）」
世田谷区広報広聴課「世田谷区民意識調査2017」2017年5月実施

3.0メッツ
3.5メッツ
3.5〜4.3メッツ
4.0メッツ
4.3メッツ
5.3メッツ
5.5メッツ
6.0メッツ

世田谷区の
スポーツ施設を
利用しよう！
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読者アンケート & PRESENT
アンケートにお答えいただいた方の中から、
抽選で今回の表紙を飾った「原 大智さんのサイン色紙」
「ミズノスポーツタオル」
「ミズノシューズケース」のいずれかをプレゼントいたします。
応募方法
郵便はがきに読者アンケートの回答、
住所、氏名、年齢、電話番号、職業を明記の上、下記宛先までご郵送ください。

〒157-0074 東京都世田谷区大蔵４−６−１
公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団
「Sports Information春号アンケート」係

アンケート
①今号で良かった記事、悪かった記事とその理
由をお聞かせください。
②今後取り上げてほしいテーマ。
③Sports Information今号はどこで入手しま
したか？
④Sports Informationを見てイベントや教室
に参加したことはありますか？
※ある場合は、参加したイベント名や教室を
お答えください。
⑤その他、
ご意見・ご要望をお寄せください。
⑥ご希望のプレゼントA〜Cをご記入ください。
（複数申込不可）

応募締切

A

住所
氏名・年齢
電話番号
職業
アンケートの回答
①
②
③
④
⑤
⑥

原 大智さん
サイン色紙
3名様

B ミズノ
スポーツタオル
協賛／ミズノ株式会社

5名様

C ミズノ
シューズケース
協賛／ミズノ株式会社

5月31日
（木）消印有効

5名様

※当選者の発表は商品の発送をもって
かえさせていただきます

個人情報の取扱について

公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団

当財団では、区民のスポーツ・レクリエーション活動を通して、
「生涯スポーツ社
会」
の実現を目指し、施設の安全管理や効率的な事業実施など、区民サービスの
向上に努めております。
お預かりした個人情報を安全に管理することが、当財団
の重要な社会的責務であると認識し、以下の取り扱いを実施いたします。
内容をご確認いただき、
ご同意の上お申し込み
（ご参加）
ください。
１．お客様の個人情報（氏名、住所、連絡先等）
は、当財団の事業案内、緊急時の
対応、事業の円滑な実施・運営、
サービス及び情報の提供、各種アンケート、広
報やＰＲ活動等に必要な範囲で利用させていただくためにお預かりいたしま
す。事業の特性上、特定の機微な情報（身体・精神障害、保健医療に関する事
項）
を取得することがございます。取り扱いについては、厳正に管理いたしま
す。
２．お預かりした個人情報は、当財団が定める
「個人情報保護方針」等に基づき、
適切な管理に努めるとともに、事務局次長を個人情報管理責任者とし、責任を
持って管理いたします。
３．個人情報のご提供は、お客様の任意です。ただし、事業の円滑な運営等必要

な最低限の個人情報についてもご提供いただけない場合は、事業へのご参加
はできませんのでご了承ください。
４．当財団は、法令等による場合を除いて、
ご本人からの同意を得ない限り、個人
情報を第三者に提供いたしません。
５．当財団は、
ご本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行って
おりません。
６．事業の実施内容により委託業者に個人情報を預託（委託）する場合がありま
すが、
その場合は、十分な個人情報の保護水準を満たしている者を選定し、
そ
の委託先に対し個人情報の漏えいや再提供等がないよう、契約により義務付
け、適切な管理を実施させます。
７．お客様には、
ご自身に関する個人情報の開示を求める権利、その結果により
訂正や削除を求める権利があります。開示や訂正等を希望される場合には、当
財団までお問い合わせください。

「公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団

個人情報の問合せ窓口」

TEL.03-3417-2811 受付時間 9:00〜17:00（土・日・祝日、年末年始を除く）
公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団は
「プライバシーマーク」使用承諾事業者として認定されています。
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3step

教室・大会のお申し込み方法 ※一部事業除く
[申込手順]

step1

で 簡単申込！

step2

step 3

システム登録
（ログイン）

申込・決済

参加確定

事前登録した登録番号で
システムにログイン

教室・大会申込支払方法を
選択して支払い

システムより教室情報を
確認して参加

●教室・大会の申し込みにはシステム登録をしていただく必要があります。※登録料無料
●登録・申込はインターネットまたは各施設（総合運動場体育館・総合運動場温水プール・千歳温水プール・大蔵第二運動場）
の
窓口端末よりご利用いただけます。
●参加費の支払いはコンビニ決済、
クレジットカード決済、
ペイジー決済から選択できます。
●参加費100円に対し１ポイントが付与され、100ポイント単位で参加費として利用できます。※一部除く
●詳細はホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。TEL.03-3417-2811（平日9：00〜17：00）
広

告

広

告

広

告

個人協賛会員
より多くのみなさまに当財団のめざす
「世田谷区の生涯スポーツ社
会の実現」
へ向けた活動をサポートしていただくとともに、
より充実し
たスポーツライフを送っていただけるよう、
この度アイディクラブ協賛
会員をリニューアルいたしました。
なお、
みなさまから寄せられた会費は世田谷区のスポーツ普及・振
興事業に活用させていただきます。
会員特典を利用し、
健康で充実し
たスポーツライフをお楽しみください。

会

費：２，
０００円／年

会員特典：①入会ポイントの進呈
②「スポーツのしおり(Sports Information)」
の郵送
★その他協賛会員ならではの特典をご用意しております。
詳細はHPでご確認ください。
会員期間：１年間（登録後から）
入会方法：システム登録後、
マイページよりお申込みください。
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広
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広
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ＪＡ東京中央は、世田谷区・杉並区と協働して
都市農業の振興と都市農地の保全に取り組んで
います
都市農地の役割
・新鮮で安全・安心な農産物の供給
・農業体験や自然とふれあう場の提供
・「食」や「農」の大切さを学ぶ場
・災害時の避難場所や防災空間
・緑あふれる癒しの景観
・都市の緑地空間として環境保全
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http://www.ja-tokyochuo.or.jp/
https://www.facebook.com/jatokyochuo

広

告

差し替え予定
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