
健康センターからのお知らせ
江東シーサイドマラソン出場の皆さまへ

メディカルチェックの内容

　健康センターでは、運動負荷心電
図検査を含むメディカルチェック
を受診することができます。江東シ
ーサイドマラソンを安全に楽しむ
ためにメディカルチェックを受け
ていただくことをお勧めします。

血圧測定・血液検査（14項目）・問
診・聴打診・安静時心電図検査・運動
負荷心電図検査・超音波骨密度測定

日 程 毎月　金・土曜日の午前中（月4回程度）事前予約制

対 象 中学生を除く15歳以上の方

申 込 電話（3647-5402）または健康センター1階窓口（東陽2-1-1）

費 用 Ａコース　7,000円
Ｂコース　5,000円（要：3ヶ月以内の血液検査14項目データ）

メディカルチェックをメディカルチェックを
受けよう！受けよう！

その他にも各センターで盛り沢山のイベントを開催。詳しくは中面で！！

ダンス発表会ダンス発表会ダンス発表会
●プール

各教室での成果を発表します。
ぜひ応援してください！

フラダンス発表会
in 深川北スポーツセンター Start 14:00

9:30～21:45

Start 14:30キッズダンス発表会
in 亀戸スポーツセンター

※見学希望の方は室内履きをご用意ください。入場無料

▲
▲

プール・トレーニング室プール・トレーニング室プール・トレーニング室プール・トレーニング室
体育の日無料公開体育の日無料公開体育の日無料公開

・水着、水泳帽、タオル、ゴーグル等ご用意ください。
　販売・レンタル等はありません。
・おむつを使用していない概ね３歳以上の方が利用可
・こどもだけでの利用には制限があります。

プール利用に関して

（最終入場 21:30）

●トレーニング室

・中学生を除く15歳以上の方が利用可
・チノやデニム素材を除くスポーツウ
　エアでご利用ください。
・室内履きが必要です。

トレーニング室利用に関して

（最終入場 21:30）
◆スポーツ会館　
◆深川スポーツセンター
◆亀戸スポーツセンター　
◆有明スポーツセンター
◆東砂スポーツセンター　
◆深川北スポーツセンター

9:00～21:50

◆亀戸スポーツセンター　◆東砂スポーツセンター
◆有明スポーツセンター　◆深川北スポーツセンター
◆スポーツ会館（18時30分よりオープン予定）

第17回 家族でヨ～イドン！第17回 家族でヨ～イドン！

深川っ子運動会深川っ子運動会
富岡地区の町会、自治会、PTAなど約40の団体により組織された実行委員会形式で開催
する地域密着型の運動会です。いろいろな競技を用意して皆様のご来場をお待ちしてい
ます。詳細は、深川スポーツセンターホームページをご覧ください。
（http://www.koto-hsc.or.jp/sports_center2/）

9：00～9：20　参加者受付・抽選カード配付（全員）
● オープニングセレモニー　開会式・ラジオ体操（全員）
● 深川横断ウルトラクイズ（全員）
● 明治小学校マーチングバンド　演奏・演技
● われら太公望！魚つりレース（幼児・親子・シニア）
● 深川っ子鉄人レース（小学生）
● 2人で仲良く風船割りレース（大人・シニア）
● 深川っ子と大人の玉入れ対決（全員）
● パン喰い大競争（全員）
● お楽しみ抽選会（全員）
● フィナーレ（全員）

【当日申込】
【参 加 費】
【持 ち 物】
【会 　 場】
【主 　 催】
【お問合せ】

参加者受付時間（9:00～9:20）に会場にて
無料
室内履き
3階　大体育室
深川っ子運動会実行委員会
深川スポーツセンター　☎3820-5881
※種目は一部変更となる場合があります。

【当日申込】
【参 加 費】
【持 ち 物】
【会 　 場】
【主 　 催】
【お問合せ】

参加者受付時間（9:00～9:20）に会場にて
無料
室内履き
3階　大体育室
深川っ子運動会実行委員会
深川スポーツセンター　☎3820-5881
※種目は一部変更となる場合があります。

プログラム（対象）

スポーツセンターへスポーツセンターへスポーツセンターへご家族そ
ろって

10月13日（月・祝）は体育の日10月13日（月・祝）は体育の日［レガシーとは英語で「遺産」］

わが街江東に　　　　　      がやってくる！！　3第    回
オリンピックレガシーって何でしょう？

オリンピック
パラリンピック

「Legacy（レガシー）」という言葉を辞書で調べると、遺産、残留物、名残り、と書かれており、直訳す
ると五輪の遺産となります。
　レガシーは現在、国際オリンピック委員会（IOC）が特に力を入れている項目のひとつに挙げられ
ていて、オリンピック憲章には「オリンピック競技大会の良い遺産を開催国と開催都市に残すことを
推進すること。」（第１章「オリンピック・ムーブメントとその活動」第２項「IOCの使命と役割」）と記
載されています。

　もう少し、具体的に考えてみましょう。
　1964年の東京オリンピックのレガシーは何があるでしょう？
　すぐに思いつくものとして、オリンピックを機に開通した東海道新幹線や首都高速道路がありま
す。でも交通インフラや有名な建造物だけではありません。10月の体育の日の制定もオリンピッ
クレガシーになるのです。
　つまり、オリンピックレガシーとは、競技場の建設やその地域の開発はもとより、まちづくり、産業
や観光、そして健康づくりやスポーツへの取り組みなど生活すべてに渡るものだと言えるでしょう。

　私たちのまち江東区では「江東湾岸エリアにおけるオリンピック・パラリンピックまちづくり基
本計画アウトライン」という形で、オリンピックレガシーを生かしたまちづくりの提案が発表されて
います。※
　区内にはたくさんの競技場が設置されることから、開催時だけでなく開催後も持続的に発展する
よう、みどりや水辺、防災などさまざまな視点からの方策が挙げられています。今後は、これらの効果
を更に区内全域に広げるよう検討が進められる予定です。
　みなさんもこの基本計画アウトラインを読んで、江東区がどう変わっていくのか、未来の江東区を
想像してみませんか？

　オリンピックのニュースから時折聞こえてくる言葉「オリンピックレガシー」。
　なかなか耳慣れない言葉ですが、オリンピック招致のプレゼンテーションの時から繰り返し登場
している言葉です。
　この「レガシー」とは一体、なんのことなのでしょうか？今号では「オリンピックレガシー」に
ついて考えてみたいと思います。

［私の心の中の「オリンピック・パラリンピックレガシー」］
　開催が決まったあの日から、私たちの心の中では現実となったオリンピック・パラリンピック
への明るい希望や未来を考えるようになりました。
　「東日本大震災から復興した姿を世界の人々に見てもらい、世界から受けた支援のお礼にしよ
う。」
　「東京オリンピックに出場するために練習をがんばろう。」
　「ボランティアとして働けるように世界のさまざまな言葉を勉強しよう。」
　「2020年に向けて新しいサービスを事業展開してみよう。」
　「世界の人に日本の文化を紹介するために、もう一度、日本について勉強してみよう。」

　そんな大会へ向けての気持ちの中におきる変化、そしてそれによる努力も立派なひとりひとり
の「オリンピックレガシー」と言えるのではないでしょうか？

「あなたのオリンピックレガシーは？」未来に向けてあなた自身の計画を考えてみませんか？
※江東区ホームページに掲載されています

http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/toshiseibi/84276/outline.html

ARIAKE ハロウィンマーチARIAKE ハロウィンマーチ
潮風のベイエリアを仮装でウォーキング！潮風のベイエリアを仮装でウォーキング！

10/26（日） 9：30集合

　ARIAKEハロウィンマーチは、さまざまな仮装をし、途中の寄り道ポイントで「Trick or treat」（お
菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ！）の合言葉とともに、プレゼントをもらいながらベイエリアを
巡るウォーキングイベントです。ご家族、ご友人同士でご参加ください。

開催日時：10月26日（日）午前9時30分集合
集合場所：パナソニックセンター（お問合せは有明スポーツセンターまで）

参 加 費：500円（保険代込） 締　切：10月12日（日）必着
予定経路：パナソニックセンターを出発点にフジテレビ・パレットタウンなどを巡る約5kmのコースです。

※小雨実施、雨天の場合は中止。

参加資格：仮装して約5kmを歩くことができる方200人（抽選）※小学生以下の参加は、保護者の同伴が必要です。

申　　込：往復はがきに代表者氏名・住所・電話番号・年齢・参加者全員の氏名・年齢を記入し、有明2-3-5 有明スポーツセンターへ ☎3528-0191

（税抜き）

KOTOチャンピオンズリーグ
センター大会が開幕！
KOTOチャンピオンズリーグ
センター大会が開幕！
　亀リンピック2014を皮切りに、区内全小学校3～6年生を対象としたKOTOチャ
ンピオンズリーグのセンター大会がはじまります。
　地区予選となる各センター大会の1位・2位が、平成27年2月15日（日）にスポー
ツ会館で開催される「第8回小学生スーパードッジボールKOTOチャンピオンリー
グ」への出場権を得て、各学年の江東区チャンピオンを決める戦いが行われます。
　今年の栄冠はどのチームに輝くのか？小学生の熱い戦いをぜひ応援してください。

第8回小学生スーパードッジボール

亀リンピック2014 平成26年10月26日（日）
参加対象小学校：第一亀戸、第二亀戸、香取、浅間竪川、水神

亀戸8-22-1　電話5609-9571

スポーツ会館大会 平成26年11月9日（日）
参加対象小学校：第一大島、第二大島、第四大島、砂町、第四砂町、小名木川、北砂、
　　　　　　　　南砂、亀高 北砂1-2-9　電話3649-1701

深川スポーツセンター大会 平成26年12月7日（日）
参加対象小学校：明治、臨海、越中島、数矢、平久、東陽、南陽

越中島1-2-18　電話3820-5881

有明スポーツセンター大会 平成26年11月16日（日）
参加対象小学校：豊洲、豊洲北、東雲、有明、枝川、辰巳、第二辰巳

有明2-3-5　電話3528-0191

深川北スポーツセンター大会 平成26年12月14日（日）
参加対象小学校：深川、八名川、川南、扇橋、元加賀、毛利、東川

平野3-2-20　電話3820-8730

東砂スポーツセンター大会 平成26年12月21日（日）
参加対象小学校：第三大島、第五大島、大島南央、第二砂町、第三砂町、第五砂町、
　　　　　　　　第六砂町、第七砂町、東砂 東砂4-24-1　電話5606-3171

※一般の方の見学・応援は不可
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への明るい希望や未来を考えるようになりました。
　「東日本大震災から復興した姿を世界の人々に見てもらい、世界から受けた支援のお礼にしよ
う。」
　「東京オリンピックに出場するために練習をがんばろう。」
　「ボランティアとして働けるように世界のさまざまな言葉を勉強しよう。」
　「2020年に向けて新しいサービスを事業展開してみよう。」
　「世界の人に日本の文化を紹介するために、もう一度、日本について勉強してみよう。」

　そんな大会へ向けての気持ちの中におきる変化、そしてそれによる努力も立派なひとりひとり
の「オリンピックレガシー」と言えるのではないでしょうか？

「あなたのオリンピックレガシーは？」未来に向けてあなた自身の計画を考えてみませんか？
※江東区ホームページに掲載されています

http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/toshiseibi/84276/outline.html

ARIAKE ハロウィンマーチARIAKE ハロウィンマーチ
潮風のベイエリアを仮装でウォーキング！潮風のベイエリアを仮装でウォーキング！

10/26（日） 9：30集合

　ARIAKEハロウィンマーチは、さまざまな仮装をし、途中の寄り道ポイントで「Trick or treat」（お
菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ！）の合言葉とともに、プレゼントをもらいながらベイエリアを
巡るウォーキングイベントです。ご家族、ご友人同士でご参加ください。

開催日時：10月26日（日）午前9時30分集合
集合場所：パナソニックセンター（お問合せは有明スポーツセンターまで）

参 加 費：500円（保険代込） 締　切：10月12日（日）必着
予定経路：パナソニックセンターを出発点にフジテレビ・パレットタウンなどを巡る約5kmのコースです。

※小雨実施、雨天の場合は中止。

参加資格：仮装して約5kmを歩くことができる方200人（抽選）※小学生以下の参加は、保護者の同伴が必要です。

申　　込：往復はがきに代表者氏名・住所・電話番号・年齢・参加者全員の氏名・年齢を記入し、有明2-3-5 有明スポーツセンターへ ☎3528-0191

（税抜き）

KOTOチャンピオンズリーグ
センター大会が開幕！
KOTOチャンピオンズリーグ
センター大会が開幕！
　亀リンピック2014を皮切りに、区内全小学校3～6年生を対象としたKOTOチャ
ンピオンズリーグのセンター大会がはじまります。
　地区予選となる各センター大会の1位・2位が、平成27年2月15日（日）にスポー
ツ会館で開催される「第8回小学生スーパードッジボールKOTOチャンピオンリー
グ」への出場権を得て、各学年の江東区チャンピオンを決める戦いが行われます。
　今年の栄冠はどのチームに輝くのか？小学生の熱い戦いをぜひ応援してください。

第8回小学生スーパードッジボール

亀リンピック2014 平成26年10月26日（日）
参加対象小学校：第一亀戸、第二亀戸、香取、浅間竪川、水神

亀戸8-22-1　電話5609-9571

スポーツ会館大会 平成26年11月9日（日）
参加対象小学校：第一大島、第二大島、第四大島、砂町、第四砂町、小名木川、北砂、
　　　　　　　　南砂、亀高 北砂1-2-9　電話3649-1701

深川スポーツセンター大会 平成26年12月7日（日）
参加対象小学校：明治、臨海、越中島、数矢、平久、東陽、南陽

越中島1-2-18　電話3820-5881

有明スポーツセンター大会 平成26年11月16日（日）
参加対象小学校：豊洲、豊洲北、東雲、有明、枝川、辰巳、第二辰巳

有明2-3-5　電話3528-0191

深川北スポーツセンター大会 平成26年12月14日（日）
参加対象小学校：深川、八名川、川南、扇橋、元加賀、毛利、東川

平野3-2-20　電話3820-8730

東砂スポーツセンター大会 平成26年12月21日（日）
参加対象小学校：第三大島、第五大島、大島南央、第二砂町、第三砂町、第五砂町、
　　　　　　　　第六砂町、第七砂町、東砂 東砂4-24-1　電話5606-3171

※一般の方の見学・応援は不可


