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ふれあいスポーツ交流会
〜第9回八部公園ふれあいテニス大会

　と　き　9月15日㈯午前9時～午後3時
　ところ　八部公園テニスコート
　対象・定員　障がいのある方と関心のある方50人（先着順）
　費　用　2000円
　申し込み・問い合わせ　7月31日㈫～8月18日㈯〈8月13日㈪を除く〉
に電話または来館するか、ファクスに住所・氏名・年齢・電話番号・障
がいの種類（上肢・下肢・聴覚・車いすほか）を書いて、鵠沼運動施設
事務所☎（36）1607、J（36）1754へ

7 6藤沢市役所の連絡先　☎0466（25）1111（代）、0466（25）1114（休日・夜間）、 0466（24）5928
2018年（平成30年）7月25日

藤沢市役所の連絡先　☎0466（25）1111（代）、0466（25）1114（休日・夜間）、 0466（24）5928
第1636号

ふじさわメールマガジン配信中！　mm@fuji-anshin.netに空メールを送信し、登録して受信したいメールマガジンを選択してください 検索藤沢市公式ホームページ●➡藤沢市役所の連絡先　☎0466(25)1111（代）、0466(25)1114（休日・夜間）、 0466(24)5928

明記のないものは…
●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●費用は無料
●持ち物はお問い合わせください
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください

スポーツ推進課 ☎内線6767
J(50)8433

◆ふじさわ・えのしま観光ロゲイニン
グ　11月4日㈰午前10時。地図をもと
に市内の名所などを制限時間内に巡る
イベント。2～5人で構成された15歳以
上のチーム（中学生不可）または小・中
学生と保護者のチーム。H1人3000円
（小・中学生500円、未就学児は無料）。
※参加賞あり。F8月1日㈬午前8時30
分～10月28日㈰にスポーツエントリー
またはイーモシコムのホームページへ。
G大会事務局かまくRUN☎0467（33）58
13またはスポーツ推進課。
◆藤沢市民総合体育大会継承大会
【軟式野球】　10月14日㈰～11月25日
㈰。八部公園野球場ほか。トーナメン
ト方式。市内在住・在勤・在学の18歳
以上の方で構成するチーム。H1万40
00円。F桜井☎090（1601）1318へ申込
書を請求・記入し、9月9日㈰午後5時
までに藤沢市野球協会へ。G桜井また
はスポーツ推進課。
【空手道】　10月21日㈰午前9時30分。
秩父宮記念体育館。市内在住・在勤・
在学・在道場の方。※代表者会議〈9
月22日㈯午後1時15分〉あり。H1種目
3000円。F滝内☎・J（81）9400へ申込
書を請求・記入し、9月6日㈭午後8時
までに滝内へ。G滝内またはスポーツ
推進課。
【ヨット】　8月5日㈰。江の島ヨットハー
バー。オープン形式のフリートレース。
国際ヨット競技規則に基づいた正しい
帆走ができる方。※17歳以下の方は保
護者の同乗または同意が必要。H3000
円（高校生以下2000円）。F当日午前9
時～10時に会場へ。G小阪☎090（23
38）6137またはスポーツ推進課。

鵠沼運動公園 ☎(36)1607
J(36)1754

◆短距離走　㋐8月20日㈪～22日㈬、
㋑28日㈫～30日㈭。ともに午前8時～9
時30分、全3回。八部公園野球場。市
内在住・在学の㋐は小学1・2年生、㋑
は小学3～6年生各32人（抽選）。H2400
円。F7月30日㈪～8月5日㈰に来館で。
◆八部公園フェスティバル　8月11日㈷
午前10時～午後4時。カヌー体験、模
擬店ほか。
◆幼児たいそう～年中　9月5日～10月
10日毎週水曜日午後3時～4時、全6回。
八部公園野球場。市内在住・在園の
2013年4月2日～14年4月1日生まれの方
24人（抽選）。H4800円。F8月15日㈬
～21日㈫に来館で。
◆親子たいそう　9月5日～10月10日毎
週水曜日午前9時45分～10時45分、全6
回。八部公園野球場。市内在住の2014
年4月2日～16年4月1日生まれの方と保
護者15組。H1組6000円。F8月15日㈬
午前9時30分から電話または来館で。

秋葉台文化体育館 ☎(88)1111
J(88)8687

◆夏休み小学生跳び箱　8月15日㈬～
17日㈮午前9時30分～10時30分、全3
回。市内在住・在学の小学生30人。H
2400円。F7月31日㈫午後1時30分から
電話で。
◆秋葉台水鉄砲合戦　8月27日㈪午前
10時～正午。小学生30人。H500円。
※水鉄砲、ゴーグル持参。F8月12日
㈰午後1時30分から電話で。

秋葉台公園プール☎(88)1811J(88)0081

◆日本赤十字社正規講習水上安全法講
習会　9月3日㈪～6日㈭午前9時～午後
5時。秋葉台公園プールほか。クロー
ル500ｍ以上、潜水15ｍを泳げる15歳
以上の方60人。H3600円。F8月1日㈬
午後2時から電話または来館で。
◆チャレンジ！救急　8月5日㈰。AED
の使用方法、心臓マッサージほか。H
プール入場料。
◆秋葉台カヌーDay　8月7日㈫、13日
㈪、21日㈫、27日㈪午後5時～5時45分。
※未就学児は保護者同伴。Hプール入
場料別途。

石名坂温水プール ☎(82)5131
J(82)5132

◆㋐夏期学童水泳合宿　8月27日㈪午
前10時～28日㈫正午〈1泊2日〉。市内在
住・在学の小学4～6年生35人（抽選）。
H4000円。
◆㋑姿勢改善エクササイズ～コアコン
ディショニング　9月5日～12月19日毎
週水曜日（9月26日、10月3日を除く）午
前10時～11時30分、全14回。30人（抽
選）。H8400円。
◆㋒骨盤調整エクササイズ　9月5日～
12月19日毎週水曜日（9月26日を除く）
午後2時30分～4時、全15回。35人（抽
選）。H9000円。
◆㋓アンチエイジングヨガ　9月6日～
12月20日毎週木曜日（9月20日、27日、
11月29日を除く）午前10時30分～正午、
全13回。30人（抽選）。H7800円。
◆㋔リフレッシュナイトヨガ　9月6日
～12月20日毎週木曜日（9月27日、10月
25日、11月22日、29日を除く）午後7時
～8時30分、全12回。30人（抽選）。H72
00円。
◆㋕リラックスヨガ　9月7日～12月21
日隔週金曜日（11月30日を除く）午後
2時～3時30分、全8回。30人（抽選）。
H4800円。

F㋐は8月6日㈪～12日㈰〈7日㈫を除
く〉、㋑㋒は12日㈰～19日㈰〈14日㈫
を除く〉、㋓～㋕は15日㈬～20日㈪に
来館で。

秩父宮記念体育館 ☎(22)5335
J(28)5749

◆トップ選手に学ぼう！バスケットボー
ルクリニック　8月28日㈫午前10時～
午後1時。講師＝湘南サンズメンバー。
市内在住の小学6年生20人。F7月30日
㈪午後1時30分から電話で。

◆夏休みトランポリン体験　8月22日
㈬、23日㈭㋐午前9時～10時15分、㋑
午前10時45分～正午。ともに全2回。
市内在住・在学の㋐は小学1・2年生、
㋑は小学3～6年生各30人（抽選）。H18
00円。F8月1日㈬～7日㈫に来館で。
◆小学生かけっこ教室　㋐8月29日～
10月10日毎週水曜日、㋑8月31日～10
月19日（9月28日を除く）毎週金曜日。
ともに午後4時30分～6時、全7回。市
内在住・在学の㋐は小学1・2年生、㋑
は小学3～6年生各25人（抽選）。H5600
円。F㋐は8月8日㈬～14日㈫、㋑は
10日㈮～16日㈭に来館で。
◆ストレッチポールで姿勢を整えよ
う！　8月29日㈬午前9時15分～10時45
分。トレーニング室利用登録者15人。
H500円。F7月31日㈫午前9時から電
話または来館で。
◆減量＆生活習慣病予防・改善プログ
ラム　8月28日～10月27日毎週火・木・
土曜日（9月8日、25日、10月9日を除く）
午後1時～2時30分、全24回。これから
運動習慣を身に付けたい18歳以上の方
7人。H1万6800円。F8月14日㈫午前9
時から電話で。
◆ポールでピラティス　9月13日㈭午前
11時15分～午後0時30分。トレーニン
グ室利用登録者15人。H500円。F8月
14日㈫午前9時から電話または来館で。

太陽の家体育館 ☎(33)1411
J(34)4342

◆サウンドテーブルテニスの集い　8月
11日㈷午前9時～正午。視覚障がいの
ある方と関心のある方。
◆フライングディスクの集い　8月11
日㈷午後1時～4時30分。障がいのある
方と関心のある方。
◆障がい者卓球の集い　8月12日㈰午
後1時～4時30分。障がいのある方と関
心のある方。

　いよいよ7月24日で、東京2020オリンピッ
ク競技大会開催の2年前となりました。オリ
ンピック・パラリンピックをもっと楽しむた
めに、江の島で開催されるセーリング競技を
改めて知ってみませんか。
　問い合わせ　東京オリンピック・パラリン
ピック開催準備室☎内線6312、E（50）7200セーリング競技を応援しよう

東京2020大会まで  いよいよあと2年！

風を読み、順位を競う～セーリング競技のルールを知ろう

スタート
　2020応援団　藤沢ビッグウェーブは、「オリンピッ
ク・パラリンピックに関わりたい！」という気持ちと
活動を通じて、東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会をきっかけにまちを盛り上げていく取り組
みです。
　2年後の2020年7月24日から始まる東京2020大会を、
藤沢から一緒に盛り上げていきましょう。
　登録方法
　右記のQRコードから、LINE＠で友だち登録をする
か、2020応援団　藤沢ビッグウェーブのホームページ
からメールマガジンの登録を行ってください。

　セーリングは、帆（セール）が風を受けたときに発生する揚力を動力に、技術を駆使して海上を帆
走する競技です。
　レース海面に設置されたマークを決められた順序で回り、着順で得点が付与されます。十数回
レースを行い、総合得点で順位が決まります。

セーリング競技にはいろいろな種目があります 東京2020大会のセーリング競技開催種目は、艇種や性別ごとに10種に分かれています。
藤沢ゆかりの選手が活躍する種目を、一部紹介します。

　風下に設置されたスタートラインから一斉にスタート
します。
　スタートの5分前からカウントダウンをしているの
で、最も早いスピードでベストな位置から時間通りにス
タートすると、その後の展開が有利になります。

　セーリングの艇は風上に向かって約45度の方向にし
か進むことができません。
　選手は風向きを読み、ジグザグに方向を変えながら
コースを航行します。

　1位＝1点、2位＝2点、というようにフィニッシュした順位が高いほど低い得点を獲得する低得点
方式です。
　第1レースから最終レースまでの総合得点が、最も低いチームが優勝となります。

特集

みんなで東京2020大会を盛り上げよう

2020応援団　藤沢ビッグウェーブ
団員募集中です

START！

FINISH！
本部船

運営船

1マーク2マーク

風
向
き

風上

風下

コースルート 実際のヨットの進路

3マーク競技コースを航行

フィニッシュ
オリンピック・
パラリンピックの
情報を受信！

イベントに
参加してワクワクを
先取り・共有！

団員として
大会やイベントを
サポート！

LINE＠ ホームページ

　レーザー級は男子一人乗り、レーザーラ
ジアル級は女子一人乗りの種目です。世界
で広く普及しています。
　ロンドン2012大会・リオ2016大会日本
代表に選ばれた土居愛実選手は、藤沢ゆか
りの選手です。土居選手は、2017年8月に
オランダで開催された世界選手権で銅メダ
ルを獲得しました。

レーザー級・レーザーラジアル級

　49er（フォーティーナイナー）級は男子二
人乗り、49erFX級は女子二人乗りの種目で
す。この級は「水上のF1」とも
呼ばれ、非常に速度が出るた
め、バランスを取ることが難し
い艇種です。
　リオ2016大会に出場した高
橋賢次選手は、ジュニア時代か
ら江の島を練習会場にしてきた
藤沢にゆかりのある選手です。

49er級･49erFX級

　470級

フォイリングナクラ17級

　オリンピック・セーリング競
技種目の中で唯一、男女混合で
競い合う種目です。時速50km
を超える高速で、水中翼を駆使
して水面から浮き上がる様子か
ら、「空飛ぶヨット」とも呼ば
れます。
　この種目の藤沢ゆかりの選手
として、江の島を拠点に練習し
ている梶本和歌子選手と川田貴
章選手のペアなどがいます。

　艇の全長が470㎝あることか
ら、470（ヨンナナマル）級と
呼ばれています。舵と主帆を操
る「スキッパー」と前帆を操る「ク
ルー」の二人乗りの種目です。
　日本が唯一、オリンピックの
セーリング競技でメダルを取ったこと
があるのが、この470級です。
　リオ2016大会で5位に入賞した吉田
愛選手、吉岡美帆選手は藤沢ゆかりの
選手です。 競技写真＝Sailing’s World Cup Series Enoshima 2018 Ⓒ JUNICHI HIRAI / BULKHEADmagazine JAPAN

ワールドカップが江の島にやってくる！

　9月9日㈰から、江の島でセーリングのワールドカップ
が開催されます。
　オリンピックと同じ
艇 種 が 集 ま り、東 京
2020大会への参加が
見込まれる選手の応援
もできます。
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