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秋の維新公園は『安らぎの夢空間』
今年の夏は、異常に早い梅雨明けだったと思いきや、９月になって平年並みの梅雨明けに変更されるという珍しい気象でし
た。また、新型コロナの第７波が全国的に拡大し、県内でも１日で3,000人を超えるなど、行動制限がないとはいえ、夏を謳
歌するムードではなかった中で、明るい話題を届けてくれたのが、甲子園での下関国際高校の大活躍でした。『筋書きのない
ドラマ』そのものに、優勝候補チームを次々と撃破し、県勢として37年ぶりに決勝進出を成し遂げました。決勝は惜しくも敗
れ、準優勝に終わりましたが、粘り強い、はつらつとしたプレーで全国を沸かし、誇らしい気持ちになった人も多かったと思
います。スポーツの感動を届けてくれた、監督・選手をはじめ関係者に、心から拍手を送りたいものです。
維新公園でも、コロナ禍での夏休み期間中ながら、様々な大会がほぼ予定通り実施され、それぞれ、スポーツならではのド
ラマが展開されたものと思います。
10月に入ると、少しずつ秋の気配が感じられる気候となりますので、夏の疲れを癒すとともに、心のゆとりを取り戻すには
最適な季節ではないでしょうか。スポーツで汗を流し、心身をリフレッシュするもよし、公園内を散策し、木陰で読書するも
よし、秋の維新公園をキャッチフレーズの“安らぎの夢空間”として、皆さんの思い思いの過ごし方で楽しんでいただきたい
と思います。お待ちしています。
一般財団法人山口県施設管理財団 理事長 守田正史

主な大会・イベント情報

凡例

【R４．１０～１２】

ア：アリーナ
武：武道館
み：維新みらスタ
ち：ちょるる広場

レ：レクチャー
テ：テニス場
弓：弓道場
野：野外音楽堂
補：補助陸上競技場 球：球技場
ラ：ラグビー・サッカー場

下記は予定で大会・イベントの変更の可能性があります。また、観覧者の入場を制限している大会等が多く
なっています。詳細は各主催者にお問い合わせください。

陸上競技
10/ 8㈯・ 9㈰
10/14㈮～16㈰
10/29㈯・30㈰

第１回山口県中学校新人陸上競技大会
（み）
第19回田島直人記念陸上競技大会 兼 小学生中学生高校生強化陸上競技大会 （み）
山口県体育大会陸上競技（高等学校の部）
（み）

サッカー・ラグビー
10/ 8㈯～10㈪
10/16㈰
11/ 6㈰・13㈰・20㈰
11/13㈰
11/27㈰
12/10㈯・11㈰

皇后杯JFA第44回全日本女子サッカー選手権大会中国地域予選会 兼 第37回中国女子サッカー選手権 （ラ）
山口県体育大会・スクール、社会人クラブ大学の部（ラグビー）（ラ）
第102回全国高等学校ラグビーフットボール大会県予選
（ラ）
第101回全国高等学校サッカー選手権大会県大会（決勝） （み）
第19回全国小学生タグラグビー大会県予選大会
（ラ）
高円宮杯JFA第34回全日本U-15サッカー選手権大会 （み･ラ･補）

テニス
10/22㈯・23㈰ ダンロップ中国決勝大会
11/12㈯・13㈰・19㈯・20㈰・23㈬ 赤川杯・山口県テニス選手権大会
12/11㈰・17㈯・18㈰ 山口県ウインタージュニアテニス選手権大会

（テ）
（テ）
（テ）

バスケットボール・バドミントン・卓球
10/29㈯・31㈰
11/ 5㈯～ 7㈪
12/ 3㈯・ 4㈰
12/10㈯・11㈰

第75回全国高等学校バスケットボール選手権大会県予選
（ア）
山口県体育大会（高校の部）バドミントン競技
（ア・レ）
第54回中国新人学生卓球選手権大会
（ア）
第35回TYS杯高校バスケットボール選手権大会
（ア・レ）

体操
10/ 1㈯・ 2㈰
11/26㈯・27㈰

第73回中国五大学学生競技大会（体操競技）
第33回山口県ジュニア体操競技大会

（ア）
（ア）

令和4年度山口県体育大会 空手道競技
中国地区ベテランズ柔道大会

（ア）
（武）

武道
11/20㈰
11/27㈰

各種大会・文化
10/22㈯
10/23㈰
11/20㈰

がん患者支援イベント リレー･フォー･ライフ･ジャパン2022やまぐち （ア）
家族みんなのフェスタ
（ア・レ）
公共建築イベント「公共建築博士からの挑戦状！スタジアムの謎を解け！」 （み）

ニュースポーツ
11/13㈰

第9回スポーツウェルネス吹矢中国・四国ブロック山口大会⇒Ｐ3で紹介 （ア）

維新公園四方山話（第三十三話）
維新公園四方山話（第三十二話）

レノファ山口とのコラボで、
スタジアムツアーを実施！

維新みらいふスタジアムで開催される陸上競技大会をはじめ、レノファ山口のＪ２リーグ戦など
を、スタンドの観客席から観戦される方は多いと思います。こうしたスポーツイベントを円滑に実
施できるよう、スタジアム内には様々な施設や設備を備えていますが、運営スタッフなどで関わら
ない限り、直接目にする機会は少ないのではないでしょうか。そこで、こうしたスタジアムの舞台
裏を見学する「スタジアムツアー」を、初めて、レノファ山口との共同企画として、８月20日の
水戸戦の試合前に実施しました。
対象者は、レノファ山口の年間観戦チケット（シーズンパス）をお持ちの方に限定して20名を
募集し、約100名の応募者の中から抽選で選ばれた18名（２名欠席）で実施しました。
見学は、約１時間コースで、４Ｆの司令室、VIPルーム、１Ｆ
のロッカールーム等を見学し、西側スタンドにある大型映像装置
の内部にも入ってもらい、一旦解散後、最後に、選手バス到着時
に、選手の出迎えをして、終了しました。各見学箇所では、レノ
ファのスタッフが、運営の裏話なども紹介し、熱心に質問する参
加者も見られました。
アンケートでは、「満足」・「やや満足」が94％となり、改
VIPルーム
善の余地はあるものの、初回としては上々と考えています。また、
印象に残った箇所（複数回答）では、VIPルームとロッカールー
ムが最多で、やはり、レノファのサポーターらしい結果になりま
した。
今回の反省点や参加者のご意見等も参考にし、より思い出に残
るツアーとなるよう、来シーズン（9/25 Ｊ２残留決定）に向
けて、ブラッシュアップしますので、機会があれば、是非、ご参
ロッカールーム
加ください。

企画事業（参加者募集）

財団の企画事業を次のとおり開催します。
※開催調整中で日時等は予定です。

【Ｒ４．１０～１２】 変更の可能性もあるので参加の際はHP等財団広報を必ずご確認ください。

◆ 維新公園走り方（短距離）教室（定員に達し募集終了）
・日時 10月10日（月・祝）小学２～４年生を対象に短距離走の基本を学びます
◆ ビッグシェル演奏会（野外音楽堂）
山口市立鴻南中学校吹奏楽部演奏会
山口ウインドオーケストラ演奏会
・日時 10月16日（日）
・日時 10月30日（日）
山口県立西京高等学校吹奏楽部演奏会
・日時 10月23日（日）
◆ 秋のツリーウォッチング 先着30名 参加費￥500
・日時 11月３日（火･祝）9：00～11：30
◆ 春を迎える花壇植栽ボランティア（ファンクラブ会員限定）
・日時 11月11日（金）ボランティア登録の方に別途ご案内します
山口ブラスソサエティ演奏会
◆ ジョギング教室 先着30名 参加費￥500
・日時 11月12日（土）9：3０～11：30
一般を対象に走る楽しみを学びます
◆ ネイチャーゲーム
・日時 11月19日（土） 参加費 ￥500
◆ ガーデニング教室
・日時 12月３日（土）9：3０～11：30 参加費 ￥3,000
◆ 芸術フェスタ in 維新公園 写真や絵画作品を募集し全品展示します
秋のツリーウォッチング
・応募期間 令和４年12月～令和５年１月予定
※ 事業のお問合先：TEL083-922-3712（維新公園サービス課）

第９回スポーツウエルネス吹矢
中国・四国ブロック山口大会

みどころ紹介

皆様、こんにちは！11月13日（日）維新大晃アリーナにて
「第９回スポーツウエルネス吹矢中国・四国ブロック山口大会」
を開催致します。
この大会は１年に１度中四国の会員が日頃の練習の成果を競い
合う大会ですが、2020年からは新型コロナ感染症のため、延期
になっておりました。競技人口は全国７万人以上とされ、中四国
には121の支部があります。その３年ぶりの大会を山口県で開
催できることは大変光栄であると同時に開催県としては身の引き
締まる思いです。
そもそもスポーツウエルネス吹矢とは、呼吸法を用いた健康ス
ポーツです。「スポーツウエルネス吹矢式呼吸法」という腹式呼
吸・胸式呼吸を取り入れた基本動作を行いながら、筒の中の矢を
吹いて的に当てるスポーツです。この呼吸法は呼吸にかかわる筋
肉を全て活用します。息を静かに細く長く吐き、自然に息を吸い、
一瞬止めてから的に向かって短く一気に吹く…スポーツウエルネ
ス吹矢式呼吸法を行うことで、腹式呼吸と胸式呼吸が自然にで
きるようになります。また、的に当てる以上高得点を目指すという競
技性がスポーツとしての楽しさに繋がっています。的のど真ん中にス
パーン！と当たった時の爽快感は何とも言えない気持ちよさです。
吹矢というと猛獣に使う矢を想像する方も多いかもしれませんが、
ここで使う用具は全て一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会
公認の、安全性が確保された用具のみ使用を許されています。矢の先
も丸くなっており、人に刺さる危険はありません。
初心者は６ｍ離れた所から的を狙い、昇級試験を受け合格すると１
ｍずつ的から離れ、最終的に高段者になると10ｍから狙うことにな
ります。点数だけではなく基本動作をきちんと行うことで、深い呼吸
をもたらし、集中力を高めて体に活力をもたらします。
大会中の会場内はスポーツの大会としては非常に静かで張り詰めた
雰囲気だと思われます。凛とした静けさの中、的に矢が当たるパーー
ンッ！という音が響き、緊張感を高めます。興味を持たれた方は、ど
うぞ観戦にいらしてください。そして是非スポーツウエルネス吹矢を
始めてみませんか？
山口県スポーツウエルネス吹矢協会
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７月から１ヶ月半ほど勝ちがなく苦しい状況が
続いたレノファですが、32節に勝ち、ようやく
長いトンネルを抜けました。34節の横浜ＦＣ戦
は惜しくも引き分けでしたが、首位を相手に堂々
と渡り合いました。名塚監督は「点を取られたと
ころは課題だが、下を向くことなくゴールを目指
した部分のメンタリティーは続けたい。最近ホー
ムでサポーターの皆さんの後押しを本当に感じて
います」と前向きなコメントされています。
その後無敗を続け、Ｊ２残留を決めました。来
季を充実したシーズンにするために勝利を積み重
ねたいところです。みんなで応援しましょう！
※

名塚監督コメント

レノファ山口ＨＰより

今年は久しぶりに行動制限がない夏でした。TVでは夏休みの子供たちが家
族で旅行する様子が流れ、コロナに気をつけながらも夏を楽しんでいました。
移動自粛など考えは様々ですが、皆さんは夏をどうすごされましたか？
さて、秋と言えば皆さんの楽しみは何ですか？公園の樹木は芸術的な色合い
の紅葉を見せてくれますし、スポーツ等体を動かすにも最適な気候です。食欲
の秋を楽しんだ後は、公園で秋を満喫しませんか？
（Ｋ）

