
  

平成２７年９月山口市長定例記者会見 

記者発表資料 

 

１ ねんりんピックおいでませ！山口２０１５概要 

総 合 開 会 式  平成 27 年 10 月 17 日（維新百年記念公園陸上競技場） 

  スポーツ交流大会 平成 27 年 10 月 18 日～20 日 

  総 合 閉 会 式  平成 27 年 10 月 20 日（山口市民会館大ホール） 

 

２ 山口市開催スポーツ交流大会概要 

種目名 開催会場 

開催日程 

10 月 17 日 
（土） 

10 月 18 日 
（日） 

10 月 19 日 
（月） 

10 月 20 日 
（火） 

卓球 

やまぐち 
リフレッシュパーク 

（総合体育館） 

15:00～ 
16:00 

合同開始式 

9:30～17:10 
1･2 次予選ﾘｰｸﾞ 

9:30～10:50 
2 次予選ﾘｰｸﾞ 
 
12:00～14:15 
決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 
 
14:45～15:15 
表彰式 

－ 

ソフト 

ボール 

やまぐち 
リフレッシュパーク 

（第 1、第 2 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ） 

9:00～18:00 
ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦 

9:00～12:40 
ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦 

9:00～11:20 
準決勝・決勝 
 
12:00～12:30 
表彰式 

山口南総合センター 

（運動広場） 

9:00～18:00 
ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦 

9:00～14:00 
交歓試合 

－ 

ゲート 

ボール 

山口きらら博記念公園 

（スポーツ広場） 
－ 

10:00～10:40 
開始式 
 
11:00～16:10 
予選ﾘｰｸﾞ戦 

8:30～11:00 
予選ﾘｰｸﾞ戦 
 
11:40～15:30 
決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 
 
16:00～16:30 
表彰式 

－ 

サッカー 
維新百年記念公園 

（陸上競技場、 
ﾗｸﾞﾋﾞｰ･ｻｯｶｰ場） 

16:10～
17:10 

開始式 
(山陽小野田市) 

9:00～16:10 
ﾘｰｸﾞ戦 1 日目 

9:00～12:30 
ﾘｰｸﾞ戦 2 日目 
 
※表彰は随時実施 

－ 

水泳 
山口きらら博記念公園 

（水泳プール） 
－ 

9:30～10:00 
開始式 
 
10:30～17:00 
競技 1 日目 

9:30～15:00 
競技 2 日目 
 
※表彰は随時実施 
 
15:10～15:30 
閉会式 

－ 

件 名： 「ねんりんピックおいでませ！山口２０１５の開催について」 

担当課： ねんりんピック推進室 総務担当 （電話：0836-65-4411） 
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３ おもてなし事業について 

①会場装飾 

   市内小学校：手づくり応援のぼりの作製（交流大会会場へ設置） 

②商工観光ＰＲ事業（交流大会会場） 

  特産品・スポーツ用品等の販売 

  観光・物産ＰＲコーナーの設置 

  ミニ観光ツアーの実施 

③手づくり記念品の提供 

   市内中学校：歓迎・応援メッセージカード 

   山口市障害者施設共同受発注センター協議会：箸置き 

 ④山口の味紹介事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《関係団体等が行うおもてなし関連事業》 

①山口商工会議所を中心とした「おもてなし事業実行委員会」 

（事業内容）「おもてなし歓迎イベント」の開催 

10 月 16 日（金）～18 日（日）の 17 時～19 時 30 分に萩山口信用金

庫湯田支店の駐車場で地酒の試飲や地元特産品等の試食ブースなど

の設置 

②山口観光コンベンション協会 

（事業内容）小郡・湯田温泉・山口中心部で使えるお得なガイドブック     

「ゆけむり手形」の配布 

種目名 協力団体 内　　容 提供食数

10月18日(日) とく・徳なべ 1,000

10月19日(月) 重源なべ 600

10月18日(日) 豚汁 400

10月19日(月) 豚汁 300

10月18日(日) ～ 豚汁 1,500

10月19日(月) かも鍋 1,000

10月18日(日) 豚汁 400

10月19日(月) けんちん汁 300

10月18日(日)
嘉川海苔鍋
（コンソメ）

500

10月19日(月)
嘉川海苔鍋
（みそ）

400

山口中央農業協同組合女性部

（維新百年記念公園）

水泳
嘉川美食倶楽部

（山口きらら博記念公園）

日　　程

卓球
ソフトボール

徳地ふるさと資源活用協会

（やまぐちリフレッシュパーク）

ソフトボール
名田島婦人会

（山口南総合センター）

ゲートボール
あじすジャンボ釜保存会

（山口きらら博記念公園）

サッカー

１４：００

なくなり次第
終了

１１：００
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４ 健康づくり教室について 

実施会場 実施日時 内容 

やまぐちリフレッシュパーク 

（卓球、ソフトボール） 

10 月 18 日(日)  

9:00～16:00 

10 月 19 日(月) 

   9:00～15:00 

<市健康増進課> 

健康相談、健康チェック 

（血圧、血管年齢測定） 

<市食生活改善推進協議会> 

食生活のアドバイス 

<理学療法士会> 

マッサージ、ストレッチ、 

テーピング指導 

山口きらら博記念公園 

スポーツ広場 

（ゲートボール） 

10 月 18 日(日) 

   10:00～16:00 

10 月 19 日(月) 

   9:00～15:30 

<市健康増進課> 

健康相談、健康チェック 

（血圧測定）、パネル展示 

維新百年記念公園 

（サッカー） 

10 月 18 日(日) 

   9:00～16:00 

10 月 19 日(月) 

   9:00～13:30 

<市健康増進課> 

健康相談、健康チェック 

（血圧、握力、肺年齢測定） 

<市食生活改善推進協議会> 

食生活のアドバイス 

<柔道整復師会> 

マッサージ、ストレッチ、 

テーピング指導 

山口きらら博記念公園 

水泳プール（水泳） 

10 月 18 日(日) 

   9:30～16:00 

10 月 19 日(月) 

   9:30～15:00 

<市健康増進課> 

健康相談、健康チェック 

（血圧、骨密度測定） 

<市食生活改善推進協議会> 

食生活のアドバイス 

<理学療法士会> 

マッサージ、ストレッチ 

 

５ 大会運営ボランティア等について 

  山口市スポーツボランティア登録者を中心に、約 90 人の方に交流大会会場にお

いて、大会運営をサポートしていただきます。 

  また、競技補助員として、市内の中学校及び高等学校から約 400 名、近隣市の

高等学校から約 40 名の生徒に競技運営をサポートしていただきます。 
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