２０１９オリンピックデーラン喜多方大会

≪陸上競技/短距離 教室≫
実施要項
１ 名称

２ 主催／主管

塚原直貴さんの陸上教室（短距離）
主催：オリンピックデーラン喜多方大会実行委員会
主管：喜多方陸上競技協会

３ 開催時間

令和元年７月７日（日） １３：００～１４：３０

４ 開催場所

押切川公園自由広場

５ 実施種目

陸上競技（短距離）

６

講師オリンピア
ン

オリンピアン 塚 原 直 貴 さん

７ 募集人数

１００名

８ 応募条件等

対象年代：小学５・６年生～中学生
※募集人数に達しない場合は、小学３・４年生・高校生の申込
みを受け付ける。
応募条件：○「５実施種目」の競技（経験）者。
○指導レベルは、中学校の部活レベルとする。
○スポーツ教室のみの申込みはできない。
○内容については主催者側に一任とする。
○参加者多数の場合は、参加者を主催者で調整する場合があ
る。
○雨天時：室内シューズ

９ 参加料

無し

10 募集方法

オリンピックデーラン喜多方大会と合わせて行う。

11 応募締切

令和元年６月２４日（月） ※当日消印有効

12 プログラム／

７月６日（土）

スケジュール

～17：00 スポーツ教室会場準備
17：00～17：50 ウエルカムパーティー会場で講師と主管団体との顔合
わせ・打合せ
18：00～20：00 ウエルカムパーティー
７月７日（日）
11：50 主管団体集合・昼食・会場準備
12：30～12：50 講師と主管団体との最終打合せ（押切川公園自由広場）
13：00～14：30 スポーツ教室

１/２

１．開 会
２．主管団体あいさつ
３．講師入場・紹介
４．スポーツ教室（実技指導）
【基本構成】◆ウォーミングアップ
◆実技指導
◆その他
５．御礼の言葉

参加者代表 or 主管団体（※主管団体一任）

６．閉 会
14：30～15：00 主管団体による後片付け・解散
※14：30 までに全体集合写真撮影は終了させること。
※見学は許可するが、写真撮影は進行の妨げにならない場合にのみ主
管団体の判断で許可する。
13 必要物品

○約１００ｍコース
○音響（ワイヤレスハンドマイク・ワイヤレスピンマイク）
○カラーコーン
○補助スタッフ（主管協会員）
○その他

14 雨天対応

押切川公園体育館メインアリーナ２階ランニングコース or 押切川公園体
育館２階ロビーで実技・練習等の実技・理論指導を実施
※参加者は室内用の運動靴を持参のこと。
※進行（司会）は主管協会で対応。

15 ＪОＣへの
要望等

(1) 講師には、主管団体との顔合わせ・打合せのため、前日のウエルカムパ
ーティー（以下参照）にも出席いただきたい。
○日時 ７月６日（土）
○会場 石亭みよし 住所：喜多方市小田付道下 7135
電話：0241-22-0680 FAX：0241-23-1682
(2) 講師には、オリンピックに出場した時のユニフォーム・ジャージなどの
服装を着て、オリンピックに関係する物品を披露していただければ参加
者は喜ぶと思われるのでぜひお願いしたい。

２/２

２０１９オリンピックデーラン喜多方大会

≪水泳/競泳 教室≫
実施要項
１ 名称

２ 主催／主管

内田翔さんの水泳教室
主催：オリンピックデーラン喜多方大会実行委員会
主管：喜多方市水泳協会

３ 開催時間

令和元年７月７日（日） １３：００～１４：３０

４ 開催場所

市民プール （２５ｍプール）

５ 実施種目

水泳

６

講師オリンピア
ン

オリンピアン 内 田

翔 さん

７ 募集人数

５０名

８ 応募条件等

対象年代：小学５・６年生～中学生
※募集人数に達しない場合は、小学３・４年生・高校生の申込
みを受け付ける。
応募条件：○「５実施種目」の競技（経験）者。※２５ｍ泳げる方
○指導レベルは、中学校の部活レベルとする。
○スポーツ教室のみの申込みはできない。
○内容については主催者側に一任とする。
○参加者多数の場合は、参加者を主催者で調整する場合があ
る。
○雨天時：室内シューズ

９ 参加料

無し

10 募集方法

オリンピックデーラン喜多方大会と合わせて行う。

11 応募締切

平成３０年６月２５日（月） ※当日消印有効

12 プログラム／

７月６日（土）

スケジュール

～17：00 スポーツ教室会場準備
17：00～17：50 ウエルカムパーティー会場で講師と主管団体との顔合
わせ・打合せ
18：00～20：00 ウエルカムパーティー
７月７日（日）
11：50 主管団体集合・昼食・会場準備

３/２

12：30～12：50 講師と主管団体との最終打合せ（市民プール事務室）
13：00～14：30 スポーツ教室
１．開 会
２．主管団体あいさつ
３．講師入場・紹介
４．スポーツ教室（実技指導）
【基本構成】◆ウォーミングアップ
◆実技指導
◆その他
５．御礼の言葉

参加者代表 or 主管団体（※主管団体一任）

６．閉 会
14：30～15：00 主管団体による後片付け・解散
※14：30 までに全体集合写真撮影は終了させること。
※付き添い以外の見学と写真撮影は認めない。
13 必要物品

○２５ｍプール（コースロープ等）
○音響

※実技指導時は２５m プール内のため不使用

○補助スタッフ（主管協会員）
○ビート板など
○その他
14 雨天対応

押切川公園体育館２階軽運動室でトークショー及び実技・練習等の理論指
導
※参加者は室内用の運動靴を持参のこと。
※進行（司会）は主管協会で対応。

15 ＪОＣへの
要望等

(1) 講師には、主管団体との顔合わせ・打合せのため、前日のウエルカムパ
ーティー（以下参照）にも出席いただきたい。
○日時 ７月６日（土）
○会場 石亭みよし 住所：喜多方市小田付道下 7135
電話：0241-22-0680 FAX：0241-23-1682
(2) 講師には、オリンピックに出場した時のユニフォーム・ジャージなどの
服装を着て、オリンピックに関係する物品（メダルなど）を披露してい
ただければ参加者は喜ぶと思われるのでぜひお願いしたい。

４/２

２０１９オリンピックデーラン喜多方大会

≪サッカー 教室≫
実施要項
１ 名称

２ 主催／主管

大谷未央さんのサッカー教室
主催：オリンピックデーラン喜多方大会実行委員会
主管：喜多方サッカー協会

３ 開催時間

令和元年７月７日（日） １３：００～１４：３０

４ 開催場所

押切川公園スポーツ広場

５ 実施種目

サッカー

６

講師オリンピア
ン

オリンピアン 大 谷 未 央 さん

７ 募集人数

１００名

８ 応募条件等

対象年代：小学５・６年生～中学生
※募集人数に達しない場合は、小学３・４年生・高校生の申込
みを受け付ける。
応募条件：○「５実施種目」の競技（経験）者。
○指導レベルは、中学校の部活レベルとする。
○スポーツ教室のみの申込みはできない。
○内容については主催者側に一任とする。
○参加者多数の場合は、参加者を主催者で調整する場合があ
る。
○原則的にチームごとの申込みとする。
○ボールは持参すること。
○雨天時：室内シューズ

９ 参加料

無し

10 募集方法

オリンピックデーラン喜多方大会と合わせて行う。

11 応募締切

令和元年６月２４日（月） ※当日消印有効

12 プログラム／

７月６日（土）

スケジュール

～17：00 スポーツ教室会場準備

５/２

17：00～17：50 ウエルカムパーティー会場で講師と主管団体との顔合
わせ・打合せ
18：00～20：00 ウエルカムパーティー
７月７日（日）
11：50 主管団体集合・昼食・会場準備
12：30～12：50 講師と主管団体との最終打合せ（押切川公園スポーツ
広場管理棟）
13：00～14：30 スポーツ教室
１．開 会
２．主管団体あいさつ
３．講師入場・紹介
４．スポーツ教室（実技指導）
【基本構成】◆ウォーミングアップ
◆実技指導
◆その他
５．御礼の言葉

参加者代表 or 主管団体（※主管団体一任）

６．閉 会
14：30～15：00 主管団体による後片付け・解散
※14：30 までに全体集合写真撮影は終了させること。
※見学は許可するが、写真撮影は進行の妨げにならない場合にのみ主
管団体の判断で許可する。
13 必要物品

○コート１面・ゴールポスト
○カラーコーン
○補助スタッフ（主管協会員）
○ビブス
○その他

14 雨天対応

押切川公園体育館２階会議室でトークショーを中心とした実技等の理論
指導を実施
※参加者は室内用の運動靴を持参のこと。
※進行（司会）は主管協会で対応。

15 ＪОＣへの
要望等

(1) 講師には、主管団体との顔合わせ・打合せのため、前日のウエルカムパ
ーティー（以下参照）にも出席いただきたい。
○日時 ７月６日（土）
○会場 石亭みよし 住所：喜多方市小田付道下 7135
電話：0241-22-0680 FAX：0241-23-1682
(2) 講師には、オリンピックに出場した時のユニフォーム・ジャージなどの

６/２

服装を着て、オリンピックに関係する物品を披露していただければ参加
者は喜ぶと思われるのでぜひお願いしたい。

２０１９オリンピックデーラン喜多方大会

≪バレーボール 教室≫
実施要項
１ 名称

２ 主催／主管

大林素子さんのバレーボール教室
主催：オリンピックデーラン喜多方大会実行委員会
主管：喜多方バレーボール協会

３ 開催時間

令和元年７月７日（日） １３：００～１４：３０

４ 開催場所

押切川公園体育館メインアリーナ（１/２） ※予定

５ 実施種目

バレーボール

６

講師オリンピア
ン

オリンピアン 大 林 素 子 さん

７ 募集人数

８０名

８ 応募条件等

対象年代：小学５・６年生～中学生
※募集人数に達しない場合は、小学３・４年生・高校生の申込
みを受け付ける。
応募条件：○「５実施種目」の競技（経験）者。
○指導レベルは、中学校の部活レベルとする。
○スポーツ教室のみの申込みはできない。
○内容については主催者側に一任とする。
○参加者多数の場合は、参加者を主催者で調整する場合があ
る。
○原則的にチームごとの申込みとする。
○ボールは持参すること。

９ 参加料

無し

10 募集方法

オリンピックデーラン喜多方大会と合わせて行う。

11 応募締切

令和元年６月２４日（月） ※当日消印有効

12 プログラム／

７月６日（土）

７/２

スケジュール

～17：00 スポーツ教室会場準備
17：00～17：50 ウエルカムパーティー会場で講師と主管団体との顔合
わせ・打合せ
18：00～20：00 ウエルカムパーティー
７月７日（日）
11：50 主管団体集合・昼食・会場準備
12：30～12：50 講師と主管団体との最終打合せ（押切川公園体育館メ
インアリーナステージ東側控室 or トレーニング室）
13：00～14：30 スポーツ教室
１．開 会
２．主管団体あいさつ
３．講師入場・紹介
４．スポーツ教室（実技指導）
【基本構成】◆ウォーミングアップ
◆実技指導
◆その他
５．御礼の言葉

参加者代表 or 主管団体（※主管団体一任）

６．閉 会
14：30～15：00 主管団体による後片付け・解散
※14：30 までに全体集合写真撮影は終了させること。
※見学は許可するが、写真撮影は進行の妨げにならない場合にのみ主
管団体の判断で許可する。
13 必要物品

○コート
○ボール（原則参加者持参）
○音響（ハンドマイク必須）
○カラーコーン
○机、マジック（２～３本）
※スポーツ教室の前後にサイン会を実施する可能性があるため
○補助スタッフ：コート×２～３名
※レシーブ練習・スパイク練習の時に対応いただく。
○その他

14 雨天対応
15 ＪОＣへの
要望等

予定通り実施
(1) 講師には、主管団体との顔合わせ・打合せのため、前日のウエルカムパ
ーティー（以下参照）にも出席いただきたい。
○日時 ７月６日（土）
○会場 石亭みよし 住所：喜多方市小田付道下 7135

８/２

電話：0241-22-0680 FAX：0241-23-1682
(2) 講師には、オリンピックに出場した時のユニフォーム・ジャージなどの
服装を着て、オリンピックに関係する物品（メダルなど）を披露してい
ただければ参加者は喜ぶと思われるのでぜひお願いしたい。

２０１９オリンピックデーラン喜多方大会

≪バスケットボール 教室≫
実施要項
１ 名称

２ 主催／主管

永田睦子さんのバスケットボール教室
主催：オリンピックデーラン喜多方大会実行委員会
主管：喜多方バスケットボール協会

３ 開催時間

令和元年７月７日（日） １３：００～１４：３０

４ 開催場所

押切川公園体育館メインアリーナ（１/２） ※予定

５ 実施種目

バスケットボール

６

講師オリンピア
ン

オリンピアン 永 田 睦 子 さん

７ 募集人数

８０名

８ 応募条件等

対象年代：小学５・６年生～中学生
※募集人数に達しない場合は、小学３・４年生・高校生の申込
みを受け付ける。
応募条件：○「５実施種目」の競技（経験）者。
○指導レベルは、中学校の部活レベルとする。
○スポーツ教室のみの申込みはできない。
○内容については主催者側に一任とする。
○参加者多数の場合は、参加者を主催者で調整する場合があ
る。
○原則的にチームごとの申込みとする。
○ボールは持参すること。

９ 参加料

無し

10 募集方法

オリンピックデーラン喜多方大会と合わせて行う。

９/２

11 応募締切

令和元年６月２４日（月） ※当日消印有効

12 プログラム／

７月６日（土）

スケジュール

～17：00 スポーツ教室会場準備
17：00～17：50 ウエルカムパーティー会場で講師と主管団体との顔合
わせ・打合せ
18：00～20：00 ウエルカムパーティー
７月７日（日）
11：50 主管団体集合・昼食・会場準備
12：30～12：50 講師と主管団体との最終打合せ（押切川公園体育館メ
インアリーナステージ東側控室 or トレーニング室）
13：00～14：30 スポーツ教室
１．開 会
２．主管団体あいさつ
３．講師入場・紹介
４．スポーツ教室（実技指導）
【基本構成】◆ウォーミングアップ
◆実技指導
◆その他
５．御礼の言葉

参加者代表 or 主管団体（※主管団体一任）

６．閉 会
14：30～15：00 主管団体による後片付け・解散
※14：30 までに全体集合写真撮影は終了させること。
※見学は許可するが、写真撮影は進行の妨げにならない場合にのみ主
管団体の判断で許可する。
13 必要物品

○コート
○ボール（原則参加者持参）
○音響設備
○その他

14 雨天対応
15 ＪОＣへの
要望等

予定通り実施
(1) 講師には、主管団体との顔合わせ・打合せのため、前日のウエルカムパ
ーティー（以下参照）にも出席いただきたい。
○日時 ７月６日（土）
○会場 石亭みよし 住所：喜多方市小田付道下 7135
電話：0241-22-0680 FAX：0241-23-1682
(2) 講師には、オリンピックに出場した時のユニフォーム・ジャージなどの
服装を着て、オリンピックに関係する物品（メダルなど）を披露してい

１０/２

ただければ参加者は喜ぶと思われるのでぜひお願いしたい。

２０１９オリンピックデーラン喜多方大会

≪卓球 教室≫
実施要項
１ 名称

２ 主催／主管

藤沼亜衣さんの卓球教室
主催：オリンピックデーラン喜多方大会実行委員会
主管：喜多方市卓球協会

３ 開催時間

令和元年７月７日（日） １３：００～１４：３０

４ 開催場所

押切川公園体育館サブアリーナ ※予定

５ 実施種目

卓球

６

オリンピアン 藤 沼 亜 衣 さん

講師オリンピア
ン

７ 募集人数

６０名

８ 応募条件等

対象年代：小学５・６年生～中学生
※募集人数に達しない場合は、小学３・４年生・高校生の申込
みを受け付ける。
応募条件：○「５実施種目」の競技（経験）者。
○指導レベルは、中学校の部活レベルとする。
○スポーツ教室のみの申込みはできない。
○内容については主催者側に一任とする。
○参加者多数の場合は、参加者を主催者で調整する場合があ
る。
○ラケットは持参すること。

９ 参加料

無し
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10 募集方法

オリンピックデーラン喜多方大会と合わせて行う。

11 応募締切

令和元年６月２４日（月） ※当日消印有効

12 プログラム／

７月６日（土）

スケジュール

～17：00 スポーツ教室会場準備
17：00～17：50 ウエルカムパーティー会場で講師と主管団体との顔合
わせ・打合せ
18：00～20：00 ウエルカムパーティー
７月７日（日）
11：50 主管団体集合・昼食・会場準備
12：30～12：50 講師と主管団体との最終打合せ（押切川公園体育館）
13：00～14：30 スポーツ教室
１．開 会
２．主管団体あいさつ
３．講師入場・紹介
４．スポーツ教室（実技指導）
【基本構成】◆ウォーミングアップ
◆実技指導
◆その他
５．御礼の言葉

参加者代表 or 主管団体（※主管団体一任）

６．閉 会
14：30～15：00 主管団体による後片付け・解散
※14：30 までに全体集合写真撮影は終了させること。
※見学は許可するが、写真撮影は進行の妨げにならない場合にのみ主
管団体の判断で許可する。
13 必要物品

○卓球台
○音響（ワイヤレスハンドマイク・ワイヤレスピンマイク）
○補助スタッフ（主管協会員）
○卓球ボール（喜多方市卓球協会準備）
○その他

14 雨天対応
15 ＪОＣへの
要望等

予定通り実施
(1) 講師には、主管団体との顔合わせ・打合せのため、前日のウエルカムパ
ーティー（以下参照）にも出席いただきたい。
○日時 ７月６日（土）
○会場 石亭みよし 住所：喜多方市小田付道下 7135
電話：0241-22-0680 FAX：0241-23-1682
(2) 講師には、オリンピックに出場した時のユニフォーム・ジャージなどの
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服装を着て、オリンピックに関係する物品を披露していただければ参加
者は喜ぶと思われるのでぜひお願いしたい。
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