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令和４年（2022年）8月1日（月曜日） No.１５０９区のおしらせ 8 月 1 日号

総合開会式
日　時
　９月３日（土）　午後６時～
会　場
　総合スポーツセンター主競技場
公開演技種目
　民踊、ラジオ体操
◎ 区民体育大会の競技種目別一覧は
７面をご覧ください。
弓道大会
日　時
　９月４日（日）　午前９時30分～
会　場
　総合スポーツセンター弓道場
対　象
　区内在住・在勤・在学者および連
盟登録者（小・中学生を除く）
費　用
　連盟登録者以外の方は500円（当日、
会場で納入）
申し込み方法
　当日、午前９時10分までに直接会
場で申し込む。
剣道大会
日　時
　10月９日（日）　午前９時～
会　場
　総合スポーツセンター主競技場
対　象
　区内在住・在勤・在学者および連
盟登録者（小学生を除く）
費　用
　傷害保険料として220
円（申込時に納入）
申し込み方法
　８月25日（必着）までに所定の申込
用紙に記入の上、中央区剣道連盟事
務局へ郵送で申し込む。
逢〒124－0012
　 葛飾区立石４－14－13－506片野方
中央区剣道連盟事務局　
絢chuokenren@gmail.com
サッカー大会
日　時
　10月23日（日）、11月３日（祝）、13
日（日）・20日（日）・27日（日）、12月
４日（日）・11日（日）　午前９時～
予備日
　12月18日（日）
会　場
　江戸川河川敷サッカー場
　（埼玉県三郷市岩野木地先）
対　象
　18歳以上（高校生を除く）の区内在
住・在勤のアマチュアで構成された
27人以内の団体（東京都社会人リー
グ１部に登録している選手は参加不
可）のうち４級以上の審判員を３人
以上（うち１人以上が３級以上の審
判員の資格を有すること）登録でき
る団体（審判割り当てあり）
費　用
　登録料などとして、１チーム18,000
円（予定）
◎ 納付額、納付先などは別途通知し
ます。
監督会議
　９月22日（木）　午後７時～
　区役所８階大会議室
◎ 申し込み多数の場合、監督会議前
に選考を行います。

申し込み方法
　９月12日（必着）までに所定の申込
用紙に記入の上、中央区体育協会事
務局へ郵送で申し込む。
柔道大会
日　時
　10月23日（日）　午前10時～
会　場
　総合スポーツセンター第１武道場
対　象
　区内在住・在勤・在学者および区
内施設利用者
競技方法
　トーナメント
費　用
　無料
申し込み方法
　９月22日（必着）までに所定の申込
用紙に記入の上、中央区体育協会事
務局まで郵送で申し込む。
◎ 小・中学生、男子段外者は、申込
用紙に修業年数を必ず記入してく
ださい。
ソフトテニス大会
日　時
　10月16日（日）　午前９時～
会　場
　豊海テニス場
対　象
　区内在住・在勤・在学者および連
盟登録者（小学生を除く。壮年の部
は満55歳以上）
競技方法
　リーグ戦
費　用
　無料
申し込み方法
　９月29日（必着）までに所定の申込
用紙に記入の上、中央区体育協会事
務局まで郵送で申し込む。
◎ 雨天時は中止となる場合がありま
す。
卓球大会（シングルス）
日　時
　９月18日（日）　午前９時30分～
費　用
　600円（申込時に納入）
申し込み方法
　８月22日（月）～26日（必着）までに
所定の申込用紙に記入の上、中央区
卓球連盟へ参加料を添えて郵送（現
金書留）で申し込む。
卓球大会（ダブルス）
日　時
　10月30日（日）　午前９時30分～
費　用
　１組1,200円（申込時に納入）
申し込み方法
　10月３日（月）～10月７日（必着）ま
でに所定の申込用紙に記入の上、中
央区卓球連盟へ参加料を添えて郵送
（現金書留）で申し込む。
卓球大会共通
会　場
　総合スポーツセンター主競技場
対　象
　区内在住・在勤・在
学者および連盟登録者
（小・中学生を除く）
逢〒104－0042
　 中央区入船１－２－８－104山口方

　区では、80歳以上で20本以上の自
分の歯を保っている方を、「8020」達
成者として表彰しています。昨年は
53人が受賞しました。
◎ 本表彰を受けるには事前の審査が
必要です。
審査期間
　８月17日（水）～31日（水）
審査場所　
　区内の協力歯科医療機関
対　象
　昭和17年12月31日以前に生まれた
区内在住者で、ご自分の歯を20本以
上お持ちの方（治療済みの歯も含む）
◎ 過去に「8020達成者表彰」を受賞さ
れた方は除きます。

費　用
　無料
申し込み方法
　京橋歯科医師会・お江戸日本橋歯
科医師会事務局に電話で申し込む。
◎ 詳しくはお問い合わせください。
逢中央区保健所健康推進課予防係
　☎（３５４１）５９３０
　日本橋保健センター健康係
　☎（３６６１）５０７１
　月島保健センター健康係
　☎（５５６０）０７６５
　京橋歯科医師会
　☎（３５３８）２７００
　お江戸日本橋歯科医師会
　☎（３６６１）１５６５

　中央区卓球連盟
　☎０９０（２１５６）９０４５
トランポリン大会
日　時
　10月23日（日）　午前９時～
会　場
　総合スポーツセンター主競技場
対　象
　区内在住・在勤・在学者
競技種別
・ジュニア男子・女子
・一般Ａ・Ｂ
費　用
　無料
申し込み方法
　９月16日（必着）までに電話または
はがきに①競技種別②氏名③年齢④
連絡先を記入の上、申し込む。
逢〒103－0007
　 中央区日本橋浜町３－32－３－

1204　井部方
　中央区トランポリン協会
　☎０９０（９３７５）４４３６
ニュースポーツ大会
種目など
　別表のとおり
対　象
　区内在住・在勤・在学者（個人参
加可）
費　用
　無料
申し込み方法
　当日、各競技の開始30分前までに
直接会場で申し込む。
◎ 屋外種目は雨天時には中止となる
場合があります。中止の際は、茜
でお知らせします。
バドミントン大会（ダブルス）
日　時
　９月25日（日）　午前９時30分～
会　場
　総合スポーツセンター主競技場
対　象
　区内在住・在勤者および協会登録
者（高校生以下は出場不可） 
　費　用
・保険料および事務費として500円

・ 新規協会登録者は1,000円（当日、
会場で納入）

申し込み方法
　８月12日（必着）までに所定の申込
用紙に記入の上、中央区バドミント
ン協会へ郵送で申し込む。
逢〒104－0052
　中央区月島４－８－16岩崎ビル
　中央区バドミントン協会
　☎０８０（５０２２）３７８３
ヨットレース大会
日　時
　９月25日（日）　午前９時40分～
予備日
　10月30日（日）
会　場
　若洲海浜公園ヨット訓練所（東京
湾）
対　象
　区内在住・在勤・在学者および連
盟登録者
競技種目
・ディンギークラス
・ＯＰクラス（Ａ・Ｂ）
・シングルハンドクラス
使用艇
　自艇持ち込み
費　用
・１人乗り3,000円
・ ２人乗り5,000円（当日、会場で納
入）

申し込み方法
　９月16日（必着）までに所定の申込
用紙に記入の上、中央区体育協会事
務局まで郵送で申し込む。
共　通
　実施要項および申込用紙は区役所
８階中央区体育協会事務局窓口で配
布する他、区ホームページまたは茜
からダウンロードすることもできま
す。
逢〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　中央区体育協会事務局
　☎（３５４６）５７２９
茜https://www.chuo-taikyo.jp/

別表
種　目 日　時 会　場

ターゲットバードゴルフ 9月24日（土）
11月19日（土）

午前9時～正午
月島運動場

ペタンク 午後1時～4時
ラケットテニス（※）

9月4日（日）
午前9時30分～正午

築地社会教育会館屋内
体育場ソフトバレーボール

「フレンドリーの部」（※） 正午～午後5時

（※）室内用運動靴を持参してください。
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達成者表彰
　江戸川河川敷サッカー場

・ジュニア男子・女子

第76回区民体育大会

・シングルハンドクラス




