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●31名
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今回のウォーキングは新守谷駅から参加者31名（内子供8名）で出発です。途中、カスミでお昼の買い物をして
四季の里でアヤメを見ながらお弁当タイム。天気も良くアヤメも綺麗に咲いていてゆったりとしたひと時を過ごす
事が出来ました。そして予定より早めですが最終目的地のアサヒビール工場へ。
見学の後は出来立てのビール。ウオーキングの後の程よい疲れもあり、美味しく頂く事が出来ました。距離は
約4・6kmと短めでしたが、いつものウォーキングとは異なり子供達のにぎやかな声に励まされ楽しく過ごせました。
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る」』活動が大
いつか「T」
また甘えるだけ

族（Tさん）の協力を頂 す。
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瀬付いていくにはスローガンとして『「する」「見る」「支え 高話〕・￣
れますが、まさに「支える」を実践して頂いております。鵬
＿i「電離

皆さんの前に登場されるでしょう。楽しみにして下さい。
私たちもチャレンジしていきましょう。
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●開催日時：平成29年7月1日（土）
9：00−14：30

坦懐婚姻関配封勘製
①田oe⑫≪Qo鍋田

●会場：旧戸頭西小学校（体育館・げんきサロン）
●主催：NPO法人とりで西部ふれあいクラブ
●協力：健康づくり推進課（ぶらっと健康相談）
●出店：＊まるやま千栄堂 ＊小川製菓

スポーツフェスティバルは毎年、当クラブの活動を紹介する
場として最大のイベントです。今回はクラブ発足以来12回日と

●後援：取手市教育委員会

なりますが、地域施設活用・地域交流促進を目的に会場を3年
連続この旧戸頭西中体育館として開催しました。
来場者は徒歩又は自転車利用の子供・親子で今回は雨天にも

○参加者：一般120名、会員50名

○健康相談受診者：37名

関わらず120名の方が参加されました。
今回、昨年できなかったパドルテニスを復活することができ、ト
ランポリンも地域体操クラブの指導者支援でフル活動となりました。
種目によって、午前午後を交代制となりましたが、大きな問
題もなく予定通り実施できました。また、一昨年についで開催
頂いた「ぶらっと健康相談」では37名が受診できました。新し
いコーナーとしては「根っこカフェ」（詳細下記※）を開催しました。

出店では3年連縮まるやま千栄望楼、小lii製菓様にご協力頂き
ました。今回は日程上、当施設（グラウンド）利用のサッカー
クラブ等地域団体との連携はできませんでしたが、今後共、地
域活動団体との連携を図り開催していきます。 実行委員会話

上江洲理事長挨拶

牧野健康づくり推進課
課長挨拶

体育館

校門吟

、葦幸

園田容量
スラックライン（綱渡りベルト）

マット遊び

音

南棟

トランポリン

グラウンド側

国籍領国

〔出店〕小Iii製菓 〔出店〕まるやま千栄堂

ラージボール卓球

（菓子、飲料水）

繭醗砲同じ電◎園田繊
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新コーナー「根っこカフェ」く三三

圏

￣

根っこカフェ

（弁当、かき氷）

このカフェはオールセルフ。でも、か
えって気楽に入れると予想以上の利用状況。
また、「根っこ」にならず回転率も上々。「ス
タッフの休憩」「来場者の応接」「昼食」等々

フェスタ開始から終了まで良いスペース
を提供してくれました。終了後の反省会
もこの場で行いました。次回も楽しみです。
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●会場：あけぼの 和室小

劃劃蔓甜担型艶髄昭勉「∴●
捉軸胞麹趨壁加盟国」ゝ
二年

●開催日：毎月 第1・3月曜日
●時間：10：00−11：00

●指導員：谷口真利先生
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前列左から3番目が谷口先生

5年6ケ月の間ご指導頂いた福永 滋先生の後任として、5月
から谷口真利先生にご指導頂いております。また、会場について
は会員の方々と相談の上、「さくら荘」から「あけぼの」に変更
致しました。
新しい谷口真利先生は当ヨガ教室会員に紹介頂いたもので、現
在、楽しく教室を継続しております。谷口先生は「たくさんの先
輩たちと一緒に活動したり、お話するのが大好きです〃」と言わ
れる通り、毎回、笑顔で楽しく指導して頂きスタッフとしてうれ
しい限りです。恒例の月1回の「お茶会」は、教室終了後同じ
和室で開催しています。皆さん一度体験においで下さい。
あけぼの教室スタッフ 荻原記

o＿ （料 ジェーソン RAYA 図 一十

新撰薯ら
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；ゆるヨn永山会場のご寮内 ∴
●会場：永山小コミュニティースペース
●開催日：毎月 第2・4火曜日
●時間：14：30−15：30

●指導員：佐藤成美先生

●会場：旧戸頭西中体育館
●開催日：毎週 水曜日

蟻魂遭坦暁蛇也朝地他卸業剃

●時間：16：30−18：00

●対象者：小学生
●指導員：福邑（ふくむら）絹子先生
●参加費：特別教室会費 2，000円／月

本年5月に数回の体験会を行い、子供と保護者の要望を取り入
れ6月から開校しました。当面の種目はパドルテニス、ソフトバ
レー、バスケットボール、卓球、ヘルシーボール、ドッジボール
などで1種目毎に参加者レベルを見なから習得のステップを体験
していきます。
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この教室の目的は複数の球技をある程度経験し自分に合った種
目を探したり、広く応用できる身体能力を高める手かかりとする
ものですか、体格の変化（身長、体重、筋力、柔軟性等）が著し
いジュニア期のスポーツは焦らずじっくり楽しみながらケガなく、
複数の種目を繰り返し体験することで将来の手かかりが見えてく
るものと思います。
私も参加者の成長を楽しみながら指導していきます。

主† （ し 臨
話芸こ二つ

福むら絹子 指導員記
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袋拙議諸会堂渉撚発碁会塾聾
◇◆◇佃戸頭西小体育館で初めて開催◇◆◇
今回、一般の方々への太極拳の魅力の紹介、講師の方々の表演、

教室会員の練習成果の発表と三部構成で開催させて頂きました。
大変充実した講習会ができました。ご協力頂いた皆様ありが
とうございました。
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●開催日時：平成29年7月8日（土）
10：00−12：00

●会場：旧戸頭西小学校
●主催：NPO法人とりで西部ふれあいクラブ
太極拳教室

太極拳教室役員一同

○参加者：講師4名、会員16名、
体験他7名
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高井地区発表（初級・扇32式）

出

〇

→iii−

．塑重宝 Ll〇〇〇〇〇〇r∴ 塵
戸頭地区発表（初級・扇32式）

田中・大平・宮本講師表演
小村講師表演（42式太極剣）

（32式太極剣）

合同発表（24式太極拳）
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●開催日時：平成29年5月18日（木）
10：00−11：30

劃映剥贈蝿連理越冬還塾的

●会場：戸頭公民館 A講座室

亨当ナテラ停車雷孝 二）

●講師：侍田つるよ先生

今回の体操は、身体各部のストレッチ、ボール渡し、音楽に合わせての体操などを行いました。
伝田先生の体操の特徴として様々なパートを組合せることにより、身体の各部位をバランスよく動かせることです。
先生からはぜひ家でできることは続けて下さいとアドバイスがありました。まさに「継続は力なり」です。その
ためには限られた時間ですが今回のような教室参加の機会を有効に活用して頂きたいとおもいます。

【女性学級とは】
女性学級では、公民館を拠点に健康、法律、生活関連などの分野の
内容を、自主的に計画し、楽しく学んでいます。
取手市内には公民館毎（6ヶ所）に女性学級組織（8団体）があり、
各学級毎に年間活動行事を計画し活動されております。当クラブと女
性学級との連携は平成26年11月の中央ラウン女性学級（カローリング）
開催が最初です。今回の戸頭女性学級は4回目になります。
各教室に当クラブの会員が数名在籍されており、幅広く活動に参加
されていることが分かります。
今後もさらに教室内容の充実を図り、各学級との輪を広げていきます。

・諒：二㌧÷
＿囲醍−

−

●開催日時：平成29年5月8日（月）10：00−11：30

刺些中腹的埋塾動的劃

●会場；げんきサロン戸頭西（旧戸頭西中内）
●参加者：いきいきクラブ34名
●講師：カローリング教室スタッフ

「げんきサロン戸頭西」で活動されている「いきいきクラブ」の方々とカローリングを楽しみました。当サークル
は毎月2回、様々な連動・文化活動を体験されるという特徴あるサークルで30名以上の会員がおります。今回は
8チームに分かれトーナメント形式のカローリング大会となりました。
当初、会場の狭さや初体験であることが心配されましたがゲームが始まるとナイスプレーの歓声や応援合戦が
飛び交い、珍プレーの笑いもあり、サークル活動を真に楽しんでおられることに感動をいたしました。ゲーム後の
ティータイムでは総合型クラブの紹介もさせて頂き充実した1日となり、地域における連携活動の大切さを再認識
しました。12月には当クラブの「らくらく体操」が予定されています。

整中馬同病転封専歪￣；

髄灘i… ニ！

カローリング教室スタッフ記

彊・一、、園罷

撃っ＿・二二ヰニ コン＿きま÷±ざ型重量葛寡 ノ′正′暮■定言 一一′＿一一一一一

毒
【げんきサロンとは】
自宅にこもりがちな高齢者が、自力で出かけられる地域の中で集い、仲間同士元気で生き生きと歳を重ねて
いけるように、ボランティアの協力を得ながら社会福祉協議会が運営する「高齢者の憩いの場」です。
取手市には「げんきサロン戸頭西」（旧戸頭西中内）、「げんきサロン稲」（取手西中内）、「いきいきプラザ」（取
手駅東口）、「げんきサロン藤代」（藤代庁舎内）の4ヶ所があります。
プログラムは 手芸、ストレッチ体操、チューブ体操、囲碁、将棋、刺繍（LLゆう）、俳句等（各サロンで
サークル活動は異なります）です。利用対象者は60歳以上で参加費は1日50円（サロン運営費）、サークル活
動時の材料費は別です。
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●開催日時：平成29年6月3日（土）
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9：00−14：00

九

●会場：取手緑地運動公園
糖 ●主催：取手市総合型スポーツクラブ連絡協議会

−40 ・￣／＼ii、ト

「 ∴轟／開聞藍綿

＊東部わいわいスポーツクラブ
＊取手セントラルクラブ
＊西部ふれあいクラブ で構成
●後援：取手市教育委員会、取手市体育協会

別離謹燵塾晶軸贈江嶋鞍姓二割電場国
一鉄板焼きも婚評でした−
6月3日（土）、梅雨前の涼しく湿度も低い快適な1日、東部、

セントラル、西部の3クラブ交流会が利根川河川敷の緑地運動
公園で開催されました。各クラブの役員は朝8時から準備に追 し
われ、開会の9時にはそれぞれ100名近い参加者が集合して会 し
長挨拶（セントラル担当）、選手宣誓（西部担当）、準備体操を

○ 広木連絡協議会
会長挨拶（セントラル）

してスタート。

今回もクラブ対抗でなく全員を「赤」「橙」「青」のハチマキ
で分けて競いました。「ボール送り」「輪投げ」などヤンヤの喝
采で競ったあと、全員で「フォークダンス」「合唱」（ふるさと
など）を楽しんで「じゃんけんゲーム」では筆者も4回目まで
勝ち進みましたが惜しくも敗退、商品のワインは東部の男性に
持っていかれました。色別では「橙チーム」の優勝になりました。
この間、藤井市長を迎えてあいさつを頂きました。和気あいあ
いの時間を過ごしたあとは、豪華！やぎそばの野外パーティー
があり、1時過ぎには全員で片付けを終わり、アツという問の楽
しい1日でした。

広報武内記

しぶ三宅＿隆二三言土工）

フォークダンス。いくつになってもチョット照れる

と
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二元遺す上塾i』

雷童話雪国
【取手市総合型
スポーツクラブ連絡協議会とは】
協議会の趣旨は市内の総合型地域スポー
ツクラブの連携及び協力体制を図ることによ
り、地域スポーツの振興に寄与することです。
クラブ構成は、当「とりで西部ふれあい
クラブ」の他、「取手東部わいわいスポーツ
クラブ」「取手セントラルクラブ」の3クラ
ブで 事務局を市スポーツ生涯学習課に置き、

合唱に合わせて体操指導も（西部）

＿＿＿＿二二」二二重

平成22年4月にスタートしました。

主要行事は今回の「交流会」、市民スポー
ツの振興活動として「市民無料教室」開催、
市体協フェスタでの「総合型PR活動」等
です。
その他、行政に対してスポーツ施設、放
課後子供クラブ等受託事業、その他関連事
項についての意見具申等も連絡協議会活動
として実施しています。
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］「レクリエーションをとあして 」しょうがい者と交流しよう」 雷謹；蒜器諸芸夕￣ 鵬のひろばと融
￠

年1度、陸がいをもった人たちが集まっ 今回・昨年に引き続き当クラブから て、レクリエーションをとおして交流し、

カローリング指導として2名が参加し 友達をみつけたり楽しんだりする場です。
ました。2レーンを設定して各々、グー 今回は21回目となり12のゲームが開催
ム形式で楽しみました。一昨年はオー
されました。「NPO法人たんばぽ」「とり
プ二ンクで太極拳も参加しています。
で障害者協働支援ネットワーク」が共催し、
▲Oh，●＝h● ，●浩子∵子ら∴−−壁上登で
今後も要請があれば協力していきます。
取手市・取手市教育委員会・取手市社会

M追董生＿

拳畿詫課∴宅、

ヵローリング教室スタッフ記

福祉協議会が後援していますo

教室会員が主体となり、慧禁謹話読売蒜動等を詰こ拉璧圏

実欝捻鷲諾芋驚謹言漂三先なり、同広場のほぼ全域となります。・双圏蟻 ￣−
教室は毎月6−7回開催し、毎回開始前早くから役員が中心となりコース及び周辺の清掃、 と胴部ふれかク両国

異物の回収、芝生の管理（草刈り 一門寡聞開園 を和ませてくれています。広報記

【取手市公共施設里認制度とは】
この制度は、公共施設（公園、道路、公民館など）を「子とも」に見立て、市内に居住、通勤、通学する小
学生以上の個人または団体が「里親」になって、定期的に清掃や除草などのボランティア活動を行うものです。
実施にあたっては里親になるための届出を行い、取手市と合意書を取り交わすことで里親となります。

個人個人ができる鍵田融楽しく「西田刷れあい」
「地培活動古への関わ、Uを分担瑠・▲， ：−
平成29年度の活動も早6か月を経過しますo NPO法人を設立し3年目の活動計画を確認した 1ニ
5月13日総会時の上江洲理事長の次の挨拶が各行事の都度鮮明によみがえります。「平成28年度
当クラブは創立10周年を迎えた。設立当初80人程度だった会員は今や200人を超えたのは創立
者の濱田さんをはじめ歴代役員の貢献であり感謝にたえない」……と触れられ、さらに「助成終
副理事長
了以後の自立へ向け全員がベクトルを合わせ総合型の役割を地域に根差していかれるよう協力願
副クラブマネージャー
いたい」と締めくくられた点です。
広報担当
活動の原点が会員にあることはもちろんですが、活動の広がりは会員から家族・友人へそして
松岡 孝
団体間の連携、更には行政協働の高齢者地域包括ケア活動などへの参画と広がっています。
10年前、「だ−れが生徒か先生か…」「スポーツ好き・仲間つくり」で集まった「西部ふれあい」も現在は地域で
期待される団体になりつつあります。しかし、決して無理はできません。個人個人ができる範囲で楽しく「西部ふ
れあい」や「地域活動」への関わりを分担していけば NPO法人設立趣旨で掲げた『この地域に生まれ、クラブに
入り、クラブで育ち、クラブに戻ってくるようなクラブ』の実現に近づくのではないでしょうか。
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HpO溝人 目で西部ふ抽酌lpうう定例教室のご案内ス畠，ゾくじ

驚撥窪萱∴薯欝先害器業霊；藍嵩撃日田
注）初めて参加の方は必ず事前に各教室へ連絡ください。都合により会場・時間が変更になる場合があります。
喜喜音喜音数Sm異音漢策国書音音音音

グラウンド ゴルフ

会員は左記の一般教室
すべてに参加できます。

詞書寡勅書音盤

鷲驚喜窪票崩9‥30−11：00。会費｛こついて。
第2・4土曜日：戸頭公民館
℡080−2137−7805武内 入会金i500円

らくらく体操

10：30−12：00 毎蓋誓書認繁19：00−21‥00人蓋（小i
大人（高校生以上）
毎語誓書語ゑず10：00−12：30諾i6器
中豊

バドミントン
パドルテニス
∠ゝ

莞崇圭護冨；書誌賞館
諾二品g
保険料i600円
極
拳
云
℡090−4096−8158大平
◆会員は4月1日入会が基本 毎器7：黙諾倉 9：30−12：00諾器論議

太

ラージボール卓球
嵩嘉一ツ＊とが基地＊

第1・3土曜日：旧戸頭西中体育館

トランポリン・基礎体力づくり・ ダブルダッチ（2本なわ跳） ℡090−6489−0468中根
ゆ る ヨ れ

9：00−10：30

8、

0

ファミリー会員特典 第墨書嵩謹黙諾」、）10：00−11：00よ駕窪患嵩費

第2・4火曜日：永山小コミュニティースペース14‥30〜15：30

（但し、途中加入は対象外）

第蒜読講 9‥00−10：001盤霊鳥は、
れローIIシケ

第1・3水曜日‥新取手自治会館
℡090−8582−91・08

13：30〜15：30

大人300円、こども200円。

秦野

ゴーIL寺ン車ッ罵 マット・トランポリン・鉄棒 毎週金曜日：旧戸頭西中体育館

諒豊霊嵩莞∴∴∴∴需岩盤］−認諾

おにごっこ他

l ℡090−6489−0468中根

旧戸頭西中体育館
紙詩語㍑定員8名

トランボーIシ

℡090−6489−0468

音楽ケア体操

品諾霊81−全般参加書籍胃侶

中根

第2・4木曜日：さらの杜（特別養護老人ホーム）
℡090−6489−0468中根

いろいろ球技 ボール遊び・ソフトバレー・ パドルテニス・卓球など
斬感貰7ィγトネス

第1金曜日：あけぼの
℡090−6489−0468中根

10：30−12：00

毎警磐，：豊駕篭豊
10：00＿11：00

会
員 300円／回
200円／回
一般参加者

1盤詳説。

2，000円／月

300円／回

困

衰∵雪「冨圭一−∴輩∴葦 国軍暮樹要田∴ぁっ綱田毅
￣き。

●

ポーマック

圏園圏圏

