
MC フリーアナウンサー
平野 綾菜 氏

LINE登録お願いします！
詳しい情報を配信しています。

アクシオン福岡マネージメントグループ
■三栄ビルサービス株式会社   ■西鉄ビルマネージメント株式会社  
■アシックスジャパン株式会社  ■公益財団法人福岡県スポーツ振興センター 

スケートボードの無料体験会、
プロボーダーによるパフォーマンス演技を開催！

※自分のボードをお持ちの方は
ご持参ください。
ボードの貸出あります。（無料）

※お申込みは、県立総合プール
TEL:092-623-4400
FAX:092-612-2526まで

定員が
ありますので
事前申し込みが
必要です

アクシオンフェア2019“感”

令和元年
10月14日（月・祝） 

8月23日（金）
受付スタート
定員になり次第締切ります

スポネット検索！

9:40～9:55 （会場:エントランスホール）
オリンピック・パラリンピックに関する黒板アート
披露・インタビュー

日学・黒板アート甲子園®２０１９ エリア賞 （九州・沖縄ブロック）
作品タイトル【はじめよう】
黒板アートとは、黒板にチョークで描かれた絵や文字など
の作品です。オリンピック・パラリンピックの姿を表現した
アートを作成します。　　　　　  九州産業高等学校美術部

10：00～14：30
スケートボード体験会 
　　〔会場：ピロティ（屋外）〕

14：30～
デモンストレーション

※定員がありますので事前申し込みが必要です。
※お申込みは県立総合プール TEL:092-623-4400 FAX:092-612-2526まで

スポーツのゴールデンイヤーズ到来！
～スポーツの良さ（感心・感動・感激）を今一度感じよう～

☆バレーボール教室☆
2008年 北京オリンピック出場

2012年 ロンドンオリンピック 銅メダル

佐野 優子 氏
〔会場：メインアリーナ〕
対象：中学生（バレーボール経験者）
時間：10：00～12：00
※運動できる服装、室内シューズをご持参ください。

☆水泳教室☆
2016年 リオデジャネイロオリンピック

競泳男子4×200m 銅メダル

江原 騎士 氏
〔会場：プール〕
対象：①記録アップを目指す人（選手対象）高校生以下

②記録アップを目指す人（選手対象）マスターズ
時間：①12：00～12：50

②13：00～13：50
※水着、水泳キャップなどの準備をお願いします。

オリンピック・パラリンピックを身近に感じられるイベントが盛りだくさん

☆豪華ゲストがフェアを盛りあげる！！

参加費

無料
※どなたでも
参加いただけます



交通アクセス

〒812-0852  福岡市博多区東平尾公園2丁目1番4号
県立総合プール TEL:092-623-4400

◯博多バスターミナルから約20分
14番乗り場：37・39・39-B
アクシオン福岡前 下車

◯JR博多駅から約20分
◯福岡都市高速月隈ランプ出口を降りて約5分
◯太宰府方面から都市高速金の隈ランプ出口を降りて約5分

エアロビクス室

入門太極拳

スタイルUPピラティス

ファミリーヨガ

だれでもリズムダンス

だれでもチアダンス

第1・2研修室

健康体操シニアヨガ

ファイティングエクササイズ

ボディメイクストレッチ

やさしいヨガ

和　室

親子deヨガ

ポジティブエイジングヨガ

リラックスグヨガ

ストレッチボール体操

エントランスホール

ヒップホップダンス（キッズ・ジュニア）

中高生ヒップホップダンス

チアダンス（キッズ・ジュニア）

ボルダリング

◎スクール体験レッスン ※各教室に定員がありますので事前申し込みが必要です

※教室の詳細については、ホームページをご覧いただくか、電話でお問合せください。

※当日は運動できる服装、室内シューズをご持参ください。

10：00～10：45

10：50～11：35

11：40～12：25

12：30～13：15

13：20～14：05

福岡県タレント発掘事業 体力測定会
対　　象：小学生・中学生
受付時間：9：30～14：00
※運動できる服装、室内シューズをご持参ください。

◎サブアリーナ

◎県立総合プール
プール無料開放
対　　象：オムツが取れてる幼児以上
受付時間：9：00～11：30のうち2時間（最終受付 11：00）　
※水着、水泳キャップなどの準備をお願いします。

県立スポーツ科学情報センター TEL:092-611-1717

◯福岡空港から約7分
地下鉄4番出口から福岡空港前バス停：37・39
アクシオン福岡前 下車

お問合わせ
ご 予 約 は

公共交通機関のご利用/西鉄バス 自家用車のご利用

開館
トレーニング室無料開放（2時間以内・最終受付14：30）
プール無料開放（2時間以内）
タレント発掘事業体力測定会/ボルダリング/ディスコン・ソフトダーツ/ビームライフル/パラスポーツ・親子運動遊び/スクール無料体験※

オリンピック・パラリンピックに関する黒板アート披露・インタビュー（会場：エントランスホール）
スケートボード無料体験会
ドッジボール/インディアカ/車椅子レクダンス/縄とび/一輪車/フライングディスク/レク式体力チェック
スケートボードプロボーダーによるデモンストレーション
閉館

8:30～
9：00～15：00
9：00～11：30
9：30～14：00
9：40～ 9：55
１０：００～１４：30
１2：15～15：00
１４：３０～
15：00

◎プログラム

◎クイズラリーで全イベントを制覇しよう！

❺

❻

案内マップを見ながら❶～11のどこかにある問題
を探して、クイズの答えをシート
に記入しよう。
記入し終わったら、スタート地点
に戻って答え合わせ！さぁ、何問正
解できるかな？

アクシオン福岡を探検！
クイズラリーに参加してスポーツをもっと知ろう。

※詳しくは下記スクール体験レッスンをご覧ください。

ボルダリング メインアリーナ

サブアリーナ

体力測定室

エントランス

多目的アリーナ

スケートボード

第1・2研修室

第3・4研修室

1F

2F

プール

❸

❹

クイズに答えて
景品 を
もらおう！！

お申込みは、県立スポーツ科学情報センター
TEL:092-611-1717まで

トレーニング室無料開放
対　　象：中学生以上
受付時間：9：00～15：00のうち2時間（最終受付 14：30）
※中学生は保護者（高校生以上の方）同伴が必要です。
※運動できる服装、室内シューズをご持参ください。

◎トレーニング室

西鉄バス運転手体験できます！！
※開催時間は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

◎県立総合プール駐車場前 予約不要



固定電話

No. 学年（年齢） ポジション
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参加申込フォーム（団体用）
申込日　令和　　年　　月　　日

イベント名称

アクシオンフェア2019　バレーボール教室

学校名

（フリガナ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校　　　　( 男子・女子）

監督者名

連絡先

（連絡の付きやすい番号を

必ず一つご記入ください）

携帯電話

氏名



所属

学年 　　　　　　　　　年生 年齢 　　　　歳

固定電話

経歴

はい
（所属チーム名をご記入ください）

いいえ

続柄

ポジション　　

チームに所属している

所属チーム名

福岡県立総合プール

TEL:092-623-4400

〒　　　　　　　　　　　　

住所又は連絡先

保護者氏名

（フリガナ）　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

FAX:092-612-2526

住所

〒

参加申込フォーム(個人用)
申込日　令和　　年　　月　　日

イベント名称

アクシオンフェア2019　バレーボール教室

参加者氏名

　　　　　　学校

（フリガナ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　男　・　女　）

連絡先

（連絡の付きやすい番号を

必ず一つご記入ください）

携帯電話

保護者承諾欄（※必ずご記入ください）

バレーボールの経験

tel:092-623-4400
tel:092-623-4400


所属

学年 　　　　　　　　　年生 年齢 　　　　歳

固定電話

距離

　　　　ｍ

以上泳げる
所属チーム名

続柄

※小・中学生：スイミングの選手コースに在籍している　かつ　九州ジュニアの参加標準記録を切っている

※マスターズ：日本マスターズ水泳協会に登録している

※正式なお申込後も、状況により人数の調整を行う場合がございますので、本フォームご提出

　と同時に予約確定ではございません。あらかじめご了承ください。

TEL：092-623-4400　FAX：092-612-2526

参加申込フォーム
申込日　令和　　年　　月　　日

イベント名称

アクシオンフェア2019　水泳教室

参加者氏名

（フリガナ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　男　・　女　）

保護者承諾欄（※必ずご記入ください）

保護者氏名

　　　　　　学校

住所

〒

連絡先

（連絡の付きやすい番号を

必ず一つご記入ください）

携帯電話

泳法

クロール・平泳ぎ・バタフライ・背泳ぎ
泳力

所属・記録

ベストタイム（泳法/タイム）

（フリガナ）　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住所又は連絡先
〒　　　　　　　　　　　　

[イベント参加条件]

※高校生：スイミングの選手コースに在籍している　かつ　西日本年齢別大会の参加標準記録を切っている


