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働くあなたが健康的にリフレッシュ！

各地域で開催されている
スポーツイベントにも参加しよう！

みなまた競り舟大会

水俣市教育委員会スポーツ振興課スポーツ振興係
TEL.0966-63-9311(平日8:30~17:15)

【問い合わせ】

熊本県水俣市八幡町2-2-13問い合わせ tel.0966-63-4104
熊本県県南広域本部芦北地域振興局保健福祉環境部

©2010熊本県くまモン

水俣川河口300mのコースで順位を競う水俣の伝統行事です。

1チーム5,000円 (参加資格:高校生以上の水俣市民、監督･艇長･鐘たたき･舵手が各1人、
 漕ぎ手10人以内、補員5人以内の計19人以内)

市民体育祭

水俣市教育委員会スポーツ振興課スポーツ振興係
TEL.0966-63-9311(平日8:30~17:15)

【問い合わせ】

地域対抗の市民総運動会･レクリエーション大会。スポーツを通じて、家族や地域の交流を図ります。

無料 (参加資格:水俣市民)

市民駅伝競走大会

水俣市教育委員会スポーツ振興課スポーツ振興係
TEL.0966-63-9311(平日8:30~17:15)

【問い合わせ】

各地域や職場、サークル等で競う駅伝大会です。

1チーム4,000円 (参加資格:小学生以上の水俣市民及び水俣に在職の方)

水俣市民室内ペタンク大会

水俣市教育委員会スポーツ振興課スポーツ振興係
TEL.0966-63-9311(平日8:30~17:15)

【問い合わせ】

ニュースポーツで市民相互の親睦と健康づくり、スポーツ愛好者の増大を図る大会です。

1チーム300円 (参加資格:小学生以上の水俣市民)

ニュースポーツ交流大会

水俣市教育委員会スポーツ振興課スポーツ振興係
TEL.0966-63-9311(平日8:30~17:15)

【問い合わせ】

誰でも参加できる玉入れ(アジャタ)の大会です。

1チーム500円 (参加資格:水俣市民)

水俣市ソフトバレー協会 ソフトバレーボール大会

フェイスブックより参加申し込み(担当 大川)【問い合わせ】

毎月最終土曜日に開催されるソフトバレーボールの大会です。

1チーム500円
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開 催 日 通年
時　　間 9:00～17:00
料　　金 7,000円(180分)
参加方法 前日まで電話にて予約(090-8627-7468 海岳)

開 催 日 通年
時　　間 10:00～18:00
料　　金 スノーケリング4,320円(180分)、
 ダイビング10,800円(180分)
参加方法 直接電話にて予約(090-1628-0188 シーホース)

•スノーケリング、ダイビング

•シーカヤック menu

開 催 日 随時
時　　間 1回あたり2時間程度
料　　金 無料(会場の確保、使用料などは申込者負担)
参加方法 原則1ヶ月前までに、利用申込書を事務局へ提出

•出前スポーツ教室 menu

menu

水俣市立総合体育館
水俣市中央公園1-1　TEL.0966-63-3339　駐車場／80台　定休日／月曜日(祝日の場合は火曜日)

サンビレッジみなまたスポーツクラブ
水俣市袋933　TEL.0966-63-0911　駐車場／20～50台　
定休日／月曜日(祝日の場合は火曜日)

直接電話にて予約(090-1628-0188 シーホース)

時　　間 1回あたり2時間程度
料　　金 無料(会場の確保、使用料などは申込者負担)

開 催 日 随時
時　　間 1回あたり2時間程度

•出前スポーツ教室 menu

水俣市教育委員会スポーツ振興課
水俣市中央公園1　TEL.0966-63-9311(総合体育館内)　駐車場／あり　定休日／土･日曜日、祝日

水俣市役所経済観光課
水俣市陣内1-1-53　TEL.0966-61-1629　駐車場／20～50台　
定休日／土･日曜日、祝日

開 催 日 1期／5～7月(12回)、2期／9～3月(20回)
時　　間 朝の部／10：20～11：30、夜の部／19：30～20：40
料　　金 1期／4,500円、2期／7,500円
参加方法 総合体育館受付の専門用紙にて申し込み
 ※18歳以上の健康な方(医師に運動を止められていない方)

•太極舞＆コンディショニング教室

開 催 日 1期／5～7月(10回)、2期／9～12月(8～10回)、
 3期／1～3月(8回～10回)
時　　間 13：30～14：40
料　　金 3,000円
参加方法 総合体育館受付の専門用紙にて申し込み
 ※18歳以上の健康な方(医師に運動を止められていない方)

•初級ピラティス教室

•トレーニング初心者教室

開 催 日 年1～2回
時　　間 14:00～16:00
料　　金 300円(施設利用料)
参加方法 総合体育館トレーニングルームにて申し込み(電話受付可)

•体力測定

開 催 日　年3～4回の土曜日
時　　間 14：00～16：00
料　　金 300円(施設利用料)
参加方法　総合体育館トレーニングルームにて申し込み(電話受付可)

開 催 日 年8回(オープン4回、会員のみ4回)
時　　間 不定
料　　金 1チーム1,000円(会員登録をする場合は年間5,000円)
参加方法 事務局に電話にて申し込み(080-2506-8822事務局 井手上)

•ビーチボールバレー大会

開 催 日 年10回(月1回)
時　　間 13:00～14:00
料　　金 500円(定期券、回数券持参の方は200円)
参加方法 合体育館温水プール受付の専用用紙にて申し込み
 ※18歳以上の健康な方(医師に運動を止められていない方)

•ミットアクア教室

menu
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健康づくり
メニュー

喫茶 花

水俣市牧ノ内3-1もやい館2F
TEL.0966-62-6555
営業時間／10:00～20:00
駐車場／もやい館駐車場を利用　
定休日／日曜日

1

茄子みそ炒め 750円

アージェひげのみせ

水俣市南福寺1000-9
TEL.0966-62-0908
営業時間／12:00～14:00(OS13:30)、
　　　　　18:00～(要予約)
駐車場／10台　定休日／水曜日

2

鶏肉ビネガー煮 2,000円

志のぶ弁当

水俣市袋790-1
TEL.0966-63-1275
営業時間／9:00～12:00
駐車場／4台　
定休日／土･日曜日、祝日

3

うま塩弁当 500円

水俣市幸町6-8
TEL.0966-63-2328
営業時間／10:00～15:00、
　　　　　17:00～22:00
駐車場／10台　定休日／第1･第3月曜日

魚プロバンス風セット 1,080円

レストラン ナポレオン5

ご飯処 たけんこ

水俣市月浦54-126
TEL.0966-63-5501
営業時間／11:00～15:00(ランチ)、
　　　　　15:00～18:00(喫茶)
駐車場／78台　定休日／不定休

4

パスタセット 1,100円

喜楽食堂

水俣市浜町1-2-9
TEL.0966-62-2629
営業時間／11:00～15:00(OS14:30)、
　　　　　17:00～20:30(OS20:00)
駐車場／3台　定休日／土曜日

6

チャンポン 500円 天ぷら定食 910円

生活協同組合くまもと水光社本店3F 
ファミリーレストラン7

水俣市古賀町1-1-1
TEL.0966-62-5022
営業時間／11:00～19:00(OS18:30)
駐車場／536台　
定休日／5月･11月の第2木曜日

民家れすとらん 大山

水俣市丸島町2-4-21
TEL.0966-62-5779
営業時間／11:30～16:00
駐車場／4~5台
定休日／月･火曜日

8

チキン南蛮レディースセット 700円

生活協同組合くまもと水光社本店
惣菜コーナー

水俣市古賀町1-1-1
TEL.0966-63-2121
営業時間／9:00～20:00
駐車場／536台　
定休日／5月･11月の第2木曜日

21

そば処 めん太郎
水俣市古賀町1-2-30
TEL.0966-62-5353
営業時間／11:00～14:00、
　　　　　17:00～20:00
駐車場／3台　定休日／火曜日

16

水俣市久木野ふるさとセンター 
愛林館

水俣市久木野1071
TEL.0966-69-0485
営業時間／9:00～17:00
駐車場／30台　
定休日／月曜日(祝日の場合は火曜日)

20

アイコン アイコン アイコン

新茶屋
水俣市桜井町2-1-9
TEL.0966-62-2400
営業時間／17:30～
駐車場／4台　
定休日／不定休

14 鶴岡食堂
水俣市丸島町2-7-1
TEL.0966-62-3436
営業時間／11:00～15:00
駐車場／数台　
定休日／日曜日(臨時休業もあり)

15

チャイナーキッチン 
良心亭

水俣市港町2-1-14
TEL.0966-63-4890
営業時間／18:00～22:00
駐車場／2台　
定休日／月曜日

19

食処 かしわぎ
水俣市湯出1533
TEL.0966-68-0031
営業時間／11:00～日没(夜は要予約)
駐車場／公営駐車場を利用　
定休日／月曜日(祝日の場合は火曜日)

17 レストラン さくら
水俣市南福寺3-61
TEL.0966-63-3833
営業時間／11:00～14:00
駐車場／7台
定休日／日曜日

18

福田農場ワイナリー
バレンシア館

水俣市陳内2525　
TEL.0966-63-3900
営業時間／10:30～21:00　
駐車場／120台　
定休日／不定休

9 食事の店 味
水俣市大黒町１-１-24
TEL.0966-62-3257
営業時間／11:30～14:00、
　　　　　17:30～21:00
駐車場／2台　定休日／日曜日

12田舎料理 蔵
水俣市湯出1020
TEL.0966-68-0321
営業時間／事前予約のみ　
駐車場／4台　
定休日／事前予約のみ

10 貝汁味処 南里
水俣市袋847
TEL.0966-62-4200
営業時間／10:00～15:00(OS14:30)、
　　　　　17:00～22:00(OS21:30)
駐車場／20台　定休日／なし

11 カフェ・パレット
水俣市大黒町2-1-10
TEL.0966-84-9198
営業時間／11:00～18:00
駐車場／なし　
定休日／不定休

13

・ブルーサークルメニューとは、総エネルギーが600kcal未満かつ塩分が3g未満の栄養
バランスが整ったメニューです。
・スマートミールとは、①エネルギー量（カロリー）は、1食あたり「ちゃんと」450～
650kcal未満,「しっかり」650～850kcalの2種類とする。②料理の組み合わせは、「主食+
主菜+副菜」パターンと「主食+副食（主菜・副菜）」パターンの2種類とする。③エネル
ギーの素となる栄養素（たんぱく質:P、脂質:F、炭水化物:C）が１食の総エネルギーに占
める割合（PFC%E）は、たんぱく質13～20%E、脂質20～30%E、炭水化物50～65%E
の範囲内とする。④食塩相当量は、「ちゃんと」3.0g未満、「しっかり」3.5g未満とする。
⑤野菜等を140g以上使用する。⑥牛乳・乳製品、果物は適宜取り入れることが望まし
い。⑦特定の保健の用途に資することを目的とした食品や素材を使用しないこと。

さぷり
水俣市浜町3-6-10
TEL.0966-63-7903
営業時間／8:00～12:00
定休日／年末年始

22 

料　　金 年会費(幼児~中学生3,000円、高校生以上4,000円)
参加方法 窓口にて直接申し込み

•バドミントン、ビーチバレーボール、
アーチェリー、卓球、陸上スクール
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