第 41 回京都府民総合体育大会オープニングフェスティバル実施要項
１

日時

平成 30 年 10 月 28 日（日） ＜亀

岡

運

動

公

園＞午前 10 時～午後４時

＜京都府立山城総合運動公園＞午前 ９時～午後３時
２

会場

亀岡運動公園
〒621-0029 亀岡市曽我部町穴太土渕 33-1 TEL:0771-25-0372 FAX:0771-23-1126
京都府立山城総合運動公園
〒611-0031 宇治市広野町八軒屋谷１

３

主催

TEL:0774-21-0379 FAX:0774-21-0381

京都府 京都府教育委員会 公益財団法人京都府体育協会 京都市 京都市教育委員会
京都府市長会 京都府町村会 京都府市町村教育委員会連合会

４

共催

京都府競技力向上対策本部 京都府ソフトテニス連盟 京都府空手道連盟
一般社団法人京都障害者スポーツ振興会 京都府レクリエーション協会
京都府グラウンド・ゴルフ協会 公益財団法人京都府公園公社
京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト京都府実行委員会

５

協力

６

内容

カワイダンスエージェンシー トヨタカローラ京都株式会社

＜亀 岡 運 動 公 園＞
◆ オープニングセレモニー（開会式、エキシビション）
（10 時から）<総合体育館メインアリーナ>
◆ 種目別交流大会（オープニングセレモニー終了後 午前・午後）<総合体育館メインアリーナ>
「ソフトバレーボール大会」
◆ 一般参加プログラム
◇京都府ソフトテニス連盟 主催（午前・午後）<テニスコート>

※雨天中止

「ソフトテニス交流会」
◇もっと元気な京都ジュニア「夢・未来」スポーツ体験事業
京都府空手道連盟 主催（午前・午後）<サブアリーナ>
「空手道体験教室」
◇一般社団法人京都障害者スポーツ振興会 主催（午前・午後）<市民コーナー>
「ボッチャ体験会」（※協力：トヨタカローラ京都株式会社）
「卓球バレー体験会」
◇京都府グラウンド・ゴルフ協会 主催（午前・午後）<競技場> ※雨天中止
「グラウンド・ゴルフ交流会」
＜京都府立山城総合運動公園＞
◇京都府レクリエーション協会 主催（午前・午後）<遊びの森> ※雨天の場合多目的ジムで実施
「ニュースポーツ体験」
◇京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会他 共催（午前・午後）<陸上競技場> ※雨天決行
「第６回京都ご当地グルメリレーマラソン」
◇カワイダンスエージェンシー 主催（午後）<野外ステージ> ※小雨決行
「チアダンス体験会」

◇ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト京都府実行委員会
主催（午前・午後）<中央広場> ※小雨決行
「車いすフェンシング体験会」
「パラ・パワーリフティング体験会」
日程・プログラム一覧
第41回府民総体オープニングフェスティバル一般参加事業タイムテーブル
亀岡運動公園
メインアリーナ

サブアリーナ

京都府立山城総合運動公園

市民コーナー

テニスコート

競技場

陸上競技場

9:00

遊びの森

野外ステージ

中央広場

9:00

9:30 ・ソフトバレー、空手道、

9:30

ソフトテニス、
グラウンド・ゴルフ整列

10:00

10:00

オープニングセレモニー

10:30 ・空手道アトラクション
(10分）

10:50～11:00受付

10:50～11:00受付

10:50～11:00受付

10:30

10:50～11:00受付

11:00

11:00
空手道体験会

11:30

11:30 グルメリレーマラソン

11:00～12:00

※雨天決行

12:00

12:00
ボッチャ体験会

12:30
10:00～15:00

卓球バレー体験会

13:00

ソフトテニス交流会

11:00～15:00
13:30

ソフトバレーボール大会

空手道体験会

14:00

※雨天中止

※雨天中止
11:00～16:00

チアダンス体験会
※小雨決行

14:00

13:00～15:00
14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

７

参加対象

京都府民

８

参加費

無料（グルメリレーマラソンは有料）

９

参加申込について

（１）募集対象者及び人数
＜亀 岡 運 動 公 園＞
◆ 一般参加プログラム
◇京都府ソフトテニス連盟 主催
「ソフトテニス交流会」
【対象：小学生～マスターズ世代

定員：制限無し

＊参加申込要】

※参加者の方はテニスシューズを御持参ください。
◇もっと元気な京都ジュニア「夢・未来」スポーツ体験事業
京都府空手道連盟 主催
「空手道体験教室」
【対象：小中高生

定員：制限なし

＊参加申込要】

◇一般社団法人京都障害者スポーツ振興会 主催
「ボッチャ体験会」（※協力：トヨタカローラ京都株式会社）
「卓球バレー体験会」
【対象：子ども/大人不問

定員：制限なし

※小雨決行
10:00～15:00

13:30

13:00～15:00

14:30

12:50～13:00受付

13:00

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ交流会

11:00～16:00

パラ・パワーリフティ
ング体験会

（雨天の場合）
多目的ジム

9:00～15:00

12:30

車いすフェンシング
体験会

ニュースポーツ体験

＊参加申込不要】

◇京都府グラウンド・ゴルフ協会 主催
「グラウンド・ゴルフ交流会」
【対象：大人

定員：制限なし

＊参加申込要】

＜京都府立山城総合運動公園＞
◇京都府レクリエーション協会 主催
「ニュースポーツ体験」
【対象：子ども/大人不問

定員：制限なし

＊参加申込不要】

◇京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会他 共催
「第６回京都ご当地グルメリレーマラソン」 ※雨天決行
【対象：子ども/大人不問

定員：3,500 名

＊別途申込が必要・参加費有料】

【問い合わせ先：公益財団法人京都府体育協会府民総体係 075-692-3455】
◇カワイダンスエージェンシー 主催
「チアダンス体験会」
【対象：小中高生

定員：制限なし

＊参加申込要】

◇ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト京都府実行委員会 主催
「車いすフェンシング体験会」 ※小雨決行
「パラ・パワーリフティング体験会」 ※小雨決行
【対象：子ども/大人不問

定員：制限なし

＊参加申込不要】

（２）参加申込方法
ＦＡＸ、電話又は電子メールによる申込みとします。
＜申込先＞
〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町 70

京都府スポーツセンター内

公益財団法人京都府体育協会府民総体係
ＦＡＸ：075-692-3457

電話：075-692-3455

電子メール：sotai-kyotofu@kyoto-sa.com
10

申込締切日

11

その他

平成 30 年 10 月 12 日（金）

(１) 定員を超えた場合には、先着順とします。定員オーバー対象の方には別途連絡します。
(２) 当日、開始 15 分前には各会場にお越しください。
(３) 運動に適した服装やシューズ、水分補給用の飲み物を用意してください。また、用具等をお持ちの場合
は、各自で持参してください。
(４) 荒天の場合、中止決定及び場所変更については、京都府教育庁保健体育課のホームページでお知らせし
ます。
ホームページアドレス

http://www.kyoto-be.ne.jp/hotai

