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クラブ会報 取手市教育委員会支援団体

総合型地域スポーツクラブ
とりで西部ふれあいクラブ

会長:上江洲朝彦/編集:松岡　孝i龍三uePOR.,5碍讃中心｡

連絡先:中根美代子TELO90-6489-0468 ･松岡　孝TELO90-3333-6728　　　　　　ホームページ　http://twfc.｣imdo.com/

胞劃eJ国　eJ銑強固　　近場でも
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当クラブのウオーキングは各教室及び地域活動団体などの参加によるもので､地域交流行事として開催していま

す｡今回は地域団体などから目名を加えた36名で以下のコースを半日で､寺社､札所､紅葉を楽しみました｡特

に東漸寺は初めて訪れる方も多く仁王門､イチョウの大木に見入っておられました｡昼食はさくら在で頂き､通過

各ポイントでのウオーキングクイズの決勝も行いました｡広瀬邸では見事な紅葉の大木のもとで十分深けゆく秋を

味わいました｡今回は｢私たちの周囲にはこんなすぼらしいところがある｣ことの代表的なコースであった感があ

ります｡次回も楽しみにして下さい｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導員岩瀬　博記

とげぬき地蔵尊虎面睦閉国華一一旧法海寺大師堂〔69番札所〕 (霞釈迦像)一一東漸寺〔70番･ 71番札所〕 -
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輔随今日はクイズがあ｡ます'''と紹介o鶉憲時代を語る寝釈迦伝読,
地蔵尊　ちょっと緊張のスタート｡
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辛, ･L4-njをづ-･岡田光江さんニゝ一冬rj･おう-I ,I

塵　取手市民大会で準優勝に輝く,
11月3日(祝･日)取手緑地運動公園

毎年恒例の同大会は　今回150名の参加で3ホールのストローク

プレーで開催され､当クラブの岡田光江さんが､日頃の練習成果を

発揮され女子の部で準優勝に輝きました｡
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教室内交流大会の予定 
今年度2回目の大会を下記の通り開 

催致します. 

●開催日:3月24日(月) 

●会場:さくら荘 

圏相国国璽

鈴木美代子さん

会された鈴木美代子さん

に､入会動機､活動の感

想を伺ってみました｡

『当会場は家から近ぐ

健康と仲間つくりの為の

スポーツとして良いと思い入会しました｡

11月のおやまパー

クゴルフは皆さん

と一緒にでき楽し

かった』とのこと

です｡
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を臨時会賜として便閣

三軍頭公国が使える茎で]認諾:00

戸頭公園多目的広場は､現在､　ふれあい道路†

放射能除染作業による芝生養生の

為､ 7月頃まで使用できません｡

その代替地として戸頭東小北側の
｢もくせい公園｣を臨時会場とし

て使用することとなりました｡

準備が整い2月7日から使用を

開始しました｡これで｢さくら荘｣

と合わせ2会場で活動できること

になりました｡
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初日2日7日.

幸い天気Iこ恵まれ

248が楽しく

プレーしました｡
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11月28日(木)おやまパークゴルフ

醸闘鶴亀強い甥夢割捨選
管託ニー打
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今回のパークゴルフは取手市所有のバス

利用による研修行事として開催しました｡

参加者は｢東部わいわいクラブ｣から9

名の参加を頂き40名､ 10組となり､各組

に｢東部わいわいクラブ｣から1名ずつ入っ

て頂き､混成のパーティでプレーを行いま

した｡プレー並びに往復の車中で1日を共

にでき良い交流の場となりました｡

なお､慣れ親しんだ｢おやまパークゴル

フ｣はまもなく閉鎖となるとのことで､当

クラブにとって今回が最後のプレーとなり

ました｡
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勧甥認識認余談聾
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例年のクリスマス会です｡今回は､会の始

めに出席者一人ひとりから1年の練習の感想

とこれからの目標が発表され､一人ひとりに

松崎先生からアドバイスがありました｡

会食のあとは恒例のビンゴゲーム｡楽しい

ひとときを過ごしました｡
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トランポリン日曜教室 

●開催日時:毎週日曜日16:30-18:00 

●会場:永山小学校体育館 

◎トランポリンは上記(日曜教室)の他､

｢とが基地｣第1 ･ 3土曜日9:00-10:30

鞋偏憐怪　童書

日曜に行っているトランポリン教室は大人気で最近は20名近い参

加があることもあります｡待ち時間が長くなるのかネックですが､

広いスペースで自由に遊べます.なお､ 2014年度には定員を設けた

トランポリン専用の教室を追加開催することを計画しています｡

指導員松崎　浩記

戸頭西中体育館でも体績できます｡詳細は本紙の8面をご覧下さい｡

圏
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-トラシポ･Il･JIシバ･yジテスト一

誌撞盛鶉の電離　　　　5･

金撞壁擾醜蟄噺攫②豊明劃
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トランポリンバッジテスト台幡実績　　　(人)

平成21年 兌ﾙ�ﾃ#)D��平成23年 兌ﾙ�ﾃ#ID��平成25年 侏ｸ��ｦ��B�

当該年度取得者数 �1 ����12 迭�5 ��

取得資格数 �8耳ｸ�� ��1 ���3 迭�

4級 ��4 迭�3 ���8 

5級 ���10 澱�1 �"�8 

請 ���14 ��"�5 澱�21 

注. 1) 1日の検定で2階級合格者がいます｡　注.2)現資格数は現在の上位資格保有者数を示します｡

トランポリンバッジテスト合格

者は左表の通り､平成21年に1名

の合格者以来､毎年受検し､現在

合格者は21名となりました｡

本テストは日本トランポリン協

会が主催するもので､本人の技術

錬度の確認と共に安全確保の面か

らも有効であり､何より､特に子

とも達にとっては､成長の過程で

｢やればできる｣ ｢あきらめない｣

精神の醸成に役に立つものと思わ

れます｡周囲の大人たちもそのよ

うな心で見守っていきましょう｡
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【指導員　福邑絹子記】

パドルテニス教室は当クラブでは数少ない夜間に実施していま

す｡昼間は仕事を持ち時間がない方にも運動を!と始めました｡

今では小学2年生から70歳を超える高齢の方まで体力にあった

運動量で活動しています｡

思ったより｢難しくない!｣のでお気軽にいらして下さい｡
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●開催日時:毎週火曜日19:00-21:00 

●会場:戸頭西中体育館3コート使用 

新会員軌回田
成瑠君は小学2年生で

す｡昨年10月から始め

たばかりですが､お母さ

んとラリーが出来るまで

になりました｡

｢楽しい｣と休まず参加です｡親子で楽

しんでいる光景はとても微笑ましいですね｡

力へ打ちも50回以上出来るようになり粘

り強くなってきました｡これからの戌

へ上空と㌻すo

ミックスペアのゲーム後　　　姉妹ペア(右)も仲良く　　　　　フォアラリー練習

1,この1年の練習はボレー､スマッシュ､ラリーの基本練習要領がほぼ定着

してきました｡パックサイドラリーも少しずつ安定し､前進してのボレー

も身に付けてきました｡

1直0.9m
コートはバドミントン(点線)と比　　4

べ､タテ方向が長く､幅は同じです｡

入会時はコーチを除き､全員初めてのパドルでしたが今ではゲーム練習が

できるようになりました｡ゲームに入ると楽しさはさらに膨らみます｡

現在､小学生が2名(2,3年生)います｡練習は大人と子どもの組合せで

2人､ 3人､ 4人でコートに入ります｡もちろん､始めはパドルの持ち方､

素振り練習をコーチから｢シッカリ｣指導を受けてのスタートでした｡

課題の会員数は　昨年3人が加わりました｡会員募集は継続します｡皆さ

んパドルテニスへの体験呼びかけにご協力をお願いします｡

蕊 ��｢��｢�会員から頂いた｢総 ``ソ-レ''親も子も 地域の輪を広i スポーツを楽しみなが ��ﾘﾘxﾅ�&闔b�膜ボーックラブ｣PRのキャッチコピー紹介iiiiHE 
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｢とりで西部ふれあいクラブ｣のホームページID

http:〝twfc.jimdo｡com/

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

QRコード　登録すると､とが基地の教室情報が届きます｡

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㈲㊥
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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【教室スタッフ記】

第3!,II塚原先生太極拳教室開催報告

11月30日(土) 9:30-ll:00

グリーンスポーツセンター剣道場

塚原先生の体験教室は今回で3回目になります｡本教

室は毎回､塚原先生の分かりやすい指導を直接頂くこと

ができ､また､真近に魅力一杯の先生の演武を拝見でき

る大変良い機会です｡

今回は特に集客活動に力を入れた効果もあり､ビジター

15名の参加を頂くことができ､入会希望者も出ており大

変成果がありました｡

教室内容は基本､入門､初級､二

十四式を指導頂きました｡

太極拳は来る茨城国体で公開競

技として種目追加が予定されており､

関心を集めています｡

今後の定例教室に於いても体験

者の受け入れを積極的に行うなど

普及に努めていきます｡

守 �-}○I一一.一〇〇一〇88 ..,三年 
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●開催日時:毎月第2.4土曜日 

10:30-12:00 

e会場:戸頭公民館 

橿遁避暑包-陸

蘭越駆除-a U
潤一~､ 
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①胸を張って､背筋を伸ばして､つま先を

外側に向けて､脚を大きく開いて立つ｡

②両ひざに手をおいて腰を落とす｡股関

節周辺を意識して行う｡

③右肩を前に突き出すようにして落とす｡

左も同じ｡左右ゆっくりと号令をかけ

ながら行う｡

※椅子にすわってもできます｡
iT　腰痛予防､股関節がやわらかに､

内転筋群の強化｡

(注意)腰､股関節､ひざを痛めている

人は.医者に聞いてから行う｡
※参考資料　体操ハンドブック

刺1用具チ●　十m抜巽J雌L21事弗tI萱ミ_人吉

親睦515言え･･･やっlaL)勝5たいネ

12月18日(水) 13:30-15:30

新取手自治会館

カローリング教室は現在､戸頭地区と新取手地区の2

会場で開催しています｡新取手会場は戸頭会場開始から

8ケ月後の昨年7月に開校しました｡

今回､戸頭から4名が新取手自治会館を訪問し､かね

ての計画であった両会場の会員交流がやっと実現しました｡

交流とは言えゲームになるといつもより作戦にも熟が

入り応援合戦もヒートアップしました｡

終了後はゲーム会場が親睦会会場となり､次回の交流

会などについて話し合い､楽しいひと時となりました｡
÷ [SrTriri-i

捌亘白蟻88
2月1日(土) 9:00-10:30 戸頭東小体育館

ジョイナスみほ総合

型クラブの関クラブマ

ネージャーをはじめ6

名の方々がカローリン

グ競技の視察に見えま

膏｣もした｡当クラブは平成
23年に設立された総

合型クラブで子どもや親子教室を主体に活動されています｡

今回､みほクラブが､カローリングを導入されクラブ種目

に加える予定で､カローリングではちょっと先輩の当クラ

ブに､競技時の要領などについて担当の皆さんが体験を含

めて戸頭東小体育館に見えました｡

早速､当クラブメンバーとチームを組みいつもの対抗戦｡

ゲームの山場では､ハイタッチが出るほど　打ち解け､正

にスポーツは人を結びつけるの如く､カローリングを介し

て交流ができました｡
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【教室指導員報告】

窃饗Q陽動余命親電塾側聖域地裁妙趣
●開催日:12月7日 

●会場:高井小学校 

ラケットとシャトルを使って､子どもはラケットの上にシャトル1個､大人は3個乗せバトンタッチし落とさな

いように走り､又縦一列に並んで次の人にラケットからラケットにシャトルを落とさず､つぎつきにシャトルを増

やし､サンタチーム､トナカイチームに分かれ競技を楽しみ､全員が景品の小鉢とお菓子を持ち｢はい!ポーズ｣

で記念写真｡楽しいお楽しみ会でした｡

醐 標 ･ヾ 僵B�?�蒔B�,R�tHI!lITt 冓ｮw�踪圓�

露盤:i..,,. ～ 劍-闔ｨ耳自?�ｮﾒ�H�ｸ�ｶ�ｨ耳爾�
∴▼ 警護 ���-3｢�

艶子 �2��僮 蓋甑∴ i 

I-i:摺蓮 1∠ 冒す し一一二二:二三 
∴ヽ a:+一一_ミ- ､､一一_一一 刪齊喨 L__ ミニミ'.I 辻鶇+rﾖﾂ�����5(��2�

軸

婁醗楊昏睡Ru製壁.=醸惨電覿蟄詰顕彰聖窮凄惨留Cjlj窃功
圃季節による(室温の違い)工夫の例

夏の練習はダブルス中心で行い､体力の持続性､集中力が要求され

ます｡そして､審判､線審のルールも学びます｡

冬は体育館が寒く､極力全員がコートに入るように練習メニュー

を考え､体を冷やさないように心鞋トけています｡そのため､特に

ストレッチ､ランニング､チャイニーズステップ　素振りで基礎体

操は入念に行っています｡

圏親子奉加が多く.人数が多い時の例

クワアジブルス(大人3対子とも1)のゲーム中心で､いかにして楽

しく満足するかを､常に練習メニューを工夫し指導しています｡

'T=---.-*-言.:R.-I----> 一一一二/-:_ 葛細竃 

h____豊中書目lii(_ 
仁一｣〇〇g〇〇〇°,"_. 一一､〇● n∴ i i 儺ﾉ������+�ﾈﾅﾈ耳���

クワアジプル(4人対4人)でのゲーム練習

閻醸∋随㊥
教室会員は現在32名､内親子は22人(10組)で約70%｡子どもは14名で約44%です｡また､会員はこ

こ2年で急増しました｡子どもが多くさらに親子での入会が多いのはバドミントン教室の特徴と言えます｡

現在､教室活動は参加者も多く､楽しく活発に活動ができています｡今後の持続･発展のため入会時の動

機や教室への期待などについてアンケート頂きました｡その一部について紹介します｡ご協力ありがとうご

ざいました｡活動に活かさせて頂きます｡

｢当クラブを何で知りましたか｣について
H
ヽ7

きっかけは｢友人の紹介｣ ｢体験教室など｣

の順で､イベント情報は｢市の広報｣､クラブ

内容は｢クラブパンフレット｣の傾向など.

輩

クラブ

としては

①前項例のような｢練習の工夫｣

指導員記

｢種目を選んだ理由｣について( ( ｢クラブに求めるもの｣について)

星型　　　　　　　　　　　　園

子どもの興味｡親も子どもと　　仲間作りができる環境､生涯

同じスポーツができる｡会場　　スポーツとしての環境､楽し

が近いなど｡　　　　　　　　　　める環境など｡

◆　　　　　　　　　　　　◆

②元気の良い｢ナイス○○｣の声を掛け合う　③子どもの技

量や成長の配慮　④保護者･子どもが一緒に楽しめ､保護者と教室との連携などを教室運営に活

かすことが教室の活性化につながると思えます

_,T L　一日_くわ‥　言蒔､言上一㌔｣ます
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話題毛 唸*瓜�-ﾂ���t���

Ut覆くま醜忍.tB底.I 

【cM (クラブマネージャー)中根美代子記】

本会の文化系行事の一環としての新年会は｢あ

けぼの｣の会場が早めにとれたので､新年早々

の1月9日(木)の11時から行われました｡

出席人数は84名(男性23名､女性61名)ど

多数の参加を頂き､恒例の教室活動紹介､歌唱･

手品の披露､会場の一隅には､前回に続き会員

製作の文化作品の展示､茶の湯の接待も行われ､

｢話題いっぱい｣当クラブならではの新年会とな

りました｡また､有志のご好意による漬物や担

当が腕を振るった豚汁も好評で満腹になりまし

た｡担当の会員各位のご協力には感謝､感謝です｡

太極拳教室　32式扇の演武

なお､忙しい

中､藤井市長と

関口教育委主査

においで頂き､

市長からは戸頭

西中跡地利用･

ウエルネスタウ

ン計画等のお話

を窺うことがで

きました｡一同､

各計画が行政･

市民協働により

成功することを

祈念し拍手でお

伝田指導員の賠･芋･歌遊び体操紹介　応えしました｡

離間の隙殿

田醒G的慕語Uq

永山小学校新築にとも

ない放課後子どもクラブ

室の2階に｢コミュニ

ティースペース｣が設置

‡∴. ����ﾈ耳蔕��ZBﾈ�"�≡.i 

1月27日　理事会開催

されました｡地域の人と児童の交流の場､地域の活動の

場としてつくられたと聞き､さっそく月1回の理事会で

使わせて頂きました｡エレベーターが設置されており､

廊下には手すり､もちろんエアコン完備､給湯室ありで

いたれりつくせりの素敵な建物でした｡夏休みは放課後子

ともクラブの子どもたちが使い､授業でもたまに使用して

いるそうです｡

皆さんのエネルギーのたまり場として活用させて頂き

ましょう!!太極拳,らくらく体操･話し合い,お楽しみ会･

ヨガ･なんでもできそうです｡さあ!何から始めます?

平日の昼間に活動できるのか大きなメリットですね｡学

校の中ですので､学校のお役に立てるような活動もでき

たらいいですね｡

ー �� 唸ｶﾈﾘﾈ恢駛"�*ｸ���
'′ ∫ 剋�2閉園音漢 皆放課後子どもクラブ室 

'′ ��

韻Qljぐ#固Qlj<a'#琶登楼鬱認薪抄窃務抄諺蕾.ID.1g

とりで西部ふれあいクラブは､生活の中でスポーツを｢する｣ ｢みる｣ ｢支える｣そして｢楽

しむ｣ことへの豊かなスポーツライフを目指し､一方で子ともたちがいきいきと育つ地域､高

齢者が生きがいをもてる地域､住民同志が交流する地域など　豊かな地域社会の実現に少しで

も役立てたいものです｡

■輸

､驚
会長

上江洲朝彦
太極拳無料体験教室､講師を招いてのバドミントン技術講習会､四季を肌で感じさせるウオー

キングなど　指導者､スタッフの教室活動のたゆまぬ努力で各教室が確実にステップアップしています｡

順調に活動している一方で､グラウンドゴルフは放射能除梁で教室活動が大幅に制約されていますが､その厳し

い環境のなかでも､グラウンドゴルフスタッフの尽力で代替会場を確保していることに感謝しています｡

そして､これまでNPO法人化取得に向けての検討会を重ねてきましたが､概ねまとまりつつあり､会員皆様の

ご理解､ご協力をお願いいたします｡

今後とも､活動拠点の安定的な確保､満足できる環境整備など課題はありますが､クラブ運営継続と発展のため､

あらゆる方策を積極的に取り組んでいきます｡
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西

駒

都

塵 秦

(注)グラウンドゴルフ教室参加の皆さんへ

現在､戸頭公園会場(多目的広場)及びグリスポ会場(グノーンスポーツセンター広場)

の　は放射能除染工事による芝生養生のため7月(予定)まで使用できません｡
再開までの間､下記の通り｢さくら荘｣､ ｢もくせい公園｣ (臨時)を使用しますが､状況

下記の通り一部訂正があります｡よろしくお願い致します｡　によりさらに変更もありますので初めて参加の方は､教室担当者にお問い合わせ下さい｡

'J　会費について｡

◆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×

残月数十保険料｣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､ことも500円

ファミリー会員特典
1家族の3人目から年会費

より1,000円を減額します｡

(但し､途中加入は対象外)

ビジター会員
1回(1日)の参加料は､

大人300円､ことも200円｡

お問い合わせ先(代表)
･ TEL 090-6489-0468 (中根)

･ TEL 090-3333-6728 (松岡)

見学日魯験がで書家:eF
指導員に声をかけてください｡

臆臆臆漢書案≡看8m琶脈藷寡i ��〟田園…羽音毒臆漢蓋 

グラウンドゴILブ ラ｡う TEL090-5992-7215瓜生 ��9:30-ll:00 局 仞��7��

第1-5週 �+8*ﾘ.y���も詣嵩図上くら荘 

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 TELO90-3526-9001加藤 ��土10:00-12:30 

第1-5週 俘(皐揵�ﾈ支ｭ��

バドlLテニス TELO90-1665-6422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 TEL0297イ3-4312寺井 ��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���

ラージボーIL卓球 TELO90-2412-3124酒井 TELO90-7827-3452横倉 ��土10:00-12:00 

第1-5週 侘ｹ:ｩ8ﾈ揵�ﾈ支ｭ��

総合スポーツ*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) ��土日 
戸頭西中体育館永山小体育館 

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 TEL080-1059-9205おぎ原 (さくら荘担当) 仂r����
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ﾈ�ｴx,�(ｻﾙ7�,ﾈ齷�(.)��譴域ｩ�R韜ｸ��,�,r��

TEL090-3347-4659岩瀬 �,��x.ｨ.h*B�8/�6X�ｸ7ﾘ,冖9yﾘ,ﾈ,�*(5(�ｸ5�/�^�*ｲ�

TEL090-3333-6728松岡 �-ﾈ+x�ｩD隴CBﾓX����邵/�uﾉ.�+X,H*(-ﾈ+v��

11ローIlシヴ TELO90-3333-6728松岡 TELO90-8582-9108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::鷲.甲薫 も墓園董圏図 -永山中● �y[x�8粂耳爾��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�･552�ﾅ(ﾙ��

＼ー �*�+�-ﾉv9'H���

･ー醐薬園 ��ﾂ�

封嘉霊噂撃∴田園閏 佗僮h7H4x7B�F�)Z��


