
※上記は 9月 3日現在の予定です。中止・変更の場合もありますので、詳しくは主催者にお問い合わせください。※主催者の希望によりスケジュールを記載していない催しもございます。
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10月号
三重県営

2013 年 10 月のスケジュール
●お問合せ

三重県営サンアリーナ
TEL 0596-22-7700

● 詳しい情報はホームページでご覧いただけます。ht tp : / /www . sun - a r ena . o r . j p

一般中期大会 サブアリーナ 伊勢市ソフトバレーボール連盟
isesvren@yahoo.co.jp13日（日） 9：00 ～ 16：00

関係者情報交換会 ( 南勢 ) 第 3会議室 公益社団法人全国学習塾協会
三重県協議会　0596-28-8349（岸本）

9日（水） 10：00 ～ 14：00

一般
（有料）

奉祝御遷宮
なでしこたちの祭典

伊勢の女神力で輝こう！
メインアリーナ なでしこたちの祭典実行委員会

0596-21-1555（島田）
5日（土）～6日（日） 5日 10：00 ～ 16：00

6 日 10：00 ～ 18：00

一般
（無料）

2013 福祉フェスティバル
「勤労者ゆとりＴ･Ｉ･Ｍ･Ｅ ｙｏｕ･ゆう･遊ｉｎｇ」 メインアリーナ 2013　福祉フェスティバル実行委員会

（一社）伊勢志摩労働者福祉協議会　0596-24-811713日（日） 10：00 ～ 15：00

関係者第 26 回東海ブロック大会　伊勢大会 メインアリーナ
主催 東海ブロック商工会議所　青年部連合会

日本商工会議所　青年部
主管 伊勢商工会議所　青年部

0596-25-5155（伊勢商工会議所　青年部 事務局）

26 日（土） 受付時間 9：00～ 10：10
記念式典 10：10～ 12：15

23日 関係者
24日 一般（有料）第 55 回全国社会教育研究大会　三重大会 サブアリーナ

第 55回全国社会教育研究大会
三重大会実行委員会事務局　059-224-3322
（三重県教育委員会事務局　社会教育・文化財保護課内　石谷）

23日（水）～24日（木） 23 日 14：00 ～ 17：00
24 日 12：00 ～ 17：10

観覧可第６０回三重県社会人クラブ対抗バドミントン選手権
後期リーグ戦

メインアリーナ 三重県社会人クラブバドミントン連盟
090-3968-5646（理事長　竹内）27日（日） 9：00 ～ 17：00

一般
（有料）

伊勢フォークダンス協会 60 周年記念
よい出あいを伊勢で！　フォークダンスパーティー サブアリーナ

伊勢ＦＤ協会
Tel / FAX   0596-24-0634（竹内）
isefda1000＠yahoo.co.jp

27日（日） 10：00 ～ 15：30

一般
（無料体験ＯＫ）

安全第一、
大人による大人の為のカラテ＆ボクシング教室
※日曜日　午前 11 時～ＫＩＤＳ教室も好評開催中

フィットネス
スタジオ

格闘倶楽部
090-7048-3564（中川）

3日、10 日、17 日、31 日
木曜日 19：00 ～ 21：00

一般
（有料）サンアリーナ・カワイスポーツ教室 サブアリーナ 株式会社スコルチャ三重

0596-22-7700
1日（火）、15 日（火）、
22 日（火）、29 日（火）

体育・新体操・器械コース
16：00～17：00（幼児）
17：00～18：00（児童）
18：00～19：00（器械体操）

開催日 催　し　物 場 所 時 間 対 象 主催者 ( 担当者 )・問合せ先

観覧可ゆたか幼稚園　運動会 メインアリーナ ゆたか幼稚園
0596-22-3480（園長　岡村）11日（金） 8：30 ～ 12：30

9/29（日）
アリーナ HAPPY ウォーキング

二見町 潮風の道コース 「伊勢・女子サッカースクール」入会者募集中！

【日 時】平成 25年 9月 29 日（日）10：00 ～ 12：00（受付 9：30 ～）
【集合場所】二見生涯学習センター駐車場
【参加対象】小学生からご高齢者までの健康な方
【内 容】二見町生涯学習センター駐車場から今一色方面に歩き、松並木を抜けて海岸沿い
　　　   に興玉神社を目指します。（約 5.8kmのコースです。）
【講 師】皇學館大學教育学部教育学科　小木曽　一之先生
　　　   小木曽先生は市内のウォーキングコースの運動効果の検証を伊勢市と取り組んで
 　　　  おられます

【募集人数】50 名（定員になり次第締切）　　【参 加 費】無料
【準 備 物】動きやすい服装（靴）、飲み物、帽子
【申込方法】電話申込 8/29（木）より受付開始
【備 考】保険には主催者が加入いたしますので、申込みの際、氏名・住所・生年月日を
   　　　お伝えください。※当日の終了時間は若干変更となることもございます。

【場 所】　伊勢フットボールヴィレッジ（Aピッチ orC ピッチ orD ピッチ）
　　　　 伊勢市朝熊町
【時 間】　土曜日 18:30 ～ 20:00（90 分）
【対 象】　小学 1年生～中学 3年生の女子　20 名
【持 物】　サッカーボール
【会 費】　3,500 円 / 月　（スポーツ傷害保険を含む）
【期 間】　12 月までの月 2回（土曜日）　※11/30 は 12 月分として実施

サンアリーナより健康教室のご案内です。潮風香る二見の道を一緒に歩きま
せんか？　皆さんが効果を実感し、楽しみながらウォーキングによる健康づ
くりに取り組んでいただけるよう皇學館大學教育学部教育学科身体運動学研
究室・小木曽先生にウォーキングの正しい知識を学びましょう！

最新の人工芝グランドでサッカーを学んでみませんか？伊賀 FCくノ一より
講師を迎え、女子限定スクールを開催中！
現役選手による細やかでわかりやすいコーチングが魅力のサッカースクール
です！　無料一日体験も受付しております。お気軽にお問合せください！

一日無料体験
　受付中♪

主催：株式会社スコルチャ三重（三重県営サンアリーナ指定管理者）
共催：NPO法人伊勢サッカー協会　　　協力：NPO法人伊賀 FCくノ一

スクール日程
■ 9月7日、21日　 ■ 10月12日、19日
■ 11月2日、9日、30日　 ■ 12月7日

11/23（土） Rubato♪
Lounge Concert

19:00~
【チケット購入・お問合せ】

0596-22-7700

サンアリーナ 1階ラウンジにてミニコンサートを楽しむ夜♪

【受付・お問合せ】( 株 ) スコルチャ三重　事業グループ　電話  0596-22-7700 【受付・お問合せ】三重県営サンアリーナ  0596-22-7700


