
 

 
令和元年１０月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パワーアップジャパン from Tokyo 
～ スポーツフェスタ㏌面瀬 ～  

開催日：令和元年 10 月 27 日(日) 午前 8 時 30 分～ 開会式：面瀬中学校体育館 

主 催：東京都  一般社団法人 日本アスリート会議 

主 管：特定非営利活動法人 なんでもエンジョイ面瀬クラブ 

種 目：    会  場          アスリート 

野   球  面瀬中学校校庭      仲根  仁氏 元プロ野球選手(外野手) 

ソフトテニス 面瀬中学校テニスコート  塩田  顕氏 ヨネックススタッフ 

バスケット  面瀬中学校体育館     木村 嗣人氏 東京サンレーヴス(3×3) 

卓   球  面瀬中学校多目的Ａホール 松下 雄二氏 元日本代表選手 

バレーボール 面瀬小学校体育館     柳本 晶一氏 元バレーボール全日本女子監督 

〃       〃         斎藤 信治氏 元バレーボール全日本男子代表 

障害者スポーツ指導者研修会開催 

 

内 容：地域のおける障害者スポーツ普及活動促進事業 

趣 旨：障害の有無に係らずパラスポーツを体験することで、 

パラスポーツの認知度の向上と競技人口の増加を図る。 

日 時：令和元年 10 月 12 日(土) 午後 6 時 30 分～午後 8 時 
会 場：面瀬公民館 多目的ホール 

主 催：宮城県 宮城県障害者スポーツ協会 

   協 力：宮城県障害者スポーツ指導者協会 

  参加対象：ＮＥＯ役員及び会員他興味のある方 

   種 目：ボッチャ (パラリンピックの公式種目) 

参加費：無 料   当日、上靴を準備願います。 

申込先：ＮＥＯ事務所 電話(25)9272 午後 2 時以降 

NEOキッズクラブカヌー教室 
日 時：令和元年 9 月 15 日(日) 午前 9 時～  

会 場：加美町 鳴瀬川カヌーレーシング場 

参加者：役員 3 名 キッズ会員 4 名 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
お問合せ ■事務局 0226-25-9272 （FAX 兼用）   

ＨＰhttp://omose-neoclub.com/ Mail neo.club2003@gmail.com 

http://omose-neoclub.com/
mailto:neo.club2003@gmail.com
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（中   体）：面瀬中学校体育館 ソフトバレーZERO(中体)
PM7：00～PM9：00

面瀬小体育館休館

NEOバスケットクラブ（中体）
PM7：00～PM9：00

面瀬小体育館休館

NEOソフトテニス　　（中体）
PM7：00～PM9：00

面瀬小体育館休館

NEOバスケットクラブ（中体）
PM7：00～PM9：00

面瀬小体育館休館

面瀬少年野球　（小校庭）
AM8：30～PM12：30

NEOシニアクラブ　（小校庭）
PM1：30～PM3：00

面瀬小体育館休館

（中校庭）：面瀬中学校 校　庭

（小   体）：面瀬小学校体育館

（小校庭）：面瀬小学校 校　庭

  都合により変更になる場合もありますので、
                                 予めご了承願います。

面瀬地区市民運動会
(中校庭）AM8：00～正午

NEO卓球クラブ　（中体）
PM7：00～PM9：00

面瀬少年野球　（小校庭）
AM8：30～PM12：30

気仙沼B・C　(中体)
PM7：00～PM9：00

面瀬小体育館休館

PM7：00～　面瀬公民館
スポーツクラブB・３(中体)

PM7：00～PM9：00

面瀬小体育館休館

NEOソフトテニス　　（中体）
PM7：00～PM9：00

面瀬小体育館休館

NEOキッズクラブ（中体）
PM7：30～PM9：00

面瀬小体育館休館

NEOバレークラブ　（中体）
PM7：00～PM9：00

NEO障害者スポーツ講習会
(公民館）PM6：00～PM8：30
面瀬少年野球　（小校庭）

AM8：30～PM12：30
面瀬小体育館休館

ソフトバレーZERO(中体)
PM7：00～PM9：00

面瀬小体育館休館

NEO野球クラブ　（中校庭）
AM9：00～正午

NEO卓球クラブ　（中体）
PM7：00～PM9：00

面瀬小フェステ
面瀬小校庭駐車場に使用

面瀬中体育館休館

面瀬少年野球　（小校庭）
AM8：30～PM12：30

面瀬スポ少バレー　（小体）
PM6：00～PM8：00

PM7：00～　面瀬公民館

面瀬中体育館休館

面瀬スポ少バレー　（小体）
PM5：00～PM7：00

ソフトバレークローバー　（小体）
PM7：00～PM9：00

面瀬中体育館休館

気仙沼ＪＦＣ(小体）
PM6:30～PM9：00

面瀬中体育館休館

面瀬スポ少バレー　（小体）
PM7：00～PM9：00

面瀬中30周年記念式典

面瀬少年野球　（小校庭）
AM8：30～PM12：30

気仙沼ミニバスケ（小体）
PM2：00～PM4：30
気仙沼ＪＦＣ(小体）
PM6:30～PM9：00

面瀬中体育館休館

面瀬少年野球　（小体）
PM7：00～PM9：00

面瀬中文化祭

面瀬少年野球　（小校庭）
AM8：30～PM12：30

気仙沼B・C　(中体)
PM7：00～PM9：00

面瀬スポ少バレー　（小体）
PM6：00～PM8：00

ソフトバレーZERO(中体)
PM7：00～PM9：00

面瀬少年野球　（小体）
PM7：00～PM9：00

スポーツクラブB・３(中体)
PM7：00～PM9：00

面瀬スポ少バレー　（小体）
PM5：00～PM7：00

ソフトバレークローバー　（小体）
PM7：00～PM9：00

NEOソフトテニス　　（中体）
PM7：00～PM9：00

気仙沼ＪＦＣ(小体）
PM6:30～PM9：00

NEOシニアクラブ三地区交流会
(加美町）AM7：00～PM4：00

NEOキッズクラブ（中体）
PM7：30～PM9：00

面瀬スポ少バレー　（小体）
PM7：00～PM9：00

面瀬中体育館休館

面瀬小体育館休館

面瀬少年野球　（小校庭）
AM8：30～PM12：30

パワーアップジャパンfromTokyo
～スポーツフェスタ㏌面瀬～

AM8：30～PM3：00
(中体・校庭)　(小体）

面瀬少年野球　（小校庭）
AM8：30～PM12：30

気仙沼B・C　(中体)
PM7：00～PM9：00

面瀬スポ少バレー　（小体）
PM6：00～PM8：00

ソフトバレーZERO(中体)
PM7：00～PM9：00

面瀬小体育館休館

NEOバスケットクラブ（中体）
PM7：00～PM9：00

面瀬スポ少バレー　（小体）
PM5：00～PM7：00

ソフトバレークローバー　（小体）
PM7：00～PM9：00

NEOソフトテニス　　（中体）
PM7：00～PM9：00

気仙沼ＪＦＣ(小体）
PM6:30～PM9：00
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