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連絡先

中根美代子TELO90−6489−0468・松岡

取手市教育委員会支援団体
総合型地域スポーツクラブ
NPO′主人とりで西部ふれあいクラブ

理事長・上江洲朝彦／編集 松岡 孝

孝TELO903333−6728

ホームページ

http：／／twfcilmdo．com／
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恋のフーガ
線路は続くよとごまでも

馳秘境ぬ諜臓密議歌舷悪態電轡鬼

ポイントを説明する伝田先生

籍昏患部を軸靭帯刊倒置蒲鉾梁他職市島

勺？−看■寡 二 王ア

喜田﹁く
くく﹂Me

●日 程：2月25日（木）、3月10日（木）
4旦以堕喧別途設定と至り＿ます。
●時 間：10朝一11：約●粥：永山小コミュニティースペース

●参加費：クラブ会員200円、一般参加者400円
●連絡先：武内080−2137−7805

身体全体で

この体操は懐かしい歌、好きな歌に合わせて楽しみながら身体を動かす新しい連動で、らくらく体操の伝田先生
により、認知症予防の為の「音楽ケア体操」としてはじまりました。この体操のモットーは『頭スッキリ』『心さわ
やか』『身体しなやか』の三位一体により、楽しみながら身体機能を維持しつつ、認知症を予防するもので 初回を
昨年の12月10日（木）、次いで1月14日（木）に開催しました。使用する歌は「うさぎとかめ」や「涙そうそう」な

ど だれでも知っている曲と先生の動きに合わせリズミカルに体を動かしていきます。なかには頭の体操も兼ねた
少し複雑な動きもあり、「むずかしい」「ついていけない」などの声に笑いがこぼれる場面も見られましたが、信田
先生の巧みなリードにより、楽しい時間を過ごしました。
今後、上記の日程で開催いたしますので 会員をはじめとして口コミ等によりふるって参加をつのるようこ協力
ください。

広報紀

・葉 員から頂いた「 ★地域の絆∴みん ★スポーツするな スポーツを介して人を なかるでしょう。ご家族 「総合型地域 或スポーツク 絵笛 Ir総台 の個性を尊 ラブへお誘 型地 型地 重し いく iS 職 域ス 、それ ださし 漢iii面 スポー ボーッ が地域 l。そし のキャッチコピー紹

なで育てる
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グラウンドゴルフ教室8

蘭画前葉繍諌奮輔銅多日脚

朝晩の冷え込みが一段 50人参加 九と厳しくなった12月4日（金）、

議鱒吻腫加庖胴陸然起点閉簡

器霊…豊…認諾蒜器学業

紘千晶籠出品 したが、それほどのことは無く好天に恵まれました。
∠ゝ

∠ゝ．

輔壷親義繋驚 すYi露呈．−illンワニ力誓書、あ三
．ヽ／｛−￣ ー；−、 − 獲l 三重、、 ：秘峰 一項 ＿ち歓戸が上がノ楽しい大玉 となりました。 参加者も交流大会では過去 最多の50人にのぼり、目的と していた会員相互の交流も図 られ大変意義のあるものでし た。グラウンドG教室瓜生記

一、∴−土∴ふ ．業績国書密議壷玉音臆漢 ￣
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弱国餓騒シ性を惣廼躍陰闘壁上
●日時：平成27年11月28日（土）10：00−12：00

●会場：高井小学校体育館 ●講師：岡安先生
今回で5回日となる技術講習会。岡安講師（外部から招鴨のバ

￣

ドミントン技術指導者）による講習会は3回日となりました。3
回目ということもありハイレベルな請習となりました。
今回は各種のスライスショットとコート半面を利用してのシン

、与・￣、・′薗

グルゲームに挑戦しました。今回も参加者に好評で苦戦した子、
吸収できた子もいましたがバドミントンの技術の幅が広がったよ
うです。次回も楽しみです。

バドミントン教室 加藤記

函翰⑥め金田鮭l五：器；藷霊謹告（土

●日時：平成27年12月19日（土）10：00−12：30

写像たち胡劃ナすICがんばりました

●参加老：大人目名、子供8名

イズ」と「ビンゴ」のダブルで楽しみました。バ［
ドミントン教室は半分が子供なのでルールを工夫．＿
しました。
ビンゴは100円相当の景品持ち昏Uで1位から好
きなものを取っていくルールで盛り上がりました。

教

中か∴∴∴：

ノミj

上古∴＿二m⊥＿）
高得点の書いてある紙が入った
筒をサーブで狙い打つゲーム

来年も企画出来れば経費・時間の面で工夫して

（ど視認港主意㍗）

行いたいと思います。 バドミントン教室 加藤記

定例教室：諾；諾器嘉諾）0￣21：00

ヽこ 号閣要務尋
、′∵＼し 一言

㍊！ 古

l J一：

浩∴「葵トi十

■▲●一一一、＿′

需鶴駕 亨紛ら蒸気をもらっ宰菩す

一宮ニーふ二′二二二［

」合と曳山J

今日12月22日（火）は子供が3人そろいました。毎

回、練習のはじめと終わりには子供たちから大きな声
であいさつがあります。寒い体育館が急に明るくなり
ます。今日はクリスマスプレゼントI喜んでくれまし
た。
広報紀
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鋤的家宅課金・」／一
●日時：平成27年12月20日（日）18：30−20：30

●会場：華屋与兵衛 ●参加者：大人目名、子供8名
12月20日（日）、華屋与兵衛にてクリスマス会を

行いました。
ビンゴで景品を当て、今後のトランポリンの目
標を語り、「洗濯ばさみタワーゲーム」でグループ
で高さを競い合ったりしました。思った以上に盛
り上がりました。みんな好きなメニューを注文し
子ともは半額なものが多いので、色々なものを注
文でき満足そうでした。計画して買い物して実行
して下さった遠藤さんに感謝●そして、松崎先生
にももちろん感謝口
中鵜旨導貝記

洗濯ほも訊裏ワーゲーム

」… l ：害P￣−

＼ヾ・

′こ

恕婁島勿tl邸家宅議会
●日時：平成27年12月18日（金）
15：30−17：00

詳 ∴↓∴ ／ノ＿ヽi ヽ ／

●会場：旧戸頭西中体育館 ●参加者：8名
いつもやっている内容にお菓子をかけて、
競ったり探したり楽しみました。お菓子が
貰えるとなると火章場の馬鹿力がてるよう
で凄い競り合いになりましたI運動だけで
競うと片寄りがてるので宝探しに紙飛行
機飛ばしなど工夫してみました。「サンタ
とトナカイ」競争では、サンタは脚をきた
え、トナカイは腹筋を楽しく鍛えられたよ
うです。（笑）
中根指導員記

1 −∴十

、′「一 ＿＿＿＿＿」＿〃￣ ノ ＿、■日中＿＿＿ ＿ミ＿、一一＿
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陸慶事ぐ妙を牌固e＜抄⑩重態
恕嚢 ．日時：平成27年，2月1。日（土），2：。。〜15‥。。

轟塞命 ●会場：さくら荘大広間
本年も定例教室は2会場で活動してきましたか納会となる忘年会は
さくら狂に−剛こ会し先生の模範演技、マジック、カラオケ、フォー
クダンスを盛り込んで楽しさ満載の忘年会となりました。苦懐かしい
フォークダンスを今回取り入れてみました。飛び跳
ねるジェンカはハアハア息切れし、若いつもりで
も身体は正直でした。マイムマイムとオクラホ
マは楽しめました。いい想い出が又一つ増え
ました。なお、本店でクラブの立上げからこ
尽力頂き、昨年6月に逝去された大塚さん宅
の「カボス」を浅田さんのお世話で皆で頂き大
塚さんを偲ぶ事ができました。
太極拳教室 大平記
平成27年10月31日（土） 有志会員が参加した交流大会

（主催・取手市武術太極馨連盟 会場：グリスポ）

ぎ′言募誓

古筆≒闘魂

幽躍聖
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国璽図四
●日時：平成28年1月20日（水）12：00−15●30

●会場：あけぼの荘大広間 ●参加者：81名

準備・運営・出演・出展、すてきな景品提供など
皆さまのご協力ありがとうございました。
楽しい新春懇親会となりました。
本年も皆さんとクラブにとって幸多き年となるこ
でしょう。

事務局記

太極拳教室の演武

山概さんの
マジックショー

カラオケ司会
指南役の中久木さん

32式扇・剣の発表

恒例！ビンゴ大会

「抹茶』の森もてなし

日

会員提供の景品

南国
1

柴山さんのちきり絵
山内さんの手芸

酒井さん・松岡さんの写実

手造り ﹁うき﹂

雪国甲閃

萩山さんの

案88帽図

沼達さんの油絵

会員の文化作品厩示

荻原さん・百瀬さん・杉藤さん

太田さんの陶芸

唖
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昨年9−10月に今後のクラブ事業に向けての意見交換の場として実施頂いた「教室ミーティング」並びに「アン
ケート」についてはこ協力ありがとうこざいました。アンケートは90人の方に回答を頂きました。ご意見・要望等
につきましては今後の事業運営に活用させて頂きます。本紙では下記2項につきご報告いたします。
園田副囲二閉園笥…蝦閉園開園隔即日嶋田間開聞
グラフ1 参加されている教室数

高閲「●一別i

グラフ2 参加された行事敏
【射線教室】

￣へ＼

クラウンドG

21人

3教室以上
23％

＿三陸両隣刑勘，

らくらく体操
バドミントン

35人、、

パドルテニス

l教室1
39％）

34人

太極拳
ラージ卓球
とが基地
ゆるヨガ
ウォーキング

2教室
38％

請90人

カローリング

21人

【対鎮行事】
新年会

16人

参加なし＼、

5行事以上 ￣†議）、
23％

22人
3−4行事
25％

バーベキュー
スポーツフェスタ
パスウオーク
1泊旅行

パークゴルフ

31人

ポーリング

1−2行事／

総合型3クラブ

34％

運動会

＿＼）′
￣

計90人

ヾ・

一●

「グラフl」は当クラブ定例教室10種目に各会員がいくつの種目に参加されているかを表したものです。一定の参

加利用が見られますが、開催時間の重複、会場が違い等の課題があります。又「グラフ2」は教室間の交流を目的
とした全体行事への参加状況です。積極参加の方がいる一方、未参加の方もみられます。要望事項等を頂いており
今後とも参加しやすい企画・運営に向け取り組んでいきます。引き続き会員の皆さんのご支援をお願いいたします。

タラ翠攫突端ニッの撼電努掌生
理裂の燭電車錐
「豊かなスポーツライフ、豊かな地域社会の実現」をめざして、総合型地域スポーツクラブが生
まれました。豊かなスポーツライフとは、生活の中でスポーツを「する」、「みる」、「支える」、そ
して「楽しむ」ことです。豊かな地域とは、住民同士が交流する地域、安心して暮らせる地域、高

勝が生きがいをもてる地域、子どもたちがいきいきと育つ地域をみんなで考え実現していくも上蒜電慶
のです。
とりで西部ふれあいクラブは今年で設立10年目を迎えますが、余暇時間の有効活用、親子や家族の交流、世代
間交流の促進、子どもの体力つくり等、各教室の活動を通して地域との一体感や活力を生み出していると思います。
クラブはスポーツの場であり、社交の場です。居心地の良さはクラブの誇りとなり、時間を共有する喜びがここ
（教室）にあります。
体調がすぐれないにも係わらず 自然に足が向き、みなさんと談笑し、そしておもむろに帰る。ここ（教室）には、
誰でも温かく迎える雰囲気があり仲間意識の充実感が味わえる そういう教室（クラブ）であって欲しいし、とり
で西部ふれあいクラブの存在感があると思います。
最後に、全国総合型地域スポーツクラブのキャッチコピーを改めて紹介します。

●動がeIe、つなげ人、地壕の強健檎るス龍一ツクラブ．
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博傭人とIIで西都ふ拙酌1ウうう定例教室のご案内
見学・債験ができます∴∴あ問い合せ先℡090−6489−0468（中郷
指導員lこ声を酬ナて下さい＿

SSS書経葛警報音誓書SSS グラウンド ゴIL7

（代表）

℡090−3333−6728（松剛

く） こ） 会費について ◆一般の年会費

諾謹書謹話］9：30一同00
（4月1日入会が基本です） ・大人（高校生以上）
ろくろく体操

第2・4週土鴫日：戸頭公民館
℡080−2137−7805 武内

10：30−12：00
6，000円（保険料含む）
・ことも（小、中学生）

バドミントン

℡090−4395−5148上江洲〈うえず）
毎週土曜日：高井小体育館

10：00−12：30

3600円（保険料含む）

℡090−3526−9001加藤 毎週火鱗日：旧戸頭西中体育館 19：00−2日00

パドルテニス
太極拳

℡090−1665−6422勧ら

年度途中入会の場合

△費算定は「月割り相当額×
貫

第2・4週土嘱目‥戸鵡公朋9：00−両：15
第1・3遇土嘱目：さくら荘9：30−11：00
高井小体育館9：00−10：15 注．
℡090−4096−8158大平
1）月割り額計算 毎週土曜日：戸顔中体育館 10：00−12：00 （例：大人の場合）

ラージポール卓球

℡090−7827−3452横倉

6．000円／12ケ月＝500円／月 第1・3週土縄目：旧戸頭西中体育館 9：00−10：30 2）保険料

轟十ノ沌加重地＊
毎過日綱目：永山小体育館（トランポリンのみ）16：30−18：00
大人800円、ことも500円
℡090−6489−0468中根 第1・3月間‥さくら紋I猟山中コミエティースペース13：30−14：30 ファミリー会員特典

ゆ る さ れ

第2・4火曜日：永山小コミュニティースペース

14：30−15：30

℡090−6489−0468中根

￣

∠ゝ

1家族の3人目から年春賀

℡08 −1059−9205おき原（さくら馳当） より1，0 円を減額します。 春季・秋季に郷土の自然や史跡・寺社など無理のないコースを（但し、途中加入は対象外） 年間4−5回歩きます。

ウォーキング

℡090−3347−4659岩瀬
℡080−3157−8377

れローiIシケ

ゴール寺ンキ・†ス

第1・3週水曜日：新取手自治会館
第1・3過土曜日：戸顔中体育館
℡090−8582−9108 寮野（新敵手担当）

13：30−15：30
大人300円、」とも200円。
9：00−10：00
8 回
葛

毎週金曜日：旧戸頭西中体育館

課に昔罵莞日詰詰器 定員各10名 魯3・000円／月
℡090−6489−0468

トラシポiIシ

ビジター会員

高沢

中根

毎謹書鷲盤：00〜19‥00

・一一￣三二司

定員10名

750円／回（1コべ6回）

∴戸棄㌦∴∴車中
t E重囲∴二・∴㌔∴田圃ト
永山中● 甲
戸∴∴1回

、、翁

GS

● ● 珊関東∴高廟、毎朗雪／麗閏圏

ぁっま等寧
叛ノ′i

