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ホームグラウンドおおやホームグラウンドおおやホームグラウンドおおや
おおやスポーツセンター・おおやB&G海洋センター　　　　　　　　   平成28年4月発行 長い冬がようやく終わり、これからは外作業が

忙しくなります。無理なく体を動かし健康に注意
して下さい。
27年度もB&G財団より3年連続「特Ａ評価」を
頂き、これも皆様が施設利用していただきまし
たおかげだと思っています。誠に有難うござい
ました。28年度も多くの皆様に快適に利用して
頂けるように施設修繕・企画づくりを考え、健康
と憩いの場になるように努力してまいりますの
で宜しくお願い致します。

おおやスポーツセンター
施設長
成田 義和紹ク ラ ブ 介

さて、このコーナーはクラブ紹介のコーナーです。
当施設をご利用頂いているクラブは沢山あります。
順次紹介していきたいと思います。 ■定期利用クラブ

・Defiバドミントンクラブ

・衣川バレーボールクラブ

・大屋婦人バレーボールクラブ

・おおや独立リーグ（軟式野球）

・高柳パワーズ

順不同

・大屋バドミントンクラブ

・ナカバヤシ フットサル

・関宮中学野球部

・空手道 烈士塾
・大屋中学校野球部

・養父市ダーツ協会

・大屋FC

・南谷スポーツ21（グラウンドゴルフ）

・南谷スポーツ21（卓球）

・大屋ヒルズ

・YSP

・あすなろ会太極拳教室

4月から7月までのイベント･大会のお知らせおおやスポーツセンター主催

第23回目のクラブは、

養父市大屋町を中心として活動している大屋フットボールクラブです。
市内・市外を問わず、小学校1年から6年までの男の子・女の子が在籍して
います。大屋小学校グラウンドを中心とし、おおやB&Gグラウンド・体育
館で毎週水・土曜日に練習をしています。サッカーだけでなく卓球やバド
ミントンなどを練習に取り入れたり、選手交流をしたりと幅広く活動し
ています。お気軽に見学に来てください。

クラブから一言

さんです！さんです！大屋フットボールクラブ大屋フットボールクラブ大屋フットボールクラブ大屋フットボールクラブ

興味をお持ちの方は記載の日時に
お越しください。お問合せは、
おおやスポーツセンターまで。会員随時募集中!!

おおやスポーツセンターおおやスポーツセンター
「定期利用クラブのご案内」「定期利用クラブのご案内」

健康づくりに、仲間づくりに、アットホームな
  雰囲気の中で一緒に楽しみませんか？

詳しい情報は、おおやスポーツセンターへお問合せ下さい
【施設設置者】養父市   【指定管理者】全但バス株式会社　【休館日】毎週月曜日 TEL・FAX 079-669-1601

1月～3月のおおやスポーツセンター主催イベント結果報告

内　　容 参加費月 日　時 名　　称

月
7

月
4

月
5

月
6
【受付】9：00～

16日(土)
講師の方に写真のきれいな写し方を教わり
ながら、市内の名所を歩いて写真を撮ってみ
ませんか？（各自カメラをご持参ください。
携帯電話のカメラ機能でも大丈夫。）
歩きやすい服装、靴をご用意ください。雨天
時は体育館で写真撮影講習を行います。

参加チーム同士で練習試合をして頂きます。
日頃の練習の成果を十分に発揮できるいい機
会です。チームでお気軽にお申込みください！

趣味に。贈り物に。インテリアに。
気軽にお越し下さい。

予選リーグ・決勝トーナメントを行います。
優勝トロフィーは誰の手に？

第３回ふれあい
ソフトボール交流大会

おおやスポーツセンター主催
第13回卓球大会

おおやスポーツセンター主催
第13回卓球大会
中学生の部

寄せ植え教室

小学生・一般の部

予約制ウォーキング
写真クラブ

12日(日)

10：00～
19日(日)

【受付】9：00～
18日(土)

13：00～ 500円
（保険料込）

【受付】9：00
9：30プレー開始

29日(日)

予約制

500円（材料費込）

300円（保険料込）

予約制

1チーム1,000円

小学生は無料
高校生以上

（保険料込）無料

（保険料込）

申込締切 6月7日

申込締切 6月14日

申込締切 6月15日

申込締切 5月24日 ※諸事情により、イベント実施日・内容を変更する場合がございます。ご参加をご希望の場合はお気軽にお問合せください。

（初心者の方、お一人様のご参加も大歓迎! 道具の無料レンタルあります。）（初心者の方、お一人様のご参加も大歓迎! 道具の無料レンタルあります。）

5/14・6/11・7/9
バスケットの日卓球の日

13：00～16：00 お好きな時間に！
5/15・6/19・7/17

13：00～16：00 お好きな時間に！
5/1・6/5・7/3

13：00～16：00 お好きな時間に！

毎月実施の体験イベント毎月実施の体験イベント

ダーツの日
毎月第1日曜日開催!毎月第3日曜日開催!

ご家族みんなで楽しめるダーツ！みんなで
エントリーして、絆を深めませんか？
無料レンタルあります。

参加チーム同士で練習試合をして頂きま
す。日頃の練習の成果を十分に発揮できる
いい機会です。チームでお気軽にお申込み
ください！

おおやスポーツセンター主催
第8回交流ダーツ大会

第４回ふれあい
ソフトボール交流大会【受付】9：00

9：30プレー開始

【受付】13：00～
13：30プレー開始

17日(日)

10日(日)

300円（保険料込）
予約制

申込締切 7月12日

予約制

1チーム1,000円
申込締切 7月5日
（保険料込）

第15回
グラウンドゴルフ大会

第5回
グラウンドゴルフ交流会

【受付】13：00
13：30プレー開始

4月27日(水)

【受付】13：00
13：30プレー開始

5月25日(水)

第16回
グラウンドゴルフ大会【受付】13：00

13：30プレー開始

6月22日(水)

1名様からでもご参加OKです。日頃の練習の
成果を発揮して下さい！クラブ・ボールの無料
レンタルもございます。初心者の方も大歓迎
です。たくさんの方のお申し込みをお待ちし
ております。

気が向いた時に、おしゃべりしたい時に、気軽
にグランドゴルフを楽しみませんか。ラフなス
タイルで楽しく盛り上がる。どなたでもご参加
可能な交流会です。お気軽にご参加ください。

予約制

500円（保険料込）

予約制

300円（保険料込）

申込締切 4月22日

申込締切 5月20日

1名様からでもご参加OKです。日頃の練習の
成果を発揮して下さい！クラブ・ボールの無料
レンタルもございます。初心者の方も大歓迎
です。たくさんの方のお申し込みをお待ちし
ております。

予約制

500円（保険料込）
申込締切 6月17日

日　時 名　　称 内　　容 参加費

グラウンドゴルフ情報

裏面もご覧ください次回発行予定は7月です

月
7

内　　容 参加費月 日　時 名　　称

1コインで遊ぼう!!
100円【参加費】中学生以下は無料 高校生以上100円【参加費】中学生以下は無料 高校生以上

毎月第2土曜日開催!

親と子のふれあいの中で、お子様の心と体の
健康的な発育を目指します。遊びながら運動
できるので、親御様にとっては、運動不足解消
やストレス発散にも効果があります。情報交換
もできますよ！お気軽にご参加ください。

体を使って無理なく安全に運動を行います。
基礎知識を習得することにより、家庭でも簡単
に行うことができ、寝たきり防止、転倒予防に
も効果があります。一度習ってみませんか？

【受付】10：00
10：30～11：30

3日(金)

【受付】12：30
13：00～14：00

3日(金) 予約制

500円（保険料込）
申込締切 5月24日

予約制

（保険料込）
500円親子で

申込締切 5月24日
【お子様対象1～4才まで】

暑い夏がやってくる！
おおやプールでたっぷり遊ぼう！
小プールでスーパーボールすくいも！

プールオープニング
イベント

ウォーキング
写真クラブ

10：00～
2日(土)

9：00～
9日(土)

予約制

500円
（保険料込）

講師の方に写真のきれいな写し方を教わりな
がら、市内の名所を歩いて写真を撮ってみませ
んか？（各自カメラをご持参ください。
携帯電話のカメラ機能でも大丈夫。）歩きやす
い服装、靴をご用意ください。雨天時は体育館
で写真撮影講習を行います。

【プール利用料のみ】

中学生以下100円
高校生以上200円

New

New
自重トレーニング

New

New

親子教室

3月20日開催!

今回の寄せ植え教室は、胡蝶蘭やサイネリアなどの花
を使い作品を作って頂きました。用事で来られなかった
方の分も代理で作って頂き、みなさまに喜んで頂くこと
ができました。

寄せ植え教室

今回の写真クラブはおおやの山奥にある橋や
八鹿の酒蔵で撮影に挑みました。過去参加して
頂いた皆様の出席率100％で和気あいあいと
撮影を行うことができました。

2月13日開催!
ウォーキング写真クラブ

3月23日開催!

気温が低く寒い日になりましたが、日高・村岡・関宮・
養父から38名の方々にご参加頂きました。プレー中に
は皆様から楽しそうな声が聞こえ、大会に向けて準備
して頂くことができました。

グラウンドゴルフ交流会

第４回

1月17日開催!

今年のバレンタインは、ホワイトチョコとミルクチョコの2種
類のデコカップチョコを作りました。チョコを冷やしている間
は体育館で運動をして、冷えている体を暖めることができま
した。カラフルでかわいいチョコレートが完成し、喜んでもら
えたこと間違いなしです！

1月10日開催!

今回で４年連続となりました宝さがし＆おもしろ大
かるた！昨年よりも多くの子供たちに参加して頂くこ
とができ、遊ぶことが珍しくなったかるたや施設全体
に３種類のボールを隠す宝探しなど、思う存分楽しん
で頂くことができました。

おおやスポーツセンター主催
第７回交流ダーツ大会宝さがし＆おもしろ大かるた

2月11日開催!
チョコづくりバレンタイン企画！

今大会は21名の方にご参加頂き、大
変盛り上がったダーツイベントとなり
ました。これからも定期的に大会を開
催する予定ですので、毎月開催のダー
ツの日に練習をして、ぜひ大会へ参加
してみて下さい。

【Aクラス501】
優　勝　寺尾　稔さん　　準優勝　田村勝男さん
第３位　大谷重雄さん・ 福井将二さん
【Bクラス301】
優　勝　西口博樹さん　　準優勝　北尾行雄さん
第３位　岡本文夫さん・ 正垣諒人さん

【
大
会
結
果
】 

種　目 団体名曜日 時　間

あすなろ会
太極拳 火

13：30～15：00

13：30～15：00

バドミントン 火・金
19：00～20：00
20：00～22：00

バレーボール 火 20：00～22：00

少年少女サッカー 水・土 18：00～20：00

フットサル 木 20：00～22：00

空　手 土

卓　球 土

水

18：00～21：00

19：30～21：00

13：00～16：00

軟式野球
グラウンドゴルフ

金 19：00～21：00
土 19：00～21：00

パソコン教室 2回/月 19：30～21：00

13：30～15：00

19：30～21：00

10：00～11：30

関宮教室

養父教室

バドミントンクラブ
Defi

衣川バレー
大屋FC

南谷スポーツ21
卓球部

ナカバヤシフットサル
空手道烈士塾

南谷スポーツ21
YSP

大屋独立リーグ
女性のパソコン教室

（養父公民館）

大屋教室

つるぎが丘教室

（おおやスポーツセンター）
八鹿教室

（ようか武道館2階）

（八鹿総合体育館）

（関宮コミュニティスポーツセンター）

※第2火曜日は休館の為、
　第2水曜日に実施

ウォーキング写真クラブは、養
父市内で年4回春夏秋冬の素
晴らしい風景等を題材に、軽い
ウォーキングで楽しく写真撮
影を行っています。合言葉は
「私の好きなベストショットを
写す」です。他人の評価はまっ
たく関係ありません。
現在参加者は10人前後ですが、
初心者の方大歓迎です。
是非、参加して楽しんで下さい。

講師　濱 徹三


