
   

   

小瀬スポーツ公園スポーツ施設情報                            

○小瀬スポーツ公園各施設改修工事について 

小瀬スポーツ公園では下記のとおり改修工事を行います。期間中、利用者の皆様には 

大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

〇クライミング場初心者講習会＆使用許可検定のお知らせ 
今春ウォールをフルリニューアルし、室内には子供向けのＦＵＮウォールや、一人でも安全にロープクライ

ミングが楽しめる、オートビレイを新設しました。ご利用にあたっては、「使用許可検定」に合格し、使用許可

証を交付された方およびその同伴者が利用できます。 

下記日程にて検定を開催いたします。また、クライミングを始めたい方や初心者の方から参加できる「初心

者講習会」を同日開催しますので、参加を希望される方はお気軽にお問い合わせください。 

１０月以降も初心者講習会および検定の順次開催を予定していますので、詳細は小瀬スポーツ公園ホームページ

等でお知らせいたします。 

     

施設名 工事期間（予定） 利用制限 

武道館第一・二武道場 
令和４年１１月上旬 ～ 

令和５年３月中旬 
終日利用できません 

武道館全館・クライミング場 
令和４年１２月上旬 ～ 
令和５年３月中旬 

終日利用できません 

JITリサイクルインクスタジアム 
 

令和４年１１月中旬 ～ 
令和５年２月中旬 

確定次第お知らせいたします。 
令和４年１１月中旬 ～ 
  令和５年５月 

野球場 
令和４年１０月中旬 ～ 

令和５年３月中旬 
終日利用できません 

クラフトタワー 
令和４年９月中旬 ～ 
  令和５年１月中旬 

終日利用できません 

編集発行：公益財団法人山梨県スポーツ協会  

２０２２年１０月（通巻４３号） 

１０月１２日（水） １９：３０ ～   使用許可検定 

１０月２２日（土） １７：００ ～   初心者講習会 

          １９：３０ ～   使用許可検定 

※経験者の方で、「使用許可検定」のみの参加も可能です。 

お問い合わせ・お申込み： 小瀬スポーツ公園武道館 055-243-3115 



 

Q小瀬のどこでできますか？ 

A.体育館メインアリーナ（全面16面）・サブアリーナ（全面4

面）で利用可能です！！ 

メインアリーナは、1/4（最大３面）・サブアリーナ1/2（最大２

面）から利用できます！！ 

Q利用料金はどれくらいかかりますか？ 

A.当日予約がなければ個人利用料金（一人あたり一般２８０円・高校生１４０円・中学生以下６０円） 

+バドミントン器具代（1面半日￥１３０）でご利用いただけます。 

Q予約はどのようにすればよいですか？ 

A.体育館窓口またはお電話（体育館055-243-3112）インターネットか

らもご予約ができます。 

※インターネットのご予約は、やまなしくらしねっとへの登録が必要になります。 

Q手ぶらで小瀬に行ってバドミントンはできますか？ 

A.体育館を利用する場合は屋内履きが必要になります。屋内履きの貸し出しは行っておりませんの

で、ご持参ください。 

バドミントンラケット（１セット／ラケット２本・ナイロンシャトル）の貸し出しは、300円で行っていま

す。 

外でバドミントンをしたい方には、屋外用バドミントンラケットの貸し出しを行っています！！ 

 

 

 



 小瀬スポーツ公園山梨県スポーツ協会主催イベント情報 

 



  

○シルバースポーツフェスティバル  
第４回 グラウンド・ゴルフ大会参加者募集 

 グラウンド・ゴルフをとおして地域の皆さんと交流を深めている方やサークル等で楽しんでいる 

皆さん、大会に参加して県内各地の方々と交流を深めませんか？ 「午前」と「午後」の２部制で開催

しますので、ご都合に合わせてお気軽にご参加ください。 

 

◇開  催  日  １１月１日(火) ※予備日なし  

◇会 場  JIT リサイクルインクスタジアム、補助競技場 

◇参  加  料  ５５０円 

◇対 象  県内在住の５０歳以上の男女（定員：各部２４０名） 

◇申込方法  所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、小瀬スポーツ公園武道館の窓口に持参す 

るか、郵送にてお申し込みください。申込チーム数が募集定数を超えた場合、主催 

者側の責任において抽選を行い、参加の可否を通知します。 

◇申 込 期 間  １０月４日（火）～１８日（火）必着 

◇問い合わせ先   小瀬スポーツ公園体育館 〒400-0836  甲府市小瀬町840  TEL 055-243-3112 

※新型コロナウイルスの影響により予定が変更になる場合があります。 

〇こどもスポーツフェスティバル『チャレンジ・ザ・ゲーム』 

チームの仲間とさまざまな課題・ゲームにチャレンジします。各ゲームの結果から総合順位を決定し、チ

ームごとに競います。仲間と協力してチャンピオンを目指そう！ 

 

◇開 催 日  令和４年１０月１６日（日）    

◇会     場  小瀬スポーツ公園武道館 

◇対    象  県内在住の小学生 

◇募集チーム数  １チーム4名（３名でも可）とし、男女混合および 

学年混合チームも参加可能。 

             【低学年の部】 （１～３年生）  ３０チーム 

【高学年の部】 （４～６年生）  ３０チーム 

◇参 加 料   １チーム ５００円 

◇実 施 内 容  スポーツミニゲーム（６種程度）を実施し、総合順位を決定。 

◇申 込 方 法  専用申込フォームからお申込みください。（QRコード） 

                   ※小瀬スポーツ公園ホームページからもお申込みいただけます。 

◇申 込 期 間  ９月２６日（月）～１０月７日（金） 

◇問い合わせ先   〒400-0836  甲府市小瀬町８４０番地    公益財団法人 山梨県スポーツ協会 

               「チャレンジ・ザ・ゲーム」係   TEL 055-243-3115 （小瀬スポーツ公園 武道館） 

 

※新型コロナウイルスの影響によりイベントの予定が変更になる場合があります。 



 小瀬スポーツ公園山梨県スポーツ協会主催スポーツ教室情報 

 

■フレンドリーテニス  レッスン＆ゲーム   

テニス技術を磨きたい方、楽しくボールを打ちたい方、誰で

も大歓迎！！  

「レッスン」か「ゲーム」を選択できます。 

 

会 場 テニス場 ※場内で受付をしております。 

料 金 ５５０円／回  

持ち物 テニスラケット、シューズ、その他(タオル、飲み物など) 

曜日 時間 開催日 

月曜日 ９：３０～１１：００ １０月３日、１７日、２４日、３１日 

１１月７日 

水曜日 ９：３０～１１：００ １０月５日、１２日 

１１月２日 

 

 

■エンジョイグラウンド・ゴルフ  

いつまでも元気でいたい･･･ 交流の輪を広げたい･･･ 

グラウンド・ゴルフで楽しく身体を動かしませんか？ 

当日お越しいただいた参加者数で組分けをし、１２ホールを 

２周します。クラブやボール、マーカーの貸出（無料） 

もありますので、お気軽にご参加ください。 

 

会 場 補助競技場 ※場内で受付をしております。 

料 金 ３３０円／回  

持ち物 クラブ、ボール、マーカー、その他(タオル、飲み物など)  

※クラブ等の貸出も行っております。 

 

曜日 時間 開催日 

月曜日 １４：００ 

～１５：３０ 

１０月１７日、２４日／１１月１４日、２１日、２８日 

１２月５日、１２日、１９日 

火曜日 １４：００ 

～１５：３０ 

１０月１８日、２５日／１１月１５日、２２日、２９日 

１２月６日、１３日、２０日 

木曜日 １４：００ 

～１５：３０ 

１０月２０日、２７日／１１月１７日、２４日 

１２月１日、８日、１５日、２２日 

 

１日単位で開催する教室（当日受付となっておりますのでお気軽にご参加ください。） 

＜レッスン＞ 初中級者対象。球出しをメインに行い、最終的にダブルスのゲームを楽しく行います。 

＜ゲーム＞  当日集まった方とペアを作り、ゲームを楽しく行います。お一人でもお気軽にご参加ください。 



■フレンドリーバドミントン   

当日集まった方々と楽しくゲームを行います 

お一人様も大歓迎！！是非とも一緒にバドミントンを楽しみましょう。 

会 場 体育館メインアリーナ 

料 金 ５５０円／回  

持ち物 バドミントンラケット、屋内シューズ、 

その他 (タオル、飲み物など) 

曜日 時間 開催日 

金曜日 １１：００ 

～１２：３０ 

１０月７日、２１日 

１１月４日、１１日 

 

■大人のための初心者サッカー教室 
大人の初心者・未経験者を対象に、基礎技術の習得

やさまざまな楽しいプログラムを通して、サッカー

の楽しさを体験・体感していただくための教室で

す！女性もミドルエイジも是非ご参加ください！ 

会 場 球技場 

料 金 ２,２００円／コース  

持ち物 シューズ、その他(タオル、飲み物など)  

対 象 初心者の方 男性（３０歳以上）女性（１８歳以上） 

講 師 山梨県スポーツ協会スタッフ、ミズノスポーツサービススタッフ 

申 込   随時受付を行っています。 

 

■カーリング教室 

氷上で重さ２０ｋｇのストーンを約４０ｍ先の「ハウス」まで運び、

「ハウス」の中で点を取り合うスポーツです。ストーンの投げ方からゲ

ームを楽しめるまで指導しますので、初心者の方やお子様でも気軽に参

加できます。 

会 場 アイスアリーナ 

料 金 大人２,７５０円／期 中学生以下１,１００円／期   

講 師 山梨県カーリング協会 

申 込   随時受付を行っています。 

曜日 時間 開催日（2期） 

木曜日 １９：００ 

～２１：００ 

１０月２７日 

１１月３日、１０日、１７日、１２月１日 

曜日 コース 時間 開催日（１期） 開催日（２期） 

 

 

金曜日 

BASIC（基礎） １９：１５ 

～２０：１５ 

 

９月３０日 

１０日７，１４，２１日 

 

１１月１１、１８、２５日 

１２月２日 
ADVANCED（応用） ２０：３０ 

～２１：３０ 



  

■「お気軽」筋力トレーニング教室 LaLaLaサーキット 

油圧マシンを使った筋力トレーニングと有酸素運動であるリズム体

操を同時に行います。しっかりと運動をされたい方にオススメの運

動プログラムです。 

会 場 武道館アリーナ 

料 金 ２,７５０円／期  

持ち物 シューズ、その他(タオル、飲み物など)  

講 師 山梨県スポーツ協会スタッフ、ミズノスポーツサービススタッフ 

申 込   随時受付を行っています。 

 

曜日 時間 開催日 

火曜日 １４：００ 

～１５：００ 

１１月１日、８日、１５日、２２日、２９日 

 

 小瀬スポーツ公園スポーツイベント情報 

※イベント時は、小瀬スポーツ公園内の駐車場や周辺の道路の混雑が予想されます。 
 

 
明治安田生命Ｊ２リーグ 

ヴァンフォーレ甲府ホームゲーム！ 

会  場 JITリサイクルインクスタジアム 

10月 1日(土) 第 39節 VS栃木 SC 14：00キックオフ 

10月 9日(日) 第 40節 VSファジアーノ岡山 FC13：05キックオフ 

10月 16日(日) 第 42節 VS岩手グルージャ盛岡 14：00キックオフ 

 
 
Ｖ．ＬＥＡＧＵＥ ＤＩＶＩＳＩＯＮ１ ＭＥＮ ～体育館にて開催！！～ 

VC長野トライデンツホームゲーム 
 

＜試合日程・対戦カード＞ 

１０月２９日（土）  14：00 ＶＣ長野トライデンツ vs サントリーサンバーズ 

 

１０月３０日（日） 13：30 ＶＣ長野トライデンツ vs サントリーサンバーズ 

 

チケット・席種等詳細については Vリーグのホームページ（https://www.vleague.jp/）、 

またはVC長野トライデンツのホームページ（https://vcnagano.jp/）をご確認ください 

 



 

 

 
〇『山梨プロレス祭り』 開催！！！ 

小瀬にプロレスがやってくる！ 

毎回ご好評いただいている『山梨プロレス祭り』が１０月も           

小瀬で開催されます。 

小瀬スポーツ公園体育館前特設リングにて、熱い戦いが繰り

広げられます！ 

当日はちびっこプロレス教室も同時開催されますので、親子

でぜひご参加ください。 

プロレスで山梨を元気に！！ 

 

日 時  令和4年10月23日 (日) 

 試合開始12時00分 

(ちびっ子プロレス教室11時30分) 

 

会 場  小瀬スポーツ公園 体育館前特設リング 

TEL:055-243-3115 

 
 

小瀬スポーツ公園イベント情報 

 

※イベント時は、小瀬スポーツ公園内の駐車場や周辺の道路の混雑が予想されます。 
 

〇ふるさと特産品フェア 
ふるさと特産品フェアが10月 15日に開催されます。詳細は山梨県のホームぺージ等をご確認ください。 

 ちょこっとコラム 

「季節の変わり目の腰痛にご注意を」 

 

小瀬スポーツ公園の木々も緑から黄色や赤へと秋への衣替えが始まり、朝晩は冷え込むようました。夏

から秋にかわるこの季節の変わり目に多いのが、「ぎっくり腰」と言われています。スポーツの秋、食欲

の秋、読書の秋などいろいろありますが、腰痛持ちの私にとっては「ぎっくり腰の秋」です。今回は“な

ぜ季節の変わり目に「ぎっくり腰」の方が増えるのか”を調べてみました。 

 

①内臓が原因で「ぎっくり腰」になる。 

季節の変わり目は環境、気温がとても変化し、内臓がとても疲れやすくなります。内臓もたくさん使っ

てしまうと、硬くなったり、重くなったりしていまいます。そうすると下で支えている骨盤にストレスが

かかり腰の痛み、骨盤の歪みなどがでてきてしまいます。 

内科の検査なのであきらかに数値として異常がある場合はかなり内臓に負担が起きている証拠ですが、

数値は特に悪くないけど内臓が疲れている時に「ぎっくり腰」が発症しやすいそうです。内臓の中でも腎

臓は人の体温を維持するために重要な臓器です。季節の変わり目は体温調整することが多くなり腎臓の負

担が大きくなります。腎臓が疲れてしまうと腎臓が硬く重たくなって周囲の大腰筋に負担がかかり、筋肉

が固くなることで「ぎっくり腰」になりやすいと言われています。 

 

 



②睡眠不足やストレスなどの体の疲労、自律神経の乱れで「ぎっくり腰」になる。 

  内臓の疲れ以外にもこの時期は日々の睡眠不足やストレスが原因で自律神経が乱れてしまい、交感神経

と副交感神経のバランスが崩れてしまい、筋肉が固くなり「ぎっくり腰」になる方も多いです。体を動か

す際に急に大きく激しく動かしたりすると「ぎっくり腰」になる危険性が高いので、十分に準備体操をし

て体をほぐしてから動くように意識しましょう。 次に「ぎっくり腰」にならない為のセルフケアを紹介し

ます。 

■体の末端を温めて腎臓の負担を少なくしましょう。 

■同じ姿勢から動く時は急に動かずに準備運動しましょう。 

■普段の姿勢を意識して良い姿勢をとり筋肉が固くならないようにする。 

■お風呂上りにストレッチをして心身ともにリフレッシュ。 

 

もし「ぎっくり腰」になってしまった場合は勘違いして温めてしまう方が多いのですが、患部は炎症が起

きていますので、冷やすようにしてください。冷やして安静にするだけでも、翌日に症状が多少緩和され

ます。「ぎっくり腰」になった場合は安静が一番大事なので病院に行けない場合は冷やして安静にしてく

ださいね。 

 

スポーツの秋、ぎっくりの腰の予防となる筋力トレーニング・ストレッチ・ウォーキングなど小瀬では

じめてみませんか？ 


