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昨年来の体験教室の実績(2012年10月〜12月､ 2013年2月〜3月)を踏

まえ､新取手自治会館でカローリング教室が定期開催されることになりま
した｡これで当クラブは戸頭会場につづき2会場での開催となります｡
カローリングは老若男女だれでもその日から楽しめるスポーツで､これか
ら地区別大会や地区対抗など種々企画をしていきます｡

なお､カローリングは定期教室･スポーツフェスティバルでの実施の他､要請により地域の子どもクラブイベ
ント､福祉団体イベントへの支援参加など幅広く活動しております｡新しいスポーツを皆で育てていきましょう｡
(カローリング教皇
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●会 場:新取手自治会館

凄絶先は

･開催日時:毎月第1･3水曜日韓
13:30‑15:30

スタッフ記)

●会 場:戸頭西中体育館
(戸頭東小体育館耐震工事完了後は東小で開催)
e開催日時:毎月第1 ･3土曜日

9:00‑10:00
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競技ルール抜粋

｢メジャー競技｣と｢ジュニア競技｣がありますが､現在､クラブでは､ ｢メジャー｣の
フロアコート(スローラインから※ポイントゾーンまで11m)を使用し､簡便な｢ジュニア｣

のルールを採用しています. 1チーム4人の対戦で交互にジェットローラーを投げ合い､ 6イニングの得点の合
計で競います｡得点はポイントゾーンの中心に最も近い位置にジェットローラーを停止させたチームが勝ちとなり､
このジェットローラーに順次､連続した位置にある勝ちチームのジェットローラーは.すべて加算します｡負け
チームはジェットローラーが何処にあっても得点の対象になりません｡
※ポイントゾーン:直径90cmの的で中心部が得点｢3｣､中間が得点｢2｣､外側が得点｢1｣に分かれています｡
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会員から頂しヽた｢いばらき国体の愛称.スローガン｣作品紹介jE糎ま で.づ̀

:‑芸

★愛珊:最後までねはつへ茨城国伽T.○
★スローのン:技と絆の結薫l薫えアスリート歌声の輪へTo醐

スポーツつて｢あきらめない心｣｢親しみ｣｢技を極める｣｢人をつなげる｣｢支援する人｣など
力いっぱいー'のキーワードがあふれてきますネo今日も楽しくなりそうです...o(広報)
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●開催日時:平成25年9月27日(令)
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11:00‑14:00
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●会 場:戸頭公園 ,

バーベキュー広場
●参加者: 43名
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晴天にも恵まれ楽しい一日でした｡
皆さんご協力ありがとうございました｡
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●開催日時:平成25年10月12日(土)10:00‑12:00

●会場:高井小学校体育館
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呼吸を整え身価の各部をゆっくり大きく動かします｡ i
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トーの一つ｢会員同士のコミュニケーション｣を兼ねている

ミニサイズのボーlLを取り入れた価操です｡
めとして､佃の各部を動かすことになります｡
また､敏捷性やバランス感覚も養います｡

〜

伝田先生のらくらく体操教室は､この写真だけでは分から
ない楽しさがあります｡体操をやりながら健康の話など皆で
情報を交換したりして進めるのですが､先生が社交的なので
生徒がつられて話がはずんでしまい体操の途中でしばしば中
断することもあります｡和気あいあいで笑いもたえませんが､
これもストレス解消になって健康にも良いのでは?本会のモッ

ボーlLを⊃ントD‑ルするため手首､指をはじ

〜

10:30‑12:00

●会場:戸頭公民館 ヽ
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●開催日時:毎月第2.4土曜日
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体操教室といってよいでしょう｡とにかく楽しいのです｡ま
た､高年齢者層の生徒が半分以上ですから体勢的にムリな時
は教えたとおりにできなくてもできる範囲でやればよいので
す｡いつまでにどこまでマスターしなければということもな
いし､月に2回しかありませんが家にいてTVを見ながらで

も応用がきくので体調管理には欠かせません｡知らず知らず
のうちにひざの痛みがなくなったなどの話も聞かれます｡
この教室の名物の一つに年に何回か安くて旨いランチなど
の話を持ち寄った｢お食事会｣があります｡お食事会の時は

特に参加者が多い等と言われるくらいですが､これで更に親
交が深まり互いに家庭の心配事まで相談し合ったりしていま
す｡筆者もこの雰囲気はこれからも大切にしたいと考えてい
ます｡
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持つ長さや束ねる数を変えることによって昌葡:
を変えることができるため､年齢,佃カを問わ3㌧ :
､自分に台わせた効率的なトレーニングが可能ですo I
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(らくらく体操スタッフ

武内敏男記)

㊥′̲. 劃IJ褒姥,塾地色尊重書嬢窃
①から②に動作を切り替えます｡ ②のあとは①に戻り､
以後リズム良く､ ①② ①(D ①② ･･････を10回繰り返し､休

みを入れて3セット行ないます｡これを毎日､体調に合わせ
何回か行って下さい｡毎日続けることが大切です｡

①の動き:身体の正面で右ひじと左ひざ頭を近づけます｡
(むの動き:身体の正面で左ひじと右ひざ頭を近づけます｡
コツは､左右のひじとひざを近づけることにより､お腹
周りを絞るようにして､腹斜筋に刺激をあたえることです｡

"弼すっきり'' "Iulさわやか' "身体しなやかに"

懐かしい歌･童謡などを歌いながら､リズム､
歌詞に台わせ､佃操を行います｡
★よく知っている歌により､順,頭,身佃を楽

しく動かすことができます｡
★歌うことで､呼吸をすることになり内臓の連
動も活発になります｡
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●開催期間:平成25年6月〜7月

蔀鶴攫爆甥園部の鶉越‑'atg萄轡餅.経目.会場時間は各教室1h〜2h 垂範瞳翁.Bd壇国豊艶捗‑サッカー:6/22(土)戸頭西中

か黒;,a:t';ahE',欝課.I,:I:諾諾龍霊S:Uニバ崇6,/360g)莞款
ない子だけれど｢健康のために何かやらせたい｣と､思う親はパドルテニス:7/9(火)戸頭西中
多いはず○親の押し付けにならないよう子とも本人に決めさせたバドミントン:7/13(土)高井小
いですよね‑.まずは!いろいろ体験できる場を作ってみましたoトランポリン､ダブルダッチ､体操:
8種目のうち､3種目(サッカー､剣道､ミニバス)は､少7/20(土)戸頭西中

年団や地域のクラブで｢とりで西部ふれあいクラブ｣の教室で●対象:小学1年生〜5年生
はありませんが､子とも達により多くの体験をと､各団体の指●参加者:4家族7名参加
導者と連携し実施しましたe(クラブマネージャー中根記)

臆轟∴二二蘭∴ ̲ .1̲ 一一°一● ミーティング(とが基地)

も覇＼､∴/i顕
ー｢玉＼一一㌧ ′● ･書∴顎∴∴謹醍 パドルテニス一一一上体操体操(体力作のダブルダッチ 【本体験教室を実施して】実際はじi【今後に向けて】保護者の感想として､｢自分で色々なクラブに連絡を

まってみると､知らない子とも同士;とって､体験をお願いすることはとても大変です.今回の企画により､ i
ですが､どの種目にも真剣に楽しそ:それぞれのクラブの雰囲気もわかり､とても参考になりましたo｣また､
i うに参加している様子が感じられ､:｢本人のやりたいことが何なのかを探すのか大変でしたので､本人の過

i 付き添っている私も応援する気持ち:正を見極められたので今回の企画は良かつたo｣などやって良かつた
が日に日に高まっていきましたoきつiなと思うお話がありましたoやってみて気づいたのば参加したお子さ

とこの子たちならとの種目に入つても､iんの運動センスが大変高かつたことです○また､保護者の熱心な姿が印
上手く馴染んでやっていくなと惑じi象に残りましたo来年もできれば企画したいです○
ていますoiそして､たった1日の練習に真剣に取り組んで下さった指導者の方々 i

結果､4年生女子(親子)が総合型:にもこの場をかりてお礼申し上げます○ご協力ありがとうございました○
i のバドミントンクラブへ入会しました.:今後もよろしくお願い致します○
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Q8‑の曾他②
【開催日】平成25年11月28日(木)
【集 合】

･新取手ツタヤ駐車場

8:00

･戸頭駅前(マスタ裏) 8:10

【会 場】おやまパークゴルフ
ひととのや

小山市神烏他谷2259‑9
TEL 0285‑31‑0189

ふれおい
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1㌦ ⑦論‑玲8?㊨
【開催日】
平成25年12月3日(火)
【集 合】

とげぬき地蔵(新取手) 8:30
【コース】

東漸寺の銀杏と下高井の紅葉

★いろんな陸自のスポーツでいろんな人といろんな楽しみが出来るK.F慾
蕊 佛ﾈ醜*
y+ (+ﾚ) ﾘﾘxﾅ 闔h5 ﾈ ｸ684
Z5 (,ﾈ4ﾈ886(6 5(78 ｸ
★みんな元気.ワンツーステップ!きれが絵笛型SC(スポーツクラブ)ですT.D
★スポーツするなら今でしょ!総台型SCでしょIJR.S
スポーツを介して人を知り､お互いの個性を尊重し､それが地域のコミュニケーション向上につなが
るのでしょうoまずは気持ちを明るく､リズムを忘れず今やれることからやりましょう.(広報)

｢とりで西部ふれあいクラブ｣のホームページID

インターネット上の各
種情報や配信サービス利
用の場合､接続可能な携

http:〝twfc｡jimdo｡com/

帯電話からは､ QRコー

ドを｢バーコード読み取

り｣機能で接続すると便

rqcx2729@machicomi.jp
左のQRコードから｢まちcomiメール｣へ

QRコード

登録すると､とが墓地の教室情報が届きます｡

利です｡インターネット

利用の各種サービスは利
用状況を見て順次整備し
ていきます｡

参宮ジ重民

ご家族やお友達を
紹介してください

露鍾燭
95諷㊨ 99
各種行事･事務などに
応援戴ける方大歓迎
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取手市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会活動臆星童話登園案害
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●種目:カローリング､パドルテニス､ソフト剣チャンパラ､ダブルダッチ､ 刪黶Z〃

トランポリン､カンフ‑体操､ソフトサッカー､ロコモ体操

Ht'‑̲罫

当クラブを含めた取手市内の総合型地域スポーツクラブ3クラブ合同の活動
として､4年目を迎えましたo同活動(総合型連絡協議会)として本年は.6月
に会員対象のクラブ対抗運動会を実施しており､本8月は一般市民を対象とし､
ニュースポーツ種目主体に体験教室を開催しました｡新しい試みとして
①スタンプラリー形式による各種目の紹介､.1

②種目別アンケートの実施③体験‑券の配布す＼恵三講

護憲器謀議書棚.讃嘆‑i:‑Ji:,
催案内方法の改善をすることと致しましたojiノ‑‑
ノ､,〇mm
̲Tm一一回'8m器音"起案冒"
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②(例年)パネル出展‑(3クラブ)
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mLarE?'餓麺攫轡蝿臨蟻･3HJJj鞭配再現
5.JJj笹寝酸圃要担篭物置塾酸鞠陸運迎撃btiaga,雛3謝
クラブの活動において会員､指導者及び適切な会場施設の基に､各担当部門間が協力し､地域の方々のニーズにお応
えする努力をしておりますが､この1年､そのベースでもある教室施設については新改築等のニュースもあり､また､
会員の活動領域も広げて頂きたく主要施設の紹介をさせて頂きます｡本紙8両の教室活動日程詳細と照らしご覧下さい｡

本会館は､本会談1両で掲載し＼､一一一十一一‑一一一一一一一

込まれますo新敬語首龍 i

戸頭東小体育館は蘭漂工事完了
間近となりきれいな外観を見せ
ています｡館繭にはスロープが
完備され､内部も床面が新調さ

､寒さ

一〇〇'

永山小体育館は､本年3月に改
築完了となり､先に完成した校
舎と共に斬新なデザインに一新
されました｡車椅子等での入出
利便の良いスロープが施されま
した｡

富灘寵豊麗講読‑〈一一へj
Iま完了し交通利便が整いつつあnI!

霞寿

れるとのことで楽しみです｡

芸認諾&,詔書提圭王室に

(工事完了1 1月中予定)

内に設置いたしました｡

戸頭西中体育館ま既存のままですが､

福祉センター｢さくら荘｣は
自然が豊かな心休まる高齢者
施設として多目的な活用が図

戸頭東小体育館の爾露工事により､
東小体育館利用団体の代替え会場
としてフル利用されてあります｡
なあ､当校は平成27年4割こ戸頭
東小との統合が予定されています｡

られ､当クラブではクラウン

一一/

ドゴルフ､ゆるヨガ､太極拳
(冬季間)の各教室を開催し､

㊨醗
クラブとしては旧戸頭西中施設の継
続使用を両棲申し入れしてあります｡

周辺のウオーキング時の絶婦
の経由地点でもあります｡

抄㊧00鎖国≪ ⑦可誌
私はラージボール卓球で平成20年に入会以来､広報業務､事務局業務をお手伝いさせて頂い
ております｡教室活動はじめ､各行事を多くの会員の方々と楽しく行なうことができ､多々
ご教授を頂いたことにつき感謝申し上げます｡
総合型として平成19年設立以来6年目に入ります｡現在は､設立時の会員152人､教室種目7
種目から､現在は会員198人､教室種目10種目に増え､それ以上に教室参加延べ人数は 教室間
副会長
の交流が進み､複数種目参加会員増により､平成24年度で設立年度比80%増の7,651人と大きく 渦クガマネージャー
伸び､総合型の基礎作りが着々と進んでいるものと思われ､皆さんと共にお喜び申し上げます｡ 松 岡 孝
今クラブは､今後に向けた活動計画の策定やN PO法人化についての検討を進めています｡
8月に総合型地域スポーツクラブのスローガン募集に皆さんから多くの作品を寄せて戴きました｡頂いたスロー
ガンのキーワードは｢いつでも｣ ｢絆(きずな)｣ ｢みんなで｣ ｢大人も子どもも｣ ｢地域｣ ｢育てよう｣などで､この

スローガンをつなげると､それが､総合型地域スポーツクラブの活動の原点になると思います｡
現在､グラウンドゴルフ教室では､放射能除染工事により2会場が暫くの間､使用できない誠に残念な状況にあ
ります｡活動を続けるなか常に種々課題はでてくると思いますが皆で助け合い､工夫をして諸困難を乗り越え､誰
もが利用しやすい､そしてより｢会員一人ひとりが輝くクラブ｣になるよう日々の活動に微力ながら専念したいと
思います｡

(8)第9号

クラブ会報

塵

案

魚●

2･ラージボール卓球､戸頭地区太極拳は現在､戸頭西中体育館を会場
としておりますが､戸頭東小体育館耐震工事完了後は東小体育館に

下記の通り一部訂正がもります｡よろしくお願い致します｡

○

2013年11月25日発行

1.グラウンドゴルフの戸頭公園､グリスポ会場は放射能除染工事並び
に芝生養生期間完了(平成26年7月予定)までの間利用できません｡

西都

例

ふれ高い

会費について

○

戻ります｡ (11月末工事完了予定)

莱‑≡ 〇三‑〇一

〟親書…調音雪臆音読

〟"ラウンドゴILブ ラリラ TELO90‑5992‑7215瓜生

◆一般の年会費

第1.3.5週

(4月1日入会が基本です)
･大 人(高校生以上)
6,000円(保険料含む)
･ことも(小､中学生)

月1ウCi木1‑金一i土
9:30‑ll:00"

8*ﾘ.xﾝﾘﾙ +8*ﾘ.y

第2.4週

らくらく体操 TEL080‑2137‑7805武内

土liO:30‑12:00

第2.4週 侘ｹ:ｨﾏij

3,600円(保険料含む)

バドミントン うえす= TEL090‑4395‑5148上江洲 TELO90‑3526‑9001加藤

年度途中入会の場合
会費算定は｢月割り相当額×
残月数十保険料｣となります｡

(i

土10:00‑12:30

第1‑5週 俘(皐揵
バドlLテニス TEL090‑1665‑6422福むら TELO90‑3333‑6728松岡

注.

ｭ

ﾈ支ｭ
火19:00‑21:00

第1‑5週 侘ｹ:ｩ

ﾉ(i

ﾈ支ｭ

1)月割り額計算
(例:大人の場合)
6,000円/12ケ月‑500円/月

太極拳 TEL0297‑73‑4312寺井

2)保険料

土9:00‑ー0:00

第1.3週 俘(皐揵

ﾈ支ｭ冓H,ﾘ+8*ﾘ.y

第2.4週 侘ｹ:ｩ8ﾈ揵

ﾈ支ｭ冓H,ﾘﾌｹ:ｨﾏij

ｭ

大人800円､ことも500円
ラージボーIL卓球 TELO90‑2412‑3124酒井 TEL090‑7827‑3452横倉

ファミリー会員特典

土ー0:00一一12:00

第1‑5週 侘ｹ:ｩ8ﾈ揵

ﾈ支ｭ

1家族の3人目から年会費
総合ボーッ*とが基地* トランポリン.基礎体力づくり. ダブルダッチ(2本なわ跳) 土 剴
戸頭西中体育館 刮i山小体育館

より1,000円を減顕します｡

(但し､途中加入は対象外)

ビジター会員

第1.3週

TEL090‑6489‑0468中根

1回(1日)の参加料は､

c"紕綛

見学･体験かできます

‑

｣3

c｣3

ﾒﾓ

Ε

トランポリンのみ)

第1.3週13:30‑14:30 剔

.4週14:30‑15:30

さくら荘和室(大) 冤戸頭東小2階多目的室

お問い合わせ先(代表)
〟 TEL 090‑3333‑6728 (松岡)

B

ﾓ

ゆるヨれ TELO90‑6489‑0468中根 TELO80‑1059‑9205おぎ原 (さくら荘担当) 仂r

大人300円､ことも200円｡

･ TEL 090‑6489‑0468 (中根)

涛｣

福永先生 剄ｲ藤先生

ウオーキング 偸Hｴr頡斡x,
TELO90‑3347‑4659岩瀬
TEL090‑3333‑6728松岡

ｻﾙ7

x.ｨ.h*B 8/
ﾈ+x ｩD隴CBﾓX

ﾈ齷
6X

(.)

TIn‑ilシク､ TELO90‑3333‑6728松岡 TEL090‑8582‑9108宗野 (新政手担当)

指導員に声をかけてください｡

譴域ｩ

R韜ｸ

ｸ7ﾘ,冖9yﾘ,ﾈ, (5( ｸ5
邵/ uﾉ. X,H*(‑ﾈ+x ｲ

第1.3週

涛｣

剔

ﾓ

｣

園園閏

､あずま幼稚園コ:

･∵争議●=●
忻貿ﾅ4TTYNｸ

H鈷ｫ

尨

r
^

S 3｣3 ﾘ,CS｣3

.3週

戸頭東小体育館 剞V政手自治会館

●GS
● 木病院‑Jlha恒鴫医師会G.*

,

+y6H馼沓 mGSGフェア.. く亨物病

*ｲ

