１㌻

別添

ねんりんピック山口２０１９（山口県健康福祉祭）

種

目

開催日程等

開催日・開催場所

受付期間・参加資格 等

申込み・問合せ先

全国
予選

県内在住で６０歳以上（昭和３５年４月１日以前
に生まれた人）

［スポーツ文化交流大会］

～２月２２日（金)
※ 山口県剣道連盟に所属しているもの
※ 参加費１人、1,000円。

山口県剣道連盟
〒753-0083山口市大字後河原237-1
警察体育館別館内
TEL083-932-5072 FAX083-932-5073

2019
和歌山

山口県テニス協会
〒754-0002山口市小郡下郷1219-22
TEL083-973-6362 FAX083-973-0071

2019
和歌山

山口県ソフトテニス連盟
〒743-0051光市岩狩1-1-3
TEL090-4894-1732

2019
和歌山

剣道

平成３１年 ３月３日（日）
維新百年記念公園（山口市）
スポーツ文化交流センター レクチャールーム

テニス

平成３１年 ３月１０日（日）
維新百年記念公園（山口市）
テニスコート

ソフトテニス

令和元年 ５月１５日（水）
維新百年記念公園（山口市）
テニスコート

囲碁

令和元年 ５月１５日（水）
維新百年記念公園（山口市）
スポーツ文化交流センター図書室

４月１日（月) ～４月３０日(火)
※ 参加費無料

日本棋院山口県支部連合会
〒753-0088山口市中河原町2-17亀山ビル2F
TEL083-921-1115(平日13時～17時)

2019
和歌山

将棋

令和元年 ５月１５日（水）
維新百年記念公園（山口市）
スポーツ文化交流センター

～５月８日（水）
※ 参加費１人、1,000円

日本将棋連盟山口県支部連合会
〒747-1232防府市台道4264
TEL090-4143-4812

2019
和歌山

卓球

令和元年 ５月１５日（水）
維新百年記念公園（山口市）
スポーツ文化交流センターレクチャールーム

山口県卓球協会
〒753-0212山口市下小鯖1171-54
TEL/FAX083-927-0865

2019
和歌山

１月２５日（金) ～２月８日(金)必着
※ 山口県テニス協会に所属しているもの
※ 参加費１組、3,100円。

～４月１０日(水)
※ 参加費無料

～４月２２日（月）必着
※ 参加費１人、500円(当日徴収)

２㌻

種

目

開催日・開催場所

全国
予選

－

５月１５日（水）
５月２２日（水）
ぜんつッパ侍（下関市）

４月１０日（水）必着
※参加費2,500円（当日徴収）
※申込先：TEL090-5092-5323
（担当：藤原）

2019
和歌山

令和元年 ６月３０日（日）
ぜんつッパ侍（下関市）

６月２９日（土）まで
※参加費2,500円（当日徴収）
※申込先：TEL090-5092-5323
（担当：藤原）

－

令和元年 ８月２５日（日）
ぜんつッパ侍（下関市）

８月２４日（土）まで
※参加費2,500円（当日徴収）
※申込先：TEL090-5092-5323
（担当：藤原）

令和元年 １０月２７日（日）
ぜんつッパ侍（下関市）

１０月２６日（土）まで
※参加費2,500円（当日徴収）
※申込先：TEL090-5092-5323
（担当：藤原）

－

令和元年 １２月２９日（日）
ぜんつッパ侍（下関市）

１２月２８日（土）まで
※参加費2,500円（当日徴収）
※申込先：TEL090-5092-5323
（担当：藤原）

－

令和２年 ２月２３日（日）
ぜんつッパ侍（下関市）

２月２２日（土）まで
※参加費2,500円（当日徴収）
※申込先：TEL090-5092-5323
（担当：藤原）

－

令和元年 ５月１５日（水）
維新百年記念公園（山口市）
山口県弓道場

４月１７日（水）まで【期限厳守】
※参加費1,000円（弁当代含む）

令和元年

弓道

申込み・問合せ先

４月２７日（土）まで
※参加費2,500円（当日徴収）
※申込先：TEL090-5092-5323
（担当：藤原）

平成３１年４月２８日（日）
ぜんつッパ侍（下関市）

健康マージャン

受付期間・参加資格 等

山口県麻雀段位審査会
〒750-0074下関市彦島本村町6-15-7-3F
TEL/FAX 083-266-7774

山口県弓道連盟
〒758-0041萩市江向２区117-1
TEL0838-25-6794

－

2019
和歌山

３㌻

種

目

開催日・開催場所

受付期間 等

申込み・問合せ先

全国
予選

ソフトボール

令和元年 ５月１５日（水）
やまぐちリフレッシュパーク（山口市）

４月１日（月）～４月２６日（金）
※参加料 １チーム12,000円

山口市ソフトボール協会
〒753-0871山口市朝田1523
TEL/FAX083-923-1753

2019
和歌山

ゴルフ

平成３１年 ４月２４日（水）
プレジデントカントリー倶楽部山陽
（山陽小野田市）

２月２６日（火）～３月２３日（土）
※定員になり次第締切
※参加料（3人1チーム6,000円）
別途プレー代必要

山口県ゴルフ協会
〒754-0014山口市小郡高砂町2-10
第１原ビル
TEL083-973-4701/FAX083-973-4702

2019
和歌山

ダンススポーツ

平成３１年 ４月２８日（日）
キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター
(周南市)

JDSF標準様式を使用し、所属団体又は、ブロック
事務局を通して、３月２８日（木）必着で、申込
先へ郵送してください。

ダンススポーツ競技大会山口大会事務局
弘中 勇三方
〒751-0802下関市勝谷新町3-10-5
TEL090-4109-0384

2019
和歌山

ボウリング

令和元年 ５月１９日（日）
ボウリングの森(山口市）

３月２０日（水）～４月２０日（土）
※参加料 1人3,500円
（ボウリング料金含む。当日徴収。）

山口県ボウリング連盟
〒753-0066山口市泉町9-38
ハイツ堀本306
TEL083-924-7670/FAX083-928-6260

H31
和歌山

陸上（マラソン）

令和元年 ６月８日（土）
維新百年記念公園 補助陸上競技場（山口市）

５月１１日（土）必着
※参加料として、１種目3,000円
山口マスターズ陸上競技連盟
２種目4,000円
〒758-0025萩市土原１区184 斉藤忠彦方
３種目5,000円
TEL/FAX 0838-22-3875
※年間登録者（年間登録料5,000円）もしくは、臨
時登録料として1,500円必要

ペタンク

調整中

調整中

山口県ペタンク連盟
〒759-0207宇部市上開作大字際波666-2
TEL/FAX 0836-44-1047

ゲートボール

調整中

調整中

山口県ゲートボール協会
〒754-1277山口市阿知須4240-5
TEL 0836-65-3161

2019
和歌山

2020
岐阜

－

４㌻

種

目

開催日・開催場所

受付期間 等

申込み・問合せ先

全国
予選

オリエンテーリング

調整中

調整中

山口県オリエンテーリング協会事務局
〒743-0001光市室積村6341-3
FAX 0833-71-0065（小林）
携帯 080-6180-6341
メール k_kobayashi@mx5.tiki.ne.jp

ラグビーフットボール

令和元年 １１月１０日（日）
萩ウェルネスパーク スポーツ広場（萩市）

福岡県「玄海オールドパイレーツ」との交流試合

萩ラグビーフットボール協会
〒758-0011萩市椿東3167-12 村田彰 方
TEL/FAX 0838-25-9364

－

軟式野球

調整中

調整中

山口県還暦軟式野球連盟
TEL/FAX 0834-88-1289

－

令和元年 １１月１７日（日）
山口きらら博記念公園 水泳プール（山口市）

令和元年１０月２３日（水）正午必着
※参加費として、１種目1,200円
１種目2,000円(リレー）
１人
100円(保険料)

水泳

かるた

アーチェリー

－

－
山口県水泳連盟
〒753-0076山口市泉都町10-21
泉都町ハイツ(一財)山口県水泳連盟 事務局
TEL083-932-2110 FAX083-932-2133

令和２年 ３月８日（日）
美祢市温水プール（美祢市）

令和２年 ２月１３日（木）正午必着
※参加費として、１種目1,000円
１種目2,000円(リレー）
１人
100円(保険料)

令和元年 ７月７日（日）
小野田高等学校 武道場（山陽小野田市）

６月１５日（土）まで
※参加費無料

山口県かるた協会
〒756-0817山陽小野田市小野田5181-1
TEL0836-39-6950

－

調整中

山口県アーチェリー協会
〒742-0031柳井市南町1-3-13
㈲カツラスポーツ内
TEL0820-22-2529/FAX0820-22-9389

－

調整中

2020
岐阜

５㌻

種

目

開催日・開催場所

受付期間 等

申込み・問合せ先

全国
予選

平成３１年４月２９日（月）
岩国総合体育館（岩国市）

～４月９日（火）
※山口県卓球協会に所属しているもの

岩国卓球協会
〒740-0031岩国市門前1-9-22
TEL0827-31-2255

－

令和元年１０月１４日（月）
萩市民体育館（萩市）

～９月２４日（水）必着
※山口県卓球協会に所属しているもの

萩市卓球協会
〒758-0061萩市大字椿3114-6
雑式町団地77-1-204
TEL090-3174-1375

－

令和元年１１月１７日（日）
キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター
（周南市）

～１０月２８日（月）必着
※山口県卓球協会に所属しているもの

周南卓球協会
〒745-0851周南視大字徳山6930-3
TEL090-7134-2368

－

令和２年２月１６日（日）
ソルトアリーナ防府

～令和２年１月２８日（火）必着
※山口県卓球協会に所属しているもの

防府市卓球協会
〒747-0807防府市桑南2-14-3
TEL0835-25-2251

－

調整中

調整中

山口県ヒューストン吹矢協会
〒745-1131周南市大字戸田2791
TEL0834-82-1470/FAX0834-82-1471

－

卓球

ヒューストン健康吹矢

[美術展]
令和元年７月６日（土）～８日（月）
日本画・洋画・彫刻・工芸・
防府市地域交流センター（防府市）
書・写真
※以下、順次詳細が決まり次第、追加予定

２月１２日（火) ～３月２５日(月)
※ 参加申込書を各市町高齢福祉主管課
へ提出のこと
※ 詳細は参加募集要領を参照

[申込先]各市町高齢福祉主管課
[問合先]県社会福祉協議会
生涯現役推進センター
TEL083-928-2385

2019
和歌山

