オープン!

皆様に安全に安心して使用していただける環境が整い、
４月２９日(土)より、大原運動公園の
夏期営業を開始致しました。今シーズンもたくさんのご来場、心よりお待ちしております。

球児と
地元高校 ！
対戦

ルートイン
BCリーグ
公式戦

６月に２週連続で高校野球
招待試合を開催します。

高校野球
招待試合

招待校

招待校

花咲徳栄高校（埼玉）
6月3日（土）・4日（日）
桐生第一高校（群馬）
6月10日（土）・11日（日）

2017
プロ野球

新潟アルビレックス BC ホームゲーム

新潟アルビレックスＢＣ
VS

群馬ダイヤモンドペガサス
7月8日（土）15：00プレイボール

イースタン・リーグ公式戦

市民の交流と健康づくりを提供する大原運動公園

大原運動公園 全施設

大原通信
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E
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埼玉西武ライオンズ

9/17

日㈰に奥野先生︵森林インストラクター︶の案内のもと︑

19

スノーシューハイクに行ってきました！

3月

大原運動公園周辺をスノーシューで歩きました︒雪の上を一歩一

歩進みながら︑春を待つ木々を観察︒カモシカに遭遇することは

できませんでしたが︑春に向けて自然の変化を感じることができ

した︒参加者からは﹁新芽などを見ることができ︑雪の中にも春

を感じた﹂﹁冬はなかなか運動ができないので良い機会だった︒

また参加したい﹂と︑充実した様子でした︒天候に恵まれ︑楽し

安全なルートで、はじめて参加した方も
楽しく歩けました

12:30プレイボール
いスノーシューハイクになりました︒

木の特徴や動物の
足跡を説明する奥野先生

横浜DeNAベイスターズ
発行：
BMS南魚沼
スポーツコミュニティ
http://oharaundoukouen.jp/

５月の大会予定
テニスコート
5/3〜5 ……東日本中学ソフトテニス研修大会
5/9〜10 … 高校テニス春季中越地区大会
5/13〜14 全日本ジュニア新潟県予選
5/21……… 中越クラブ対抗戦

ベーマガ STADIUM
5/3、6 …… 少年野球日報杯
5/4〜5 …… 全軟中学野球南魚沼予選
5/7…………マスターズ野球魚沼予選
5/13〜14…関甲新大学野球三部リーグ戦

多目的グラウンド
5/3…………… 少年野球日報杯
5/4…………… 全軟中学野球南魚沼予選
5/7、13〜14…新潟県サッカーU-15リーグ戦
5/20〜21、28 新潟県サッカークラブ選手権
5/27 ………… 高校サッカー新潟県総体

2017.5
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「大人のための」大原運動公園テニス教室

アルビレックス新潟サッカースクール

昨年大好評だったテニス教室を、今年は春から開催い
たします！運動不足解消、
ストレス発散、新しい仲間作り
にテニスをプレーしませんか？

親子サッカー教室

期日／5月27日（土） 時間／18:30〜20:00
会場／大原運動公園多目的グラウンド
対象／年中・年長の親子20組 小学1〜3年の親子20組 小学4〜6年の親子20組
参加費／1組1,500円（税込）

日 程／5月10日〜7月12日 19：30〜21：30（毎週水曜日 全10回）
※雨天順延予備日7月19日（水）、26日（水）

月イチスクール「南魚沼校」

※雨天等による中止で全10回に満たない場合でも、7月26日（水）以降は

期日／6月15日（木）、7月20日（木）、8月10日（木）、9月18日（月）
10月9日（月）、11月2日（木）
時間／18:30〜20:00 会場／大原運動公園多目的グラウンド
対象／小学１年〜６年生の男女
参加費／ドリームクラブ会員2,500円（税込） 一般3,500円（税込）

実施いたしません。
対

象／一般の方（初心者〜中級者）1回目にクラス分けを行います

定

員／20名

参加費／5,000円（保険代含む）
レンタル／ラケット 1回100円（数に限りがあります）

お申し込み・お問い合せ

お申し込み／5月7日（日）
までに「大原運動公園ベーマガSTADIUM内
管理事務所」へお電話・FAX・窓口にてお申し込みください。

信越トレイル・関田峠ブナの森散策 参加者募集

ッフ
BMSスタ
コマ
4月の一

今回は長野県自然百選に選ばれた飯山市関田峠です。樹齢約200年の
ブナ林が広がる絶景ロケーション。皆様のご参加、お待ちしております。
日 程／6月4日（日）8：00〜16：00（解散予定）※7：50までに集合してください。
集合場所／ベーマガSTADIUM前
定

大原運動公園から現地までバスで移動します。

員／20名（先着順） 参加費／2,000円（保険代含む）

持ち物／昼食、飲み物、雨具、
トレッキングシューズ 講師／森林インストラクター 奥野正春先生
お申し込み／当日までに参加費を添えて「大原運動公園ベーマガSTADIUM内管理事務所」へ
お申し込みください。※TEL・FAXで申し込み後、当日参加費ご持参でも受け付けます。

大原から世界へ挑戦！

0800-222-3016

アルビレックス新潟サッカースクール本部事務局
新潟市中央区美咲町2-1-6

今 年は昨 年に比べて積 雪が
多く、ベーマガ STADIUMス
タンドでは BMS スタッフが除
雪に奮 闘しました。テニスコ
ートは重機を入れての除雪作
業。順 調に雪が融け、施 設
オープンを迎えられました。

世界に羽ばたけ!大原運動公園サポーターズ企業ご協賛金は、地域
スポーツの発展のため活動資金として活用させていただきます!!

サ ポ ー タ ー ズ 企 業 一 覧（ 順 不 同 ）

コカ・コーライーストジャパン

ダイドードリンコ

うおぬま倉友農園

新 潟セルテック建 設

青木酒造

廻るすし道楽

モダンダイニング 与 六ぢゃ

オンヨネ

大幸

中越運送

小島電設

ヨネックス

魚 沼アスコン

カネカ建設

富山電気

中島屋

笛田組

三条印刷

帝京 長 岡 高 等 学 校

成和

サントリービバレッジサ ービス

新潟綜合警備保障

新潟ガービッヂ

桐生工業

舞 子リゾート

若狭屋書店

小野塚管工

カクチョウ印刷

浦佐管理物産

カーショップ B a n

F C Pa d r e Du r o

エム・ケイ薬 局
しおざわ農 業協同組合

アルビレックス新潟

ストウファーム

阿部製作所

伊藤園

佐藤鉄筋

FMゆきぐに

井口表具店

大光銀行

井口建設工業

フュージョンズ
ミズノ

ベ ースボー ル・マガジン社

サトウスポーツ

指定管理者／ＢＭＳ南魚沼スポーツコミュニティ

連 絡 先 ・お問 い 合 せ

構 成 団 体／株式会社ベースボール・マガジン社
住

ミズノ株式会社

有限会社サトウスポーツ

所／〒949−6424 新潟県南魚沼市万条新田417 大原運動公園管理事務所
（ベーマガSTADIUM内）

連絡先／TEL025
（783）
3533 FAX025
（788）
0247

Facebook で情報発信中！

