
体験会参加
ぜ～んぶ
無料 !

開館時間=9:00～22:00 ／ 休館日 =火曜日 (祝日の場合は翌日 )・年末年始
〒861-8031 熊本市東区戸島町2588番地 1

（詳細お問い合わせ）

【主催】 指定管理者 東部交流センター管理運営共同企業体

熊本市東部交流センター

日
UD(ユニバーサルデザイン )スポーツフェスティバルとは、年齢・性別・障がいの有無に関わらず、全ての人のためにデザインされたスポーツフェスティ
バルです。館内のいたる所で行われる様々なイベントを通して、参加した方がスポーツをもっと好きになれる内容となっております！ お子様・成人・シ
ニア向けの企画や、UDレクレーション、講演会、ミニゲームなど全てが無料でご参加いただけます！

No.11067

子供、お年寄り、障がいのあ
る人もみなさんが楽しめるユ
ニバーサルスポーツです。ボ
ッチャ・囲碁ボールを体験す
ることができます。
【参加対象】どなたでも

10:30～ 当日受付

マット運動など、元気に楽し
く体を動かして遊びましょう。
【参加対象】2クラス募集
  ①幼児(年中～年長)10:15～10:45
  ②小学生(1～3年 )11:00～11:30
【定員】各15名
【講師】職員

10:15～ 当日受付

11:45～
タグラグビーは、普通のラグビー
からタックルなどの接触プレーを
なくしたボールゲームで、性別や
年齢を問わず誰でも安全に楽しむ
ことができます。
【参加対象】小学生　【定員】20名
【講師】TOSS熊本
TOSS とは、事業・教育の指導法を共有財産
にしようとする教師の研究団体です。

事前申込

芝生広場にて約 80 区画予定に
て、出店者が雑貨など安価にて
販売します。

ZUMBA は様々な世界の音楽に合わせてエ
クササイズするダンスフィットネスです。
音楽のリズムを楽しみながら、まるでパー
ティーのように楽しむことができるプログ
ラムです。音楽が織り成す ZUMBA のパワ
ーと効果を是非体験してください！
【参加対象】
   高校生以上
【定員】50名
【講師】
  上村祥子 (左 )
  平田淑加 (右 )

15:15～ 事前申込

あなたの AGE( 糖化度
=体内年齢 )はいくつ？
測定器に” 腕を乗せる
だけ” で測れます。

10:30～ 当日受付

14:00～ 事前申込

10:30～

【参加対象】どなたでも
【講師】ほねつぎ長嶺鍼灸接骨院
　　　  下田 一輝 院長　

自分の姿勢・歪み見たことありますか？
国家資格者が、姿勢・骨盤の歪みをチェッ
クします。そして、最新マシンでその場で
矯正！猫背が改善され、１０歳若返った？！
身体が軽くなるのを体感してください。

女性らしい美ボディ
を目指したヨガクラ
スです。柔軟性・基
礎代謝・筋力を高め、
美しい体のラインを
作り出します。
【参加対象】
        中学生以上
【定員】40名
【講師】渡辺圭子

キッズダンスや、当施設利用団体に
よる日頃の練習の成果を発表してい
ただく予定です。

10:00～

13:00～

歩くときの正しい姿勢やポール
の使い方を学び、実際に体験で
きます。
【参加対象】高校生以上
【定員】10名

事前申込

対話形式講演会
【講師】中尾有沙、川上優子

当日受付 KKT の番組「私の人生を変
えた人」で取り上げられたお
二人による対談です。中尾氏
の 3 段とび日本チャンピオン
から下半身不随となった大事
故についてもお話しから現在
の状況、またオリンピック選
手である川上優子氏のこれま
での歩みと二人の人生観につ
いて迫ります。

川上優子氏のランニング教室
【講師】川上優子
【定員】35名）

ランニングの知識や正しく綺
麗なフォームづくりを目指しま
す。初心者でも行える程度の
内容で、ランニングの向上は
もとより、運動不足解消や健
康づくりという視点も取り入れ
てた教室です。

中尾氏との交流会
【講師】中尾有沙

事前予約

中尾有沙氏への質問などを通
して交流を図れます。

当日受付

当日受付

14:00～

13:10～

14:00～

◀裏面もあります

10:15 ～ 10:45
  元気アップ教室 (幼児 )
11:00 ～ 11:30
  元気アップ教室 (小学生 )
11:45 ～ 12:45
  タグラグビー体験
  (TOSS熊本 )
13:00 ～ 13:45
  ポールウォーキング教室
14:00 ～ 15:00
  川上優子氏のランニング教室
  競技車いすの展示
  中尾氏との交流

9:45～10:00
  エコ絵画コンクール表彰式
10:00～10:20
  ステージ発表
10:30～12:00
  UD体験会
  ( ボッチャ・囲碁ボール )
13:10 ～ 13:50
  中尾有沙氏＆川上優子氏 
  対話形式UD講演会
14:00 ～ 15:00
  美♥ヨガ
15:15 ～ 16:15
  ZUMBA

10:30～16:00
  姿勢・骨盤の歪み測定体験会

10:30～16:00
  AGE 測定会

ぜ～んぶ無料！

体験会の予約受付は、10月5日 ( 金 )からとな
ります。お電話または窓口にて、すべて無料でご
予約いただけます。
準備物や注意事項等はご予約時にご説明させて
いただきます。

先着 200名／チケット 9:30～配布

グランメッセ

九
州
自
動
車
道
第二空港線

東部環境工場



自分のための健康づくり、一緒に始めませんか？

熊本市戸島ふれあい広場 ☎096-389-3111

教えてポールウォーキング教室
木曜コース２期 (11/1～)、３期 (1/10～)
土曜コース２期 (10/27～)、３期 (1/12～)
　時間 / 9:00～11:00、回数 / 5 回、定員 / 10 名
　料金 / 2,000 円、対象 / 18 歳以上

初めてのパークゴルフ教室
木曜コース２期 (11/1～)、３期 (1/10～)
土曜コース２期 (10/27～)、３期 (1/12～)
　時間 / 13:00～14:30、回数 / 5 回、定員 / 10 名
　料金 / 2,500 円、対象 / どなたでも

ゲスト講師プロフィール

熊本県生まれ、熊本県信愛女学院高等学校卒業。
< 競技成績 > 
1996 年 アトランタオリンピック 女子 10,000m 7 位
1997 年 世界陸上 アテネ大会 女子 5,000m 代表
1998 年 日本選手権 女子 10,000ｍ優勝。
1998 年 バンコクアジア大会 女子 10,000ｍ 金メダル
1999 年 世界陸上 セビリア大会 女子 10,000m 代表
2000 年 シドニーオリンピック 女子 10,000ｍ 10 位

1996 年・2000 年と 2 大会連続でオリンピック出場。
全日本実業団対抗女子駅伝大会では、OKI（当時の
沖電気宮崎）の3 度の総合優勝にも貢献する。現在は、
2017 年 8 月に一般社団法人スポーツコアの代表理事
として、また日本陸上競技連盟ランニング普及委員
として活動。「シンプルに。そしてしなやか。」を基
軸に、企業ヘルスにおいてのコンディショニングク
ラスの実施や、学校体育・社会体育への活動を実施。
身体づくりを通じて、地域貢献できるよう、講演活動・
イベント出演、ランニング教室など活躍の場を広げ
ている。

熊本県南阿蘇村出身 
< 競技成績 > 
走幅跳 6m04cm( 熊本県記録 ) 
三段跳 13m09cm( 熊本県記録 )
T54( 切断・機能障害車いす ) クラス 100m 18 秒 95
第 28 回日本パラ陸上競技選手権大会 2 位
2017 ジャパンパラ陸上競技大会 3 位
第 17 回全国障害者スポーツ大会 優勝

三段跳び日本女子トップの記録を持つ中尾氏がト
レーニング中の事故により脊髄損傷を負い、レーサー
( 競技用車いす ) に乗り始めて１年余り。既に昨年 6
月に開催された日本パラ陸上選手権 100ｍ種目 2 位
という成績をあげた陸上競技クイーン。
「やっぱり最前線の場所で戦いたい！」と、この競技
では初心者。ゼロからのスタートではあるが 2020 年
東京パラリンピックを目指し、活躍中。

川上 優子 中尾 有沙


