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スポーツだよりスポーツだより

　町体育協会や楽々クラブの各種大会、教室へ参加する方は、運動時以外のマスク着用や手指消毒な

ど感染症対策にご協力ください。また、発熱やせきがある場合など、体調が悪いときは参加の自粛を

お願いします。

　各行事の申し込み方法など、詳細はQRコードから町体育協会ホームページをご覧くださ

い。

◆団体利用の予約受け付けを開始します
　町民総合体育館の団体利用について、4月～6月の予約を受け付けます。町内の一般団体は3カ月前、

町内高校・スポーツ少年団は 2カ月前、町外の団体は 1カ月前の各月 1日から受け付けます（1日が

休館日の場合は翌営業日から開始）。

　なお、利用料は利用申請の際にお支払いください。

●受付開始日時　3月 9日㈫午前 8時 30分～

◆スポーツ安全保険へご加入ください
　（公財）スポーツ安全協会岩手支部は、３月１日から「2021 年度スポーツ安全保険」の加入申込を

受け付けます。スポーツ活動の他、ボランティア活動や地域活動にも利用することができ、活動中の

傷害事故と第三者に与えた損害が補償されます。5人以上のグループであればどなたでも加入でき、

補償期間は 4月 1日から 2022 年３月 31 日までです。

　申し込み、問い合わせは町民総合体育館へ。

【2021年度スポーツ安全保険の掛け金と補償額（抜粋）】

◆個人利用デーのお知らせ　3月の個人利用デーは 3月 6日㈯午後１時～午後 4時です。

◆楽々クラブ矢巾の会員を募集！

　総合型地域スポーツクラブ「楽々クラブ矢巾」は、2021年度の会員を募集します。

　「健康・仲間・地域づくり」を目的に、子どもから高齢者までを対象とした、さまざまなスポーツ教室、

サークル活動を開催しています。

　なお、現在会員の方も更新の手続きが必要となります。事務局までお越しください。

●募集開始日　3月23日㈫

●申し込み・問い合わせ　楽々クラブ矢巾事務局（町民総合体育館2階　☎611-2873）

※受け付け時間は毎週火～金曜日の午前9時～午後4時

加入対象 対象となる活動
掛け金
（年間）

障害保険（補償額）

死亡 後遺
障害

入院
１日

通院
１日
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学
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以
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）

スポーツ活動

文化・ボランティア・地域活動
800円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

上記の団体活動に加えて、

個人活動も対象

 上段：団体活動中とその往復中

 下段：上記以外（個人活動など）　

1,450円

2,100万円 3,150万円 5,000円 2,000円

100万円 150万円 1,000円 500円

大　
　

人

（
高
校
生
以
上
）

スポーツ活動

スポーツ活動の指導・審判

64歳
以下

1,850円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

65歳
以上

1,200円 600万円 900万円 1,800円 1,000円

文化・ボランティア・地域活動

団体員の送迎、応援、準備
800円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

全年齢 危険度の高いスポーツ 11,000円 500万円 2750万円 1,800円 1,000円
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町公民館　☎697-2161・2013　FAX 697-5581

町文化会館（田園ホール）　☎ 697-5585

文化スポーツ課インフォメーション

※図書センター（矢幅駅東口「やはぱーく」2 階）
開館時間：午前 9 時～午後 7 時　（年末年始と毎週水曜日は休館）　☎ 656-6620

　長く、さむい冬

が終わり、ウィル

と動物たちは次々

と目をさましま

す。そして、みん

なで特別なお客さんをお迎えする

ための準備をはじめました。お掃

除をしてケーキを焼いて…大忙し

です。さて、お客さんとはいった

い誰なのでしょうか。春がきてわ

くわくする嬉しい気持ちが伝わる

絵本です。

　「ウィルとふゆのおきゃくさん」

の続編。

「ウィルとはるのおきゃくさん」

文／リンダ・アシュマン

絵／チャック・グルニンク

訳／ふしみみさを

光村教育図書

　町は、町総合グラウンド（煙山

ダム西側）の４月以降の利用予約

を受け付けます。3カ月先までの

予約が可能です。

　なお、４月中旬までグラウンド

整備で利用できない期間があるた

め、詳細はお問い合わせください。

●受付開始　３月16日㈫午前９時

から

●申し込み・問い合わせ　役場文

化スポーツ課スポーツ推進係（☎

611-2862）

　例年４月開催の「町徳丹城春ま

つり」は、新型コロナウイルス感

染症対策のため中止します。

●問い合わせ　役場文化スポーツ

課文化財係（☎611-2860）

　詳細は田園ホールホーム

ページ（QRコード）へ。

●問い合わせ　田園ホール

（☎697-5585）

 アートフェスタ出展者募集 

●展示期間　4月29日（木・祝）～

5月9日㈰午前9時～午後5時（最終

日は午後3.時）　※出展無料

●会場　田園ホールロビー

●対象　町近隣で絵画、写真、手

芸作品などを手掛ける個人・サーク

ル団体など

●申し込み　3月20日㈯まで

 ピアノスペシャルキャンペーン 

　ピアノ演奏が体験できます。

●期間　4月1日㈭～5月30日㈰

●対象・料金　県内の小学生以上

一般2,000円、小中学生1,000円

音楽教室5,000円..※人数制限あり

●申し込み　3月25日㈭午前10時

から

町総合グラウンドの
利用を受け付けます

町徳丹城春まつり
感染症対策のため中止

今月のおすすめ図書
やはぱーく図書センター

　欧州中央部にそびえるアルプス山脈。オースト

リアにもそびえる山々は、国内に豊かな水資源を

もたらしています。首都ウィーンをはじめ、水道

のほとんどがアルプスから水を引いて使われてお

り、水道から直接、アルプスの天然水を飲むこと

ができます。

　また「水浴」が広く親しまれている同国には多

くの湖がありますが、長年の水質保全事業により、

飲料水として利用できるほどの水質を誇っていま

す。

（参考：オーストリア政府観光局ホームページ）

やはラヂ！は毎月第 3 火曜日に放送！

【選手から一言 !!】

　創設 10年目。シーズンが開幕してい

るので、ぜひ会場へ応援にきてほしい。

　練習拠点の矢巾町の街並みは懐かしい

と感じる部分もあり、昔よりも発展した

と感じる部分もある。町内などで見かけ

たとき、声を掛けてもらえるとうれしい。

奥州市水沢区出身

盛岡南高校―白鴎大学（栃木県）

田園ホール主催の
各種行事を紹介します

アルプスの麓にある町

ハルシュタット（写真）と

じゃじゃっと君

※
町
歴
史
民
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料
館
で
４
月
24
、
25
日
に

無
料
開
放
を
実
施
し
ま
す
。
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蛇口ひねればアルプスの恵み？蛇口ひねればアルプスの恵み？

〜オーストリアの水資源〜〜オーストリアの水資源〜

復興ありがとうホストタウン事業や
オーストリアの情報をお伝えします

#1 千葉慎也 選手

岩手ビッグブルズアンテナ
チーム情報をお届け！

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　創設時からチームに献身しており、

「Mr. ビッグブルズ」と呼ばれている。

　盛岡南高校 1 年生時、矢巾交番近く

に下宿していた。

※
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