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「髙田真希マルシェ」開催しました！

6月25日、こども未来館ここにこで、とよはしスポーツアンバサダー髙田真希選手発案の「髙田真希マルシェ」が開催されました。

髙田選手と直接対決ができる9つのバスケットボールリングがついている「Nine Hopes」、パラリンピック競技であるボッチャの体

験会、花育体験、ボトルランプワークショップ、スラックライン体験など、色んなアクティビティがありました。豊橋の多くの飲

食・販売店も出店して、美味しいものがいっぱいありました。髙田選手は多くの市民とのバスケットボール対決、ボッチャの愛好

者との試合、農産物の競りまで、多くの場面で登場し会場を盛り上げました。お越しいただいた皆様ありがとうございました！

バレーボールネーションズリーグ

日本女子代表大活躍

6月・7月にかけて女子バレーボールネーション

ズリーグが開催されています。今年の日本女子

代 表「火 の 鳥NIPPON」は 圧 倒 的 に 強 い パ

フォーマンスを披露しています。

アメリカ・フィリピンを巡って試合をしてきた

火の鳥NIPPONは6月26日の時点では8勝無敗と

いう圧倒的な記録を持っています。豊橋ゆかり

のアスリートの山田二千華選手が1週目のロサン

ゼルスツアーに出場し、ドイツ戦、韓国戦でそ

れぞれ5点をとりました。次の試合は30日カナダ

でオランダと対戦します。連勝が続きますよう

に応援しましょう！

ボッチャでは、赤・青チームにそれぞれ何球を投げ

るでしょうか？

A. 3球 B. 5球

C. 8級 D. 6球 facebook.com/toyohashisports/ instagram.com/do_toyohashi/

まちなか図書館でボッチャ体験会

6月18日、まちなか図書館でボッチャ体験会が開催されました。

ボッチャは脳性麻痺のある人が参加できるスポーツとして考えられ、

1984年からパラリンピックの種目となっています。

ジャックボールという白いボールをコートの奥に投げ、そのボールが両

チームの的となります。そこから順番に赤・青チームがボールを投げた

り転がしたり、他のボールに当てたりして、

いかにジャックボールに近づけるかを競いま

す。市内でボッチャの普及活動に取り組まれ

ているenjoy☆ボッチャの方にご協力いただ

き、子どもから大人まで、多くの方に投げる

練習から対戦まで体験していただきました。

皆様、ボッチャをやってみませんか！

答えはこちら！

または「豊橋CIR」を検索

English Available on Back 

著者クイズ 「スポーツのまち」づくり課のSNS

「Nine Hopes」挑戦！ボッチャ試合農産物競り
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Takada Maki Marche

The “Takada Maki Marche” was held on June 25th at Kodomo Miraikan Kokoniko. The event was the idea of Toyohashi Sports Ambas-

sador and basketball star Maki Takada. Takada set up her “Nine Hopes” game, which featured 9 basketball hoops in a tic-tac-toe 

pattern, and challenged visitors to beat her for a variety of prizes. The event also featured boccia, flower arrangement, a lamp workshop, 

slacklines, and more. A number of local restaurants, shops, and farmers came to set up stalls, and there was no shortage of delicious 

food. Takada challenged a large number of visitors to “Nine Hopes” as well as playing a game of boccia, and holding an auction for 

fruits and vegetables. Thank you to everyone who came out!

Local boccia group enjoy☆boccia held a boccia workshop on June 18th at 

the Machinaka Library.

Boccia is a game originally developed for people with limited mobility due 

to cerebral palsy. It has been an official Paralympic event since 1984.

The game begins by throwing the white “jack” ball, which becomes the 

target ball. Teams then take turns throw-

ing blue or red balls and trying to get as 

close to the jack as possible. Players can 

roll or toss the balls, and can hit the op-

ponent’s balls away as well. 

Thanks to enjoy☆boccia for the awesome 

event, and for everyone who came out to 

try boccia.

The FIVB Volleyball Nation’s League is underway, start-

ing in June and going through late July. The Japan wom-

en’s squad “Hi no Tori NIPPON” have been putting on 

a dominant performance so far in the tournament. The 

Hi no Tori toured America and the Philippines in the 

first two weeks of the tournament, and recording 

convincing wins in all eight matches. Toyohashi Chuo 

Senior High-graduate Nichika Yamada scored five points 

in their match against Germany, and another five in their 

match against Korea. The team will be travelling to 

Canada next, and will start the series with a match 

against the Netherlands. Let’s cheer them on!

How many balls does each team throw in boccia?

A. 3 B. 5

C. 8 D. 6

Quiz Corner

facebook.com/toyohashisports/ instagram.com/do_toyohashi/

Follow us for more!

Boccia Event at emCAMPUS

Find the quiz answer and more here!

Or search “Toyohashi CIR”

日本語は裏にあります
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Strong Performance by 

Japan at Nations League

Takada Tries BocciaFruit & Vegetable Auc�on


