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詔瑚壇望=li鵡聖職態勢
当クラブのウオーキングは会員並びに地域住民参加により開催しております｡アサヒビール工場見学･試飲も数

回実施しておりますが今回は､守谷駅を基点として､由緒ある長龍寺､大円寺を拝観し､四季の里で昼食の後､ア

サヒビール工場へ向かうコースとしました｡また､今回､市の｢健康づくり推進室｣からお借りした歩数計を全員

が付けウオーキングのペースを計るとともに歩数計を使ったゲームも行い楽しみました｡毎回､新たな発見と感動

があります.次回も多数の参加よろしくお願い致します｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スタッフ　記

)メ/+ ①守谷駅　　- ②長龍専一③守谷市役所(休)ー④四季の里(休)ー⑤大円寺-⑥四季の里(昼食)一一⑦アサヒビール工場見学･試飲-帰りは送迎バスにて守谷駅
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本堂にはけやきの
一木造りとされる

県指定文化財の木

造釈迦如来坐像が

安置されています｡

長詰寄

創建823年の曹洞宗の

お寺｡境内の晩鐘は｢守

谷八景｣の一つといわ

れる｡守谷駅のすぐそ

ばですが､深い緑に囲

まれた広い静かなお寺

です｡紫陽花の時期も

きれいとのこと｡
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この時期目立った植物はなく､ゆっく

り昼食をとりました｡さあ-､ビール

工場に向け足並軽ぐ

朝8:30､関鉄とTXの両守谷駅をつ

なぐエントランス上で集合｡ミーティ

ング､準備体操｡準備よーし｡
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-詔萱圏一㌢ 
地上60mの試飲会場で｢運動の後の

最高のビール｣を頂き､ ｢歩数計ゲー

A(最多･最小歩数､数字揃え)｣の

賞品授与を行い再会を誓って送迎バス

で守谷駅に向かいました｡
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県南地培高齢害はつらつ百人委員会

第14回グラウンドゴルフ大会
本大会は10月3日(金)につくば市の茎崎運動公園で開催されました｡

選手は13団体約600名｡当クラブからは20名が初参加しました｡試合

は3ラウンド24ホールのストロークプレーで行われ､男女とも優勝者は
48スコアでのレベルの高い戦いになりました｡

当クラブでは萩山さんが健闘され18位(55スコア)に入賞しました｡ま

た､大会後の｢ホールインワントライ｣では　多数の方が賞品を頂きました｡

中央のグラウンドを囲む周囲には各チームがシートを広げ､巨大キャ
ンプ場のようにも見えました｡当日は終日晴天に恵まれ､熱い戦いの一方､

多くの方々と交流でき有意義な1日となりました｡次回､上位入賞に向
けまた新しい目標ができました｡

I_ I::･'J :臨闇.-9-'':謹.-I::ti:;

≡ 【県南地域はつらつ百人委員会とは】

百人委員会は高齢者による高齢者
のための県民運動として県内を5地

域に分け平成12年に発足しました｡

県南は10市3町1村で構成され｢健
し　康づくり｣ ｢生きがいづくり｣ ｢仲間づ

:i　くり｣のための事業を実施しています｡

!事務所:つくば市並木3-16-1-102

tei･fax 029-858-0776

新盆昌さん

㊨㊥
盛宴寡

高山卓也さん

図6月にグラウンドゴルフ教室に
入会された高山卓也さんに､入
会動機､活動の感想を伺ってみ
ました｡

囚会員の友人からの紹介で入会

しました｡運動は他にゴルフ

と散歩です｡戸頭公園のグラ

ウンドゴルフは家から近く毎

回楽しみです!

-放射能除染工事後- ＼ll/　　　　､ll/

戸頭公国多目的喧囁･lグリスポ広嵯会囁再開

昨年の10月以降､放射能除染工事による芝生養生のため､使用できな

かった戸頭公園多目的広場は6月から再開し又､グリーンスポーツセン

ターは7月から再開しました｡同時にさくら荘を含めた3会場の練習

日も､教室別日程案内の通り､(月)(求)(令)の練習日程となりました｡

グラウンドゴルフ教室内の会員参加状況の変化として､戸頭公園､さ

くら荘会場とも他の教室からの参加者が増加しており､活動の輪が広

がる理想的な展開となっています｡今後も教室間､会員間の連携を密
に各教室の活性化を促進させていきましょう｡

戸頭公園

教室内大会

平成26年
6月20日開催 ;_三重軽輩窪二二

-JdA I,ボールインr7シ･ビンゴ｣ゲーム･l･l封｡

競技の面白さが倍増･･･
1

Ji　毎朝､グラウンドゴルフ競技参加者は､受付順
に受付番号が決まります｡ビンゴ表には縦横とも
に6枚(6×6-36枚)の受付番号が札となってラ

l　ンダムに下げられています｡競技が開始されホー

ルインワンを出した人の番号札は裏返しになりま

す｡裏カードが縦横斜いずれか速く5枚揃った列
の5人に賞品がでます｡

実績では程良くビンゴが出て盛り上がるとのこと｡

プレッシャーの鍛錬にもなりそうですね｡

!クラブ紹介看板の設置
クラブpRと会員勧誘促進の一環

として戸頭公園多目的広場東側道

路側に下記の看板を設置しました｡
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苦翳日ii.閑催E:gFogT詰oioHEl鮮驚響 ●会場:戸頭刺､体育敵は戸頭公民館●会場:高井小体育館又はさくら荘太極拳はゆっくりした意識的 

全身運動で､特に足腰の筋肉の強 rー轟一読器蓑若紫 力を使わずに動く｣ことばある 輩∴∴"-`∴'∴::∴∴∴∴ 成感を得ることができますo 〟 

適量Ⅲ≡亜紫電∃漢珊音戸頭東小体育館は昨年の耐震工事(1年前)の際､照明､床､ 

I:雲催易駕.TEf'io:00-12:00l…謹言護護憲謡藷蓄電 閏閻｢帽馨讃 

--一一一一------一一一一一一~された舘田園子さんに､入会動機､ 

現在､卓球台は6台､練習もローテーション､クロス打ち､活動の感想を伺ってみました○ 

ダブルス練習など工夫が必要です○10月初回の練習日に､練09.リスポでクラブのパンフレツ 

今習アンケートで皆さんの要望を伺いましたo卜でクラブを知り､会場が近 

警纏霧護馨輩 
会場利用等の際は皆さんのご協力をお願い致します○ 

醒
｢とりで西部ふれあいクラブ｣ http:〝twfc｡jimdo.com/

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利です｡イン
QRコードク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｡

99ラ重民
ご家族やお友達を

紹介してください

露墓醇
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諏′綴謎蒜料
子どもの運動能力低下が叫ばれてずいぶん経ち､多くの幼稚園では体操教室やサッカー教室

をとりいれるなど運動指導に積極的に取り組んでいますが､なかなか改善はむずかしいようで

す｡それはなぜでしょうか?

あることをして成果がよく出る時期と出にくい時期があります｡成果が出やすい時期を敏感
pJ　期といます｡園児･小学生低学年と高学年では敏感期にあたるものが異なっています｡高学年

とが墓地トランポリン　に有効な方法でも園児･低学年には効果がないのです｡
指導員松崎　浩　　っまり､園児･小学生低学年期には.スポーツ指導に見られる反復練習による運動能力向上

(取手トランポリン協会会長)はあまり期待できません｡スポーツ教室を取り入れ高学年に与える内容をそのままスライドさ

せ園児などに適用してきたのが現状です｡その結果､子どもの運動能力が向上してこなかったのです｡この時期は

運動神経の敏感期にあたり"多様性のある運動"､つまり一つのことに取り組むよりもたくさんの運動経験を積むこ
とが大切だといわれています｡

とりで西部ふれあいクラブの｢とが基地｣では一度にたくさんの運動経験ができるものとなっ

ており､まさに子どもの運動能力向上にうってつけの教室となっています｡

さて､トランポリンですが､トランポリンではエアリアルトレーニングと称して子どもの運動

能力向上専用に作られた連動プログラムがあります｡多様性ある運動としてバッジテストを通
じて習得した基礎種目を組み合わせて行うシャトルゲームが行われます｡シャトルゲームを行

うことにより､空中で自由自在に身体をコントロールする能力を養うのです｡ただし､技術指

導中心のバッジテストと比べて成果が見えにくいシャトルゲームは全国的にあまり実施されていません｡
このたび､とりで西部ふれあいクラブの協力のもと､取手市トランポリン協会が設立され､さらにバッジテスト

会･シャトルゲーム会が戸頭西小学校にて9月23日に開催されました｡取手市トランポリン協会は茨城県内で最初
の市町村トランポリン協会です｡またシャトルゲーム会が開催されたのも茨城県内では初めてのことです｡なお､
/くッジテストの収益はトランポリンの環境整備に使われる予定です｡

最後に､今回のバッジテストでとりで西部から2級1名､ 4級2名､ 5級4名の合格者が出ました｡

名護諦閣哩-,,H. 
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平成21年 兌ﾙ�ﾃ#)D��平成23年 兌ﾙ�ﾃ#ID��平成25年 兌ﾙ�ﾃ#iD��延合格者 

資格取得者数 �1 ����12 迭�5 澱�39 

取得資格数 �(ｸ�� �� �� ���1 
3級 �� ���1 �2� 迭�

4級 釘�迭�3 ���2 ��R�

5級 ���10 澱�1 �"�4 �#B�

汁 ���14 ��"�5 澱�7 鼎R�

注. 1) 1日の検定で2階級合格者がいます｡

今回当クラブから

2綴宮路者が出ました｡

おめでとうま速-●●
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-趨ljJ,躍起聾理財寒曹&/,餅.#

らくらく体操　指導員

伝田つるよ

●開催日:毎月第2.4土曜日 

10:30-12:00 

o会場:戸頭公民館 

㊨彊膠富国-㊨

暖烙㊥晴-㊨⑰

/ 

【.f'叢 ���-1!呈はさ∩_._ ･jHJIf_-I-_-;音曲∴ 

①背すじを伸ばし､足は腰幅にして､左右の足は平
行に､つま先は真っすぐ前に向ける｡手は軽くい
すに添える｡

②膝をつま先が見えない程度に曲げる｡目は真っす
ぐ前方に向けている｡

③膝をゆっくり伸ばしながら､かかとを上げていく｡
①に戻す｡

号令(声を出して)をかけながら10-20回行う｡

腰､膝の悪い方は加減してやってください｡

※参考資料:伏線ハンドブック

◎ ⑭総譜蔀⑭
私たちクラブのスポーツフェスティ/りレ開催時は

毎回､朝早くから準備に参加され､また､元気一杯

のパフォーマンスを見せてくれるダブルダッチチー

ム｢Di ANA｣は､ニュースで何度も耳にされて

いる通り､日本の代表チームとして世界大会で輝か

しい成績を運んでくれました｡

本年3月には､ 1分間の跳躍回数のギネス記録を見

事233回で更新し､ 7月のワールドジャンプロープ大

会(フロリダ)ではスピード2部門で優勝されました｡

毎年､地域のイベントでは各所でパフォーマンス

を披露して頂き､子どもから大人までが｢元気と何

事もあきらめない勇気｣をたくさんもらっています｡

結成から8年､ ｢0｣からのスタートでこの輝かしい

成果を得られたご努力に敬意を表すと共に活躍の継

続を祈念し当クラブへの変わらぬ支
援をお願いするものです｡

チームの練習は夜間､戸頭公民館
の2階がメインです｡

次世代の小学生チームと一緒に汗

を流してます｡皆さん､応援よろし

くお願い致します｡ ギネス記録認定証

戸頭西嵩蒜籠〃　籠
来年の4月から､戸頭西小学校は廃校となります｡廃校後の活用についてはクラブとしてす

でに取手市に申し入れをし､今後も継続して意思表明をしていきます｡西中廃校利用を活発に

中根　美代子
し､とりで西部ふれあいクラブの理念である地域の住民が｢顔見知りになる｣を加速できたら　クラブマネ~シャ~

いいなと考えています｡そのためには､会員の方だけでなく､この地域で活動するスポーツ団

体をはじめとして､福祉活動､文化活動､環境改善活動など幅広く協力連係できる部分で手をつないでいきたいと思
います｡取手駅前に建設中のウェルネスプラザにはかないませんが､端っこの西部にも居場所が欲しいですね｡

私たち｢とりで西部ふれあいクラブ｣は今､ N PO法人設立に向けた準備を進めています｡クラブとしてはより

充実した活動を目指し､クラブ活動を通じ､会員だけでなく､指導者､ボランティアやスタッフを育成するなど人
づくりにも努めます｡地域の活性化の面からも､様々な活動を通して地域が元気になるような支援もしていきます｡

戸頭西小学校廃校利用は地域活動の場としても大きな促進材になると考えられます｡行政との

連係を踏まえて､できる人ができる時にできる分だけ足し算をして､エネルギーとしませんか?

テレビでは不安なニュースが多いですが､スポーツ､モノづくり等を通して､人とかかわる

温かさ･安心感･癒しのある思い出をつくっていければと思います｡賛同される方は.ぜひお

声かけください｡街の物語を一緒に作りましょう!

-

-

~

~
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'J会費について'J 

◆一般の年会費 

(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) 
･こども(小､中学生) 

3,600円(保険料含む) 

年度途中入会の場合 

会費算定は｢月割り相当額× 

残月数+保険料｣となります○ 

注. 

1)月割り額計算 

(例:大人の場合) 

6,000円/12ケ月-500円/局 

2)保険料 

大人800円､こども500円 上アミリー会員特典 1家族の3人目から年会費 

悟,?嵩認諾) iビジタ_会員 

1回(1日)の参加料は､ 

大人300円､こども200円. 

お問い合わせ先(代表) 
･TEL090-6489-0468(中根) 

･TELO90-3333-6728(松岡) 

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ 

指導員に声をかけてください○ 

国司露蟻の蘭越㊥
這 倅｢� �����響 �&2�案圃 スポーツ振興くじ助成事案

臆臆臆漢……臆三園回書陪i隠運転 ��.田園;調音雪臆漢藍 

グラウンドゴIしっ うりう TEL090-5992-7215瓜生 ��9:30-ll:00 局 ��V仞��

第1.3.5週 �+8*ﾘ.y���戸頭公園i_ 

第2.4週 刄Oリスボ｢ 

らくらく体操 TEL080-2137-7805武内 ��土10:30-12:00 

第2.4週 侘ｹ:ｨﾏij���

バドミントン うえす TEL090-4395-5148上江洲 TEL090-3526-9001加藤 ��土10:00-12:30 

第1-5週 俘(皐揵�ﾈ支ｭ��

ItドILテこ,ス TEL090-1665-6422福むら TEL090-3333-6728松岡 ��火19:00-21:00 

第1-5週 侘ｹ:ｩ�ﾉ(i�ﾈ支ｭ��

太極拳 TEL090-5311-5512浜田 ��土9:00-10:00 
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���

ラージポーIL卓球 TEL090-7827-3452横倉 ��土10:00-12:00 

第1-5週 侘ｹ:ｩ8ﾈ揵�ﾈ支ｭ��

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 

第1.3週 涛｣��ﾓ��｣3����c｣3�ﾓ�Ε���

TEL090-6489-0468中根 ��c"紕綛��- �(トランポリンのみ) 

ゆるヨれ TEL090-6489-0468中根 TELO80-1059-9205おぎ原 (さくら荘担当) 仂r�迄懌�
第1.3週13:30-14:30 剔�2.4週14:30-15:30 

さくら荘和室(大) 剏ﾋ頭東小2階多目的室 

福永先生 剄ｲ藤先生 

ウオーキング 偸Hｴr頡斡x,�(ｻﾙ7�,ﾈ齷�(.)��譴域ｩ�R韜ｸ��,�,r��

TELO90-3347-4659岩瀬 �,��x.ｨ.h*B�8/�6X�ｸ7ﾘ,冖9yﾘ,ﾈ,�*(5(�ｸ5�/�^�*ｲ�

TEL080-3157-8377高沢 �-ﾈ+r颯隴CBﾓX����邵/�uﾉ.�+X,H*(-ﾈ+v��

118-りシグ TELO90-3333-6728松岡 TEL090-8582-9108秦野 (新取手担当) �7涛｣��ﾓ��｣�����S�3｣3�ﾓ�S｣3��

第1.3週 剔�1.3週 

戸頭東小体育館 剞V取手自治会館 

-,:----:-. 戸頭消隅を館 鈍器鵠5,a,a 永山中( ��yDi~ﾘﾅB�

＼一 〟,i闘,圏 �*�+�-ﾉ9仗��

∴-＼GS ��

･l*.5mふ-軸-､電詔睡二一一一… 巳е4x7I?��ﾔｲ�


