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特定非営利活動法人多賀城市民スポーツクラブでは、多賀城市内のスポーツ施設の管理・運営を行っています。

申　込 ・
問い合わせ先

特定非営利活動法人 多賀城市民スポーツクラブ事務局

☆各種お問い合わせはこちら → e-mail／info@tagajo-sc.jp

多賀城市総合体育館　　　／ 多賀城 市下馬5-9-3　　TEL 022-365-1918
多賀城市市民プール 　　　 ／ 多賀城 市伝上山2-6-6　TEL 022-365-3232
多賀城市市民テニスコート ／ 多賀城 市鶴ヶ谷1-6-1　TEL 022-364-1971

今後予定をしている事業
事　業　名 実　施　日 対　象　者

10,000人寒げい古 令和2年　1月11日（土） 武道愛好者

第16回多賀城ライオンズクラブ杯フットサル大会 令和2年　2月8日（土）・9日（日） フットサル
愛好者

キッズテニス教室
令和2年　・キッズコース　 3月9日（月）・10日（火）・11日（水） 

15：00〜16：00
 ・ジュニアコース　 3月16日（月）・17日（火）・18日（水） 

16：00〜17：00

未就学児
〜小学生

小学生短期水泳教室 令和2年　 3月12日（木）・13日（金）・14日（土） 
16：00〜17：00 小学生

※日程、時間は変更になる場合があります。ご了承ください。
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市民テニスコート総合体育館 市民プール

多賀城市市民プールならびに多賀城市総合体育館弓道場休館のお知らせ
日頃より、当施設をご利用いただきありがとうございます。下表のとおり、多賀城市市民プールならびに多賀城市総合体育
館弓道場が全面休館となりますので、お知らせいたします。皆様にはご不便をおかけ致しますが、ご理解とご協力をよろし
くお願い申し上げます。

【多賀城市市民プール】

1.休館期間 令和元年12月16日から
令和元年12月27日まで

2.休館理由 建物劣化調査のため

【多賀城市総合体育館弓道場】

1.休館期間
令和2年1月中旬から令和2年4月末まで
※�休館期間の詳細が決定次第、館内掲示ならびにホーム
ページにて、改めてお知らせいたします。

2.休館理由 修繕工事のため

※上記を除く施設については、通常通りの開館となります。また、休館期間については、工事の進捗により前後する場合があります。

情報先取り!! ホームページもご覧ください。 ▼  http://www.tagajo-sc.jp
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特定非営利活動法人 広報誌

Vol.50Let's TAGA-SPO 2019.12.winter

オリンピックデーフェスタ in 多賀城 令和元年8月10日（土）
参加者94人は5人のオリンピアンと一緒に運動会や合唱を通じて
ふれあい、笑顔あふれる一日となりました。
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◀ 2位／笠神西C

▲ 3位／笠神東A

多賀城市民
スポーツ大会 結果発表

1位／八幡上一

◀ 1位／鶴ヶ谷A

1位／大代東Aチーム

3位／桜木北A

4位／留ヶ谷区A

2位／鶴ヶ谷
ソフトボール大会 7月14日日-7月15日月・㊗

少年・少女ドッヂビー大会 7月28日日

グラウンド・ゴルフ大会 9月28日土

▲ 2位／志引A

▼ 2位／鶴ヶ谷B

◀ 2位／西能ヶ田

▲ 3位／高崎・城南

◀ 1位／桜木東A

3位／八幡上一B

卓球大会 11月10日日

情報先取り!! ホームページもご覧ください。 ▼  http://www.tagajo-sc.jp 2
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多賀城新体操クラブ
スポーツ少年団

種目 新体操
活動拠点 多賀城八幡小学校

練習日
時間帯

毎週木
低学年（年長～3年生）　17：00～18：00
高学年（4年生以上）　17：30～19：00

活動PR
美しい動き、柔軟な身体と豊かな感性・情
操を育成します。
見学・体験大歓迎です！

問合せ先
菅原　和美（すがわら　かずみ）

携帯　090-4552-9324
連絡可能時間帯　16：00以降

多賀城ミニバスケットボール
スポーツ少年団

種目 ミニバスケットボール
活動拠点 多賀城小学校

練習日
時間帯

水 17：00～19：00／金 17：00～21：00
土 9：00～12：00／日・祝 12：00～17：00

活動PR
バスケットを通じて「挨拶・大きな返事・団
体活動」を楽しく教えています。体験は大
歓迎ですので、気軽に連絡してください。

問合せ先
太田　政則（おおた　まさのり）

携帯　090-2026-9632
連絡可能時間帯　特になし

団員募集中
いっ
しょにスポーツしようよ！スポーツ少年団

第18回多賀城さざんか駅伝大会結果 （10月6日日）

ミニマラソンの部 駅伝の部
小学1～3年生・男子（24人参加）
1位／本郷 晴琉 　   6分33秒25
2位／辻 陽向　 　   6分37秒87
3位／芳賀 晴壮　    6分51秒22

小学1～3年生・女子（16人参加）
1位／松原 昌乃  　7分45秒70
2位／槇 心織里  　7分47秒72
3位／本多 りひか  7分48秒86

中学生男子（3人参加）
1位／寒河江 夏輝  16分25秒56
2位／鈴木 悠斗　  16分56秒36

小学4～6年生・男子（18人参加）
1位／大山 巧翔       9分32秒76
2位／鈴木 大登     10分15秒32
3位／本郷 琉生     10分23秒41

小学4～6年生・女子（19人参加）
1位／佐藤 絢音   10分34秒06
2位／本多 愛佳　10分41秒17
3位／白石 彩夏   10分53秒70

高校生以上男子（3人参加）
1位／渡辺 清隆　  18分34秒90
2位／佐藤 隆助　  19分29秒32
3位／山崎 昭男　  31分47秒78

高校生以上女子（8人参加）
1位／阿部 花映   18分15秒12
2位／清水 咲織   18分53秒90
3位／小林 夏日   19分20秒58

小学1～3年生男女（3チーム・15人参加）
1位／MS 19分45秒04
2位／チーム東 21分36秒72
3位／run run☆STAR 22分15秒75

小学4～6年生男子（6チーム・34人参加）
1位／山王バドミントンクラブ 23分53秒13
2位／城南ベアーズ 24分16秒01
3位／全力天真5年2組 24分54秒32

1位／柿崎グアディーブン 27分02秒70
2位／東豊中男子バスケ部A 28分01秒40
3位／高崎中1年 28分56秒80

中学生女子（4チーム・24人参加）
1位／東豊女子バスケットボールA 33分33秒23
2位／東豊女子バスケットボールB 36分03秒98
3位／東豊テニス部A 36分25秒45

小学4～6年生女子（2チーム・12人参加）
24分30秒711位／山王ミニバスケットボールクラブ 

2位／城南小5年ひまわり娘 

中学生男子（5チーム・29人参加）

25分58秒41
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多賀城さざんか駅伝大会
10月6日（日）
　マラソンは一人で、駅伝は一
本のタスキを次の走者へとつな
ぎ合わせ、参加者205人は緑の
中を一生懸命走り抜けました。

オリンピックデーフェスタ 
in 多賀城　8月10日（土）
　日本オリンピック委員会の被災
地スポーツ支援活動として実施。
当日は3歳から85歳までの参加者
94人が、大玉転がしや手つなぎ鬼
などを5人のオリンピアンと一緒に
行い、楽しい時間を過ごしました。

天童市・多賀城市友好都市スポーツ
交流大会　10月14日（月・祝）
　13回目を迎えた交流会は天童市で行われ、
野球を行うなど親睦を深めました。
　また、今年は天童もみじスイーツウォーキン
グに参加し、コース内に設けられた3カ所のコー
ナーでは地元の和洋菓子やフルーツのスイー
ツが提供され、美味しさに笑顔があふれていま
した。

学校体育を克服！「運動教室」　6月から12月（1期・2期全12回）
　学校の体育でちょっと苦手と感じてしまうマット運動・跳び箱・鉄棒を
中心に実践練習を行っています。参加した子供たちは集中し、真剣に
取り組んでいました。

トレッキング in 安達太良山　9月7日（土）
　お気に入りの登山ウェアに身を包み、参加者23人は福島
の安達太良山を目指しました。

「毎年参加しています。体力が落ちて登りきる自信がなかっ
たが、自力で下山できて、達成感を味わうことができました」

きまして誠にありがとうございました。
事業を企画してまいりますので、今後と
願いいたします。

見る1年

情報先取り!! ホームページもご覧ください。 ▼  http://www.tagajo-sc.jp 4

スポーツフェスティバル　11月17日（日） プール
　3歳からシニア世代の水泳愛好者107名が参加しました。記録会では日頃の練習の成果を存分に発揮するな
どのほか、水中運動会ではパン食い競争や玉入れ、宝探しなど普段プールでは体験できない競技を楽しみました。
子供対象の浮島競争では海賊に扮した子供たちが可愛らしい笑顔を振りまき、周囲を和ませてくれました。

2期目
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ナイターテニス教室（全3回）　9月7日、14日、21日
　運動不足解消とテニス愛好者の拡大を目的に、初心者を対
象にラケットの持ち方からゲームまで行いました。

「初心者にも分かりやすい指導で、楽しくできました」

スポーツフェスティバル　
10月14日（月・祝） 体育館
　台風の影響もあり開催が心配さ
れましたが、延べ900人と多くの方
が来場しました。当日は普段なかな
か体験できない測定やスポーツな
どで楽しく体を動かしました。

スポーツてらこや
　小学生を対象にデイキャン
プ、各種運動競技の体験など、
テーマを決めた活動を6月から
2月まで前・後期合わせ、15回
実施しています。
　写真は6月30日塩釜市浦戸
野々島でのデイキャンプ。また、
スポーツ体験ではトランポリン
にも挑戦しました。
　仲間との交流を通して楽し
い思い出と友達をつくること
ができました。海の安全教室　6月30日（日）

　宮城海上保安部の潜水士等により、ペットボト
ルを利用した浮力の確保を体験。また、海上保安
部による落水者の救助方法の実演を見学しました。

写真で
今年も当クラブの事業にご参加いただ
新しい年も皆さんに喜んでいただける

もよろしくお
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おやこふれあい教室　6月10日、9月5日、11月11日
　親子のスキンシップが子供の成長にも大切と考え、1歳児とそ
の保護者を対象に実施しました。写真は6月10日、10組の親子が
参加し、バランスボールにチャレンジ。上手に乗ることができました。
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