
小学生男女　20名（先着）対　　象
５月 １日（月）から
５月20日（土）まで
申込フォームにて受付▶

申　込

西山公園体育館武道場場　　所

西山公園体育館 長岡京市立
スポーツセンター
TEL 075-951-3363TEL 075-953-1161

10時から10時から

みんなの
スポーツデー
みんなの
スポーツデー5月5日 5月3日

バドミントン 40分／400円

卓 球 40分／400円 トランポリン 20分／300円

クイックマッサージ 無料
当日予約

協力：京都府相撲連盟より指導者派遣

遊ぼうキッズパーク！
予約不要／無料

トランポリン 20分／300円

バドミントン 40分／400円 卓 球 40分／400円

テニス 60分／1,000円

幼児
対象

要予約 前日の16時より各施設にて電話予約受付

基本的な動作である四股、すり足等を行い、体幹を鍛えます。
貴重な機会ですので、お気軽にご参加ください。

問い合わせ：075-953-1161（西山公園体育館内）

開催日時 ６月10日・17日・７月１日・８日・15日・22日（土） 全６回  10時～11時45分

参 加 料 3,000円　全６回

ちびっこ相撲教室
子ども用のまわしを

主催者で準備しています

※開催日にご注意ください。（5日西山公園体育館、3日スポーツセンター）

№135
2023.5

スポーツ協会だより
発行：公益財団法人長岡京市スポーツ協会 〒617-0812 長岡京市長法寺谷山１番地 西山公園体育館内

TEL：（075）953-1161　FAX：（075）953-1163 www.sports-nagaokakyo.or.jp/

スポーツ振興くじ助成事業
公式SNS公開中

この広報誌はスポーツ
振興くじ助成を受けて
発行しています。

長岡京市のスポーツイベント情報を
発信しています！是非フォローお願いします！ Instagram

@nagaokakyoshispokyo
Twitter

@nagaokaspokyo
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幼児から遊べる環境づくり（遊ぼう！キッズ！！） ※事前予約制

日　時 ①５月13日・②６月3日　10：15～11：15
対　象 ４～６歳の幼児
申　込 TEL 075-953-1161
 メール toiawase@sports-nagaokakyo.or.jp
料　金 200円／回

西山公園体育館

募集開始
5月1日（月）先着20名

日　時 ５月27日・６月17日　10：00～11：00
対　象 ３～６歳の幼児
申　込 FAX 075-963-5558
料　金 100円／回

長岡第八小学校 8スルくらぶ
日　時 5月6日、6月3日　10：00～11：00
 （※基本第１土曜日）
場　所 西代里山公園
対　象 ２～８歳の子ども
申　込 メール wd251nkda@yahoo.co.jp
料　金 100円／回

長岡第五小学校 長五校区総合型地域スポーツクラブ

日　時 ６月10日　10：30～11：30
 （※基本第２土曜日）
対　象 ４～６歳の幼児
申　込 不要
料　金 200円／回

長岡第四小学校 フォー遊クラブ

◆ 剣　道

◆ サッカー

◆ 女子サッカー

◆ バドミントン

長岡友和館剣道　
乙訓剣道　
京都剣清会 少年の部　

京都FC長岡京（中学生）
URANO.S KYOTO U-15（中学生）
若草FC　
長岡京市第四小学校サッカー　
京都長岡京サッカー　
ジョイフルFC京都ジュニア
　
長岡京シュピーレンLSC　
URANO.S KYOTO Girls

長岡京BJS　
長四バドミントン　
長七バドミントン

◆ ミニバスケットボール

◆ 野　球

◆ ソフトボール

◆ 硬式テニス

◆ トランポリン

◆ 少林寺拳法

◆ マーチングバンド

長岡京ミニバスケットボール　
今里ミニバスケットボール

長岡京BB野球

長岡京ソフトボール

長岡京J.T.T.C

長岡京市トランポリンクラブ

少林寺拳法長岡第四

長岡京市マーチングバンド

スポーツ少年団スポーツ少年団現在22単位団
（11種目）活動中！

少年団体験教室実施

少年団一覧お申し込み、お問い
合わせ他、詳しくは
こちらでご確認ください。

●５月～６月　各単位団で実施
●６月25日（日）長岡中学校にて実施



─ 3 ─

申込方法

イベントサポーター大募集！
１．活動日時　※下記のいずれかの希望する日程と時間帯。
　　　　　　　令和５年７月28日（金） ①午後
 29日（土） ①午前 ②午後 ③午前 ・午後
 30日（日） ①午前 ②午後 ③午前 ・午後
 　　31日（月）  ①午前
　　　　　　　※開催２週間前を目安に説明会を実施
２．活動場所　西山公園体育館（長岡京市長法寺谷山１番地）ほか
３．活動内容 （１）施設担当　①入退館チェック　②ゴミ拾い　③施設内の巡回など
 （２）消毒係　①観客席　②館内エントランスや廊下など
 （３）コンシェルジュ　選手団のおもてなしを実施します
 　　 ※親子参加推奨「ふるさとのチームを優先的に担当」
　　　　　　　 ふるさとチームの割り当て方法として、募集時に出身地の明記
　　　　　　　 希望ブロック（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、九州など）の明記
４．募集期間　５月１日（月）～７月７日（金）
５．申込方法　TEL：（075）953-1161　FAX：（075）953-1163
　　　　　　　メール：moushikomi@sports-nagaokakyo.or.jp

募集人数：15名
年齢：18歳以上（高校生不可）
※大会規則に則り【大学生　要相談】
経歴：プレー年数等問わず
開催時期：７月～８月頃（予定）
参加費：本協会負担
ユニフォーム：貸与

第39回 若葉カップ全国小学生バドミントン大会

第46回京都府民総合体育大会に出場する仲間を募集しております！
多数の場合はメンバー選考あり

メール　
アドレス　

QR▶

若葉カップギャラリー

若葉カップ優勝杯
株式会社村田製作所から
寄贈され、第７回（平成
３年）大会から男女それ
ぞれの優勝チームに贈ら
れています。

女子バスケットボール競技
募集人数：６名
年齢：12歳以上
※大会規則に則り【学生　要相談】
経歴：プレー年数、スコア等問わず
開催時期：10月～11月頃（予定）
参加費：本協会負担
ユニフォーム：各自（規程あり）

ボウリング競技

女子バスケットボール・ボウリング　経験者募集 大会に
出場して
みませんか？
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広告を募集

お問い合わせは、スポーツ協会事務局
（TEL：953－1161）までお願いします。

大きさはタテ５cm×ヨコ６cmで、金額は
20,000円です。
市内全戸に市シルバー人材センターによっ
て配布。発行部数は37,000部です。

様々な情報発信をさらに活性化！事業内容の充実をはかります。様々な情報発信をさらに活性化！事業内容の充実をはかります。

令和５年度予算

スポーツ協会では、市民の皆さまから事業資金のご寄附を募っています
（賛助会員制度）。集まった会費は市民スポーツの普及推進に使わせてい
ただいております。皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

※公益財団法人であるスポーツ協会の賛助会費は、税制上の寄附金扱いと
して優遇処置が受けられます。個人の方は確定申告の際に「税額免除」
「所得控除」のいずれかを選択することができます。

～スポーツを通じて、健康で豊かな生活の実現を目指す～

子どもスポーツ 117
生涯スポーツ 8,187
競技スポーツ 1,230

スポーツ施設
95,902

収益事業 3,964

長岡京市補助金
45,152

京都府
スポーツ協会
補助金 465

賛助会員会費
1,581

その他
1,958 子どもスポーツ 2,722

生涯スポーツ 12,354
競技スポーツ

5,457

スポーツ施設
95,902

収益事業 3,964

管理運営費
37,764

積立預金
393

その他
475

収　入
159,031
（単位：千円）

支　出
159,031
（単位：千円）

窓口で申込受付中
・西山公園体育館・スポーツセンター

· · · · 申し込み方法 · · · ·

賛助会員会費の主な使途（令和４年度）

324,000円
（28％）

184,000円
（16％）

407,000円
（35％）

222,000円
（21％）

子どもスポーツ
充
実
事
業

法人
運営

競技
スポ

ーツ
振
興
事
業

生
涯
ス
ポ
ー
ツ普及事業

賛助会員会費
の活用実績
1,137,000円

子どもスポーツ充実事業
●種目別本部長杯大会支援（スポーツ
少年団）
●幼児期のスポーツ環境整備
●学校体育連盟（小体連・中体連）の
活動支援

生涯スポーツ普及事業
●小学校区地域スポーツ振興事業の支
援（スポーツデー）

●総合型地域スポーツクラブネット
ワークの基盤強化

●スポーツボランティアの養成と活用

競技スポーツ振興事業
●府民総体代表選手の強化・派遣
●スポーツ団体（16種目団体）の活
動支援

法人運営
●賛助会員リーフレット・会員章作成等

賛助会費　年額3,000円（１口）

賛助会員募集しています。賛助会員募集しています。

若葉カップ優勝杯



文具・事務用品・OA機器・スチール家具・防災用品

健康トレーニング講座

ヨガ教室講座

４回券 1,500 円
（１回 400 円）

（９：00～ 10：00）

４回券 3,000 円
（１回 1,000 円）

（10：10～ 10：55）

４回券 2,000 円
（１回 600 円）

（11：05～ 11：40）

体幹トレーニング
体幹・エアロビクスなど

美ボディトレーニング
体幹・ストレッチなど

ストレッチ講座
椅子を使ったストレッチなど

開催日時：月曜日（60分）午後１時40分～２時40分
対　　象：18歳以上
参　加　料：４回券：3,000円／１回：1,000円
指　導　者：吉田　里紗（YOGA MOVE®インストラクター）

開催日時：水曜日（60分）午後１時40分～２時40分
対　　象：18歳以上
参　加　料：４回券：3,000円／１回：1,000円
指　導　者：ヒロ（全米ヨガアライランス協会 RTY200）

テニススクール第１期テニススクール第１期

下記日程（毎週火曜日）
午後４時00分～５時00分

テニスコート

１人4,400円  スポーツ安全保険料800円（年額）含む

日　　時

場　　所

参 加 料

５月
６月

２日
６日

９日
予備20日

16日
予備27日

23日 30日

５月
６月

２日
６日

９日
予備20日

16日
予備27日

23日 30日

下記日程（毎週火曜日）
小学１年生：午後４時00分～５時30分
小学２～３年生：午後５時30分～７時00分

テニスコート

１人5,300円  スポーツ安全保険料800円（年額）含む

長岡京市テニス協会所属指導者

日　　時

場　　所

参 加 料

指 導 者

小学１年生～３年生

キッズ（年中・年長）

西山公園体育館 長岡京市立スポーツセンター
住所　長岡京市長法寺谷山１
TEL （075）953-1161　
FAX （075）953-1163
開館時間　午前９時00分～午後９時00分
休館日　毎週火曜日、８月15、16日、年末年始

住所　長岡京市神足下八ノ坪１
TEL （075）951-3363　
FAX （075）951-3666
開館時間　午前９時00分～午後９時00分
休館日　偶数月の第２火曜日、８月15、16日、年末年始

有料施設利用方法
①10名以上の団体登録
②予約システムで施設予約
③利用料金の支払い

利用可能施設
①大体育室　②小体育室　③武道場
④研修室　⑤談話室
⑥トレーニングルーム（説明会の受講必要）

有料施設利用方法
①10名以上の団体登録
②予約システムで施設予約
③利用料金の支払い

利用可能施設
①体育館
②テニスコート（個人登録可・条件あり）
③グラウンド（個人登録可・条件あり）

個人利用条件　・20歳以上、市内在住、通勤・通学するもの
予　約　方　法　・利用日の２か月前から窓口で予約受付
利用時間・区分　・テニスコート：１時間単位
　　　　　　　　・グラウンド：全面、1/2面、１/4面

〒612－0874 伏見区深草東伊達町65－13
TEL/FAX 075－642－9722
fukuya0444@gmail.com

総合印刷・包装資材・手提げ袋

毎週月曜日開催毎週月曜日開催

毎週木曜日開催毎週木曜日開催

毎週水曜日開催毎週水曜日開催

経験者
多め

初心者
オススメ
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マーチング体験（長岡京市マーチングバンドスポーツ少年団）
日時：５月７日・14日・21日（日）９時30分～
場所：西山公園体育館　武道場　参加料：無料
申込：メール toiawase@sports-nagaokakyo.or.jp
対象：小学生の男女　内容：楽器の演奏体験、練習見学
剣道体験教室（乙訓剣道スポーツ少年団）
日時：５月７日（日）・６月11日（日）15時～
場所：西山公園体育館　武道場　参加料：無料　対象：小学生
申込：メール noriji262626zuzuzu＠docomo.ne.jp(松村）
　　　氏名、校名、学年、保護者名、連絡先、期日を記載
サッカースクール（URANO.S KYOTO）
日時：５月10日・17日・24日・31日（水）16時30分～
場所：長岡京市立スポーツセンター　グラウンド　参加料：無料
申込：TEL 075-406-6717、メール、HPよりいずれかの方法で
キッズサッカースクール体験会（長岡京シュピーレンLSC）
日時：５月11日・18日・6月1日・15日（木）　17時10分～
場所：長岡京市立スポーツセンター　グラウンド
申込：メール spielen@ezweb.ne.jp（宮宇地）
参加料：無料　対象：年中、年長
ガールズサッカーアカデミー体験会（長岡京シュピーレンLSC）
日時：５月11日・18日・６月１日・15日（木）18時
場所：長岡京市立スポーツセンター　グラウンド
申込：メール spielen@ezweb.ne.jp（宮宇地）
　　　※氏名、年齢、連絡先等必要事項記載
参加料：無料　対象：小学生女子
ソフトボール体験教室（長岡京ソフトボール少年団）
日時：５月21日（日）13時30分～ 場所：長岡第四小学校　グラウンド
申込：TEL 090-4644-0646（山副）　参加料：無料
対象：小学生
少年野球体験教室（長岡京BB野球スポーツ少年団）
日時：５月21日（日）・６月11日（日）９時～
場所：長岡第七小学校　グラウンド　参加料：無料　対象：小学生
申込：FAX 075-953-5678（山本）
　　　※氏名、校区、学年、連絡先等必要事項記載
トランポリンフェスティバル（長岡京市トランポリンクラブ）
日時：6月11日（日） 第1部10時～11時45分
 第2部12時40分～14時30分
場所：西山公園体育館　小体育室
申込：メール nagatora28uketsuke@gmail.com
　　　5月16日～30日先着　各部30名
対象：3歳以上（保護者同伴）　参加料：500円／ 1人

ミニバレー普及サークル（長岡京市ミニバレーボール協会）
日時：５月27日・６月24日（土）19時～申込不要（当日参加OK）
場所：長岡第二中学校　体育館　参加料：100円　対象：誰でも
小学生バレーボール教室（長岡京市バレーボール協会）
日時：５月19日・６月２日・16日・30日・７月14日（金）16時20分～17時50分
場所：西山公園体育館　申込：TEL 090-2193-0564（中村）
参加料：1回600円　初心者大歓迎
小学生＆一般ソフトバレーボール教室（長岡京市バレーボール協会）
日時：５月12日・26日・６月９日・23日・７月７日・21日（金）16時20分～17時50分
場所：西山公園体育館　申込：TEL 090-2193-0564（中村）
参加料：小学生1回600円　一般1回200円　初心者大歓迎
トランポリンキッズプレスクール（長岡京市トランポリン協会）
日時：５月８日（月）16時30分～18時
場所：西山公園体育館　対象：年中～小学生　参加料：800円/1人
申込：nagatora28uketsuke@gmail.com
　　　５月１日より受付、氏名（フリガナ）、年齢記載
トランポリンキッズスクール（長岡京市トランポリン協会）
日時：５月22日・６月12日・26日・７月10日（月）16時30分～18時
場所：西山公園体育館　小体育室
申込：メール nagatora28uketsuke@gmail.com（5月1日～15日）
対象：年中から小学2年生 参加料：4回3,500円/1人 氏名（フリガナ）、年齢記載
ファミリーバドミントン親子体験スクール
（長岡京市ファミリーバドミントン協会）
日時：６月17日（土）12時～　 参加料：無料　
場所：西山公園体育館　小体育室　対象：小学生以上の親子
申込：FAX 075-952-4907（白井）※氏名、年齢等必要事項記載
バドミントン教室（フォー遊クラブ）
日時：５月14日・21日・28日・６月11日・25日・７月９日（日）９時～12時
場所：長岡京市立スポーツセンター　体育館
申込：メール reiwaforyou@gmail.com（中澤・青木）
対象：小学生以上（先着30名）基礎を学んで楽しもう！！
参加料：全６回／ 3,000円
ウエルネスダーツ体験（８スルくらぶ）
日時：６月25日（日）9時～
場所：長岡第八小学校　会議室　参加料：無料　対象：小学生　
申込：FAX 075-963-5558 ※氏名、校区、学年、連絡先等必要事項記載
陸上教室（ふるさとスポーツクラブ）
日時：５月20日（土）10時～　場所：長岡第九小学校　グラウンド
詳細は「ふるさとスポーツクラブ」ホームページへ
http://furusatosc2007.s1007.xrea.com/
指導者：ダイハツ陸上競技部　アドバイザー：木﨑良子氏

やってみよう・みてみよう！教室・
大会情報
教室・
大会情報

     
9:00

 第46回府民総体バレーボール競技
  4㈰    長岡京市予選大会（女子） 

西山公園体育館

  10:00 第46回府民総体ソフトボール競技長岡京市大会 スポーツセンター
10 ㈯  8:30 第31回乙訓交歓グラウンド・ゴルフ大会 洛西浄化センター

11㈰
   8:15 第27回ファミリーバドミントン会長杯争奪大会 西山公園体育館

  10:00 京都府エルダーソフトボール大会 洛西浄化センター
   第46回府民総体バドミントン競技長岡京市大会(兼)
   第43回長岡京市社会人オープンバドミントン大会

18㈰   
9:00

 第14回ミニバレーボールフェスティバル 

西山公園体育館

   第46回府民総体テニス競技長岡京市大会（ダブルス） 洛西浄化センター
  10:00 ソフトボール会長杯リーグ戦 スポーツセンター

６月

   第40回市バドミントン協会長杯争奪

  7㈰
   9:00 オープンバドミントン大会 

西山公園体育館

   ファミリーバドミントン個人交流大会（前期） 
  10:00 第46回府民総体ソフトボール競技長岡京市大会 スポーツセンター
13㈯   10:00 シュピーレンガールズcup2023　U-10大会 
   第23回ミニバレーボールシニア・レディス大会 西山公園体育館

14㈰   9:00
 第40回市長杯シングルス大会（テニス） 洛西浄化センター

   第46回府民総体バレーボール競技
   長岡京市予選大会（男子） 

西山公園体育館

   竹の台運動会 
   友岡運動会　雨天予備日：28日 

長岡第四小学校

 
21㈰

 9:00 長八小校区　第19回グラウンドゴルフ大会 長八小グラウンド
   第46回府民総体卓球競技長岡京市大会 西山公園体育館
  10:00 第46回府民総体ソフトボール競技長岡京市大会 
25㈭   8:30 第8回市民グラウンド・ゴルフ大会 

スポーツセンター

28㈰   9:00
 第52回京都府青少年剣道錬成大会（女子の部） 

   第57回全道連主催「全国道場少年剣道大会」京都府予選 
武道センター

５月 大会及びイベントスケジュール

※今後の状況により、変更や中止になる場合がございます。

種目団体＆少年団体験教室情報
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