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2面＝各種スポーツ大会ほか 3面＝かつしかスポーツフェスティバル2021協賛イベント紹介ほか 4面＝スポーツクライミング体験会、ランニング教室ほか

参加費無料事前申込制
（申込多数は抽選）

宛先オモテ面：〒124‐0022葛飾区奥戸7‐17‐1奥戸総合ス
ポーツセンター体育館内「上原りさステージシ
ョー」係

宛先 ウラ面：往復ハガキに①代表者の氏名・住所・電話番号
②観覧希望者人数③観覧希望者全員の氏名・年
齢④車いす使用の有無⑤聴覚障害の有無

※必要事項が未記入の場合は、無効とさせていただく場合がご
ざいます。

上上原原 りりささささんん
22001122年年かかららNNHHKKのの番番組組『『おおかかああささ
んんとといいっっししょょ』』でで『『パパンントト！！』』ののおおねね
ええささんん（（55代代目目身身体体表表現現ののおおねねええささ
んん））をを務務めめるる。。

栗栗林林 和和寛寛ささんん
22001199年年 全全日日本本武武術術
太太極極拳拳選選手手権権 男男子子
4488式式8888式式太太極極拳拳のの部部
第第22位位

中中田田 光光紀紀ささんん
22001133年年 世世界界武武術術選選手手権権大大会会
（（ママレレーーシシアア））南南拳拳銀銀メメダダルル
22001144年年 アアジジアア競競技技大大会会（（韓韓
国国））南南拳拳総総合合99位位

井井川川 慶慶ささんん
元元阪阪神神タタイイガガーースス投投手手
沢沢村村賞賞ななどど受受賞賞
ノノーーヒヒッットトノノーーララ
ンン11回回達達成成

鈴鈴木木 尚尚広広ささんん
元元読読売売ジジャャイイアアンンツツ野野手手
ゴゴーールルデデンンググララブブ
賞賞ななどど受受賞賞
通通算算222288盗盗塁塁

小小早早川川 毅毅彦彦ささんん
元元広広島島東東洋洋カカーーププ野野手手
新新人人王王、、月月間間MMVVPPななどど
をを受受賞賞
オオーールルススタターーゲゲーームム22回回出出場場

【申込方法】 区HPより電子申請にて申込み
※各部の詳細はイベントHPをご確認ください。

⑴バルサアカデミーHPからの申込み

▲

⑵⑶往復ハガキによる申込み▼ ●申込方法／参加するプログラム毎に異なるため、詳細は
区ホームページ（右記二次元コード）からご確認ください。

往往復復ハハガガキキにに①①ププロロググララムム名名②②氏氏名名③③年年齢齢④④住住所所
⑤⑤連連絡絡先先をを記記入入しし下下記記宛宛先先ままででおお申申込込みみくくだだささいい。。
・・ポポニニーーススククーールルかかつつししかか：：〒〒112255‐‐00003322葛葛飾飾区区水水元元11‐‐1199水水元元ススポポーーツツセセンンタターー

公公園園内内 ポポニニーーススククーールルかかつつししかか宛宛てて 問（（33662277））00774455
・・ここややののエエンンジジョョイイくくららぶぶ：：〒〒112244‐‐00000066 葛葛飾飾区区堀堀切切44‐‐6600‐‐11

ここややののエエンンジジョョイイくくららぶぶ宛宛てて 問（（66666622））99550000

Live マークが付いているプログラムは、当日、区公式YouTubeチャンネルにて
Live配信する予定です。※状況により、配信内容を変更する場合がございます。

〈主 催〉 葛飾区／葛飾区教育委員会／
（一社）葛飾区体育協会

〈主 管〉 かつしかスポーツフェスティバル2021
実行委員会／葛飾区スポーツ推進委員
協議会

〈協 力〉 住友不動産エスフォルタ・東洋管財共
同事業体（葛飾区体育施設指定管理者）

〈ご協賛・ご協力いただく皆様〉
青戸ボウル／アサヒ飲料販売㈱／（一財）アールビーズスポーツ財団／㈱NTTドコモ東京支店／大谷田温泉 明神の湯／葛飾ヤクルト販
売㈱／（一財）キッズチャレンジ未来／京成電鉄㈱／KSCwellnessフィットネスクラブ金町／合同会社松戸ゴルフ／（特非）こやのエンジ
ョイくらぶ／セントラルフィットネスクラブ青砥／セントラルフィットネスクラブ亀有／セントラルウェルネスクラブ24京成小岩／ダイ
ドードリンコ㈱ 東京支店／㈱ティップネス新小岩店／東急スポーツオアシス金町24Plus／東京ガスライフバル葛飾 東京ガス葛飾エナジ
ー㈱／（一財）東京スポーツ研究会／東京スマイル農業協同組合 葛飾支店／日本私立学校振興・共済事業団 私学事業団総合運動場／ポニ
ースクールかつしか／まつなが鍼灸整骨院／明治安田生命保険相互会社／メガロス葛飾店 （五十音順・令和3年9月10日現在）

★★★ご協賛・ご協力ありがとうございます。★★★

その他のプログラムやサービスは3面をチェック！

〒124‐0022 葛飾区奥戸7‐17‐1
奥戸総合スポーツセンター体育館内 生涯スポーツ課「○○○○」係
TEL（3691）7111 FAX（5698）1752

申
込
み

問
合
せ
先

葛飾区体育館施設指定管理者のホームページ http：//www.spo-katsushika.esforta.jp/
各施設の画像や利用方法・地図などがご覧いただけます。

ホームページの
ご案内

定員

72人

各回
10人

各回
3人

24人

時間

9：30～11：00

【軽乗体験】
①10：00～②10：30～
③11：00～ （各30分）
【外乗体験】
①13：30～②14：00～
③14：30～ （各30分）

10：00～12：00

対象

小学生

【軽乗体験】
小学生

【外乗体験】
小学生
中学生

どなた
でも

会場

東金町運動場
多目的広場
（雨天中止）

水元総合
SC公園内
ポニー広場
（雨天中止）

こすげ
小学校
体育館

申込方法

バルサアカ
デミーHP
より申込み

往復ハガキ

往復ハガキ

プログラム名
バルサアカ
デミー葛飾
サッカーク
リニック

ポニースク
ールかつし
か軽乗体験
教室・外乗
体験

こやのエン
ジョイくら
ぶ「バドミ
ントン」

⑴

⑵

⑶

〇水元総合スポーツセンター体育館
会場（時間）
第1武道場

（10：00～12：00）
第1武道場

（①13：00～14：00
②14：00～15：00）
第2武道場

（10：00～12：00）
第2武道場

（13：00～15：00）
スタジオ

（10：00～15：00）
サブアリーナ

（①13：00～14：00
②14：00～15：00）

〇奥戸総合スポーツセンター陸上競技場
会場

陸上競技場
（①10：00～12：00
②13：50～15：00）

プログラム名

合気道体験

少林寺拳法 初心者護身術
教室

中田光紀による少年少女カ
ンフー教室
栗林和寛による24式太極拳
教室

「VRバドミントン」体験

トランポリン体験会

プログラム名

1dayキッズラグビー教室

〇奥戸総合スポーツセンター温水プール館・エイトホール
会場（時間）
野球場

（10：00～12：00）
屋外プール

（10：00～15：00）
少年野球場Ａ／Ｂ面
（10：00～12：00）

〇その他屋外体育施設
会場（時間）

にいじゅくみらい公園多目的広場
（9：00～14：00）
渋江公園テニスコ
ート（Ｃ・Ｄ・Ｅ）
（9：00～15：00）
柴又ソフトボール場・
柴又少年ソフトボール場
（9：30～14：30）
柴又少年野球場Ａ・Ｂ・Ｃ
第2柴又野球場Ｅ

（10：00～15：00）

プログラム名
元プロ野球選手が指導する少年少女
野球教室

カヌー体験

ティーボール教室

プログラム名
女子部・男子壮年部によるサッカー
交流会

ソフトテニス教室

親子で遊ぶソフトボールゲーム

グラウンド・ゴルフ体験教室

演技時間
ステージショー（指定席制・定員300人／多数抽選）

20分
30分

出演者

みんなで元気にラジオ体操（葛飾区ラジオ体操連盟）
上原りさ（パントショー）

時間

10：00
10：20

公募団体によるステージイベント（自由席制・定員150人）
出演者

NPO法人 こやのエンジョイくらぶ
（チアダンス）
リズム体操ジャスミン
（ソフトエアロビクス）
SPARKLE（葛飾幼児グループ）
（障がい児によるヒップホップダンス）
Angies（チアダンス）
STARRY DANCE STUDIO
（ストリートダンスショー）
ステージ終了

公募団体によるステージイベントのご観覧は、事前申込み不要です。なお、定員超過の場合には、
入場制限の実施や立ち見となる場合があります。また、荷物を置いての場所取りは禁止です。

時間
13：20

13：40

14：00

14：20

14：40

15：00

出演者
新宿中学校 太鼓部（太鼓演奏）
MU-CHO DANCE SCHOOL
（ヒップホップダンス）

BLUE WINGS（チアダンス）

Kaupili Hula Studio（フラダンス）
SPACE ART ダンススクール
（ヒップホップダンス）
NDS（ストリートダンス）

時間
11：20

11：40

12：00

12：20

12：40

13：00

かつしか
スポーツフェスティバル２０２１
かつしか
スポーツフェスティバル２０２１

※※イイベベンントト当当日日にに緊緊急急事事態態宣宣言言がが発発令令さされれてていいるる場場合合、、イイベベンントトはは中中止止ととななりりまますす。。状状況況にによよっっててはは、、そそのの他他ののササーービビスス内内容容ににもも変変更更がが
生生じじるる場場合合ががごござざいいまますすののでで、、詳詳ししくくははイイベベンントトHHPPををごご覧覧くくだだささいい。。

かつしか
スポーツフェスティバル２０２１
かかつつししかか
ススポポーーツツフフェェスステティィババルル２２００２２１１

会場別プログラム一覧

●申込締切（①②③共通）／9月27日（月）まで

・中田光紀による少年少女カンフー教室
・栗林和寛による24式太極拳教室

水水元元総総合合ススポポーーツツセセンンタターー体体育育館館
ほほかか 区区内内ススポポーーツツ施施設設
※※感感染染症症対対策策をを実実施施ししたたううええでで開開催催ししまますす。。
❷スポーツ体験プログラム

https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000058/1002753/1011463.htmlhttps://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000058/1002753/1011463.html

かつしかスポーツフェスティバル2021

Live

元プロ野球選手が指導する
少年少女野球教室

10月10日（日）開催！10月10日（日）開催！
上原 りさ さん

ステージショー（全席指定）
（往復ハガキにて事前申込が必要です）

「かつしかスポーツフェスティバル2021」ステージイベントタイムスケジュール

NHKおかあさんといっしょ 元パント！のおねえさん

❶ステージイベント（手話通訳有り）受付9：30～10：00

Live

❸協賛協力企業・団体による体験プログラム

▲バルサ
アカデミー
HP

スポーツを楽しもう！

TEL(3691)7111
FAX(5698)1752

令和３年（2021年）
（毎月15日発行）No.396


