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れる「光齢者」目指す。　；施設見学と同法人塙理事長の講話を主題に研修を行いました 

れる塙理事長（法人施設内；が、天気も上々で午後からの「みかげ石の採掘場」、親駕聖人 
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塑」誼回し易題目き入って施設を後にしました。　　　広報武内記 
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今年度平成30年1月8日までの活動状況を報告致します。当教室は総勢65名、そのうち2／3　　　　／

が女性で構成されており、大変賑やかな教室でクラブ最大の所帯を保持しています。活動内容は

外部活動と週3回の内部活動に分けられます。　　　　　　　　　　グラウンドゴルフスタッフ記

外部活動

茨城県南地区大会
（県南はつらつ百人委員会主催）

◆開催日：平成29年10月3日（火）

◆会　場：茎崎運動公園
◆参加者：総参加者　約540名（13団体）

当クラブ　　32名

◆成　績：男子の部　海老原文男さん　第9位

女子の部　千葉　晴子さん　第3位

大石　君江さん　第4位

原田　ヒサさん　第19位

取手市市民大会
◆開催日：平成29年11月3日（金）

◆会　場：北浦緑地公園
◆参加者：総参加者198名　当クラブ23名　　ヰ

◆成　績：女子の部　鈴木美代子さん優勝

（合わせてダイヤモンド達成）

紫五・女子とも活躍4名が入賞の快挙！
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鈴木美代子さんが亀子の部擾勝は騒ぐ！

i÷菅ゝドとはI

lラウンドでホールイン

ワンを3回達成すること

外部活動の上記2大会では、他のクラブの多くの方々と交流ができ、また、日頃の練習成果

が十分発揮でき、大変有意義な2日間でした。引き続き上位入賞に向けての目標ができました。

内部活動

定例会場は戸頭公園とさくら荘の2会場です。毎回、多数参加を頂き1月8日現在延3，314名の参加となりまし

た。また、クラブ内大会を年2回、毎月の定例教室（3回／週）時の「ダイヤモンド達成者」「ホールインワン達成

者」を表彰し、お互い励まし合いながら技術の向上を目指しています。

なお、その他、馴れ親しんだコースを離れ、グラウンドゴルフ会場のある温泉地等で1泊し新鮮な雰囲気のもとで

の「研修旅行」も実施しています。和を尊び　皆と協調し合い、爽やかに楽し

く愛される教室つくりを目指して参ります。皆様のご協力をお願いいたします。

◆クラブ内交流大会（敬称略）
・開催日：平成29年7月14日（金）

・会　場：戸頭公園　・参加者：総参加者　45名

・成　績：優　勝チーム　萩山・下田・谷井・武田・大石

準優勝チーム　増田・黒沢・竹内・百瀬
第3位チーム　山口・高山・鈴木・原田・染谷

◆ダイヤモンド達成者（敬称略）
萩山（2回）・山測・黒澤・腰原・阿久井・蛙原・鈴木・松崎

◆ホールインワン達成者ベスト5（敬称略）

男子の部　萩山（94）・中久木（88）・竹内（72）・腰原（69）

女子の部　前田（83）・海老原（58）・榊原（57）・湯IIi（56）

豊一議雷電圏電離 
Fっ 

千二軍■寡＿， 
ー1日　●Jl∴目 し　　　∴ 　　1 　　1 

戸頭公園多目的広場　打ち下ろし

さくら荘　林間コース
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圃閻魔教媚塵

●開催日時：平成29年12月16日（土）10：00－12：30

●会　場：高井小学校体育館

●参加者：大人12名、子供7名

令里瞳彊麹蝿甥甥や鼻Q騰毒聾寝秦認
今回も前回同様バドミントン以外の種目「輪投げ」を行い個

人成績で争いました。距離が遠かったせいかはじめは極端に低
い得点争いになりました。次に、距離を短くし難易度を下げて

行いましたが、バウンドするなどして得点は伸びず良くできた

設計になっていると感心しました。

次に、200gの重いラケットを大人が使用しレジャー用の飛

ぶシャトルで子供を含めた3対3のゲームを行いました。慣れ

ないラケットに大人たちも苦戦し、飛ぶシャトルでアウト連発

になる中、子供たちは丁度良かったらしく、ここぞとスマッシュ

を打ち込んでいました。結果、総合成績1位に斎藤さんが、次
いで2、3位もそのあともなく、開催日が12月16日というこ

とから12位、16位に景品が贈られました。

最後にこちらも恒例になった100円ほどのプレゼントを持ち

寄ってのビンゴ大会によるプレゼント交換で幕を閉じました。
バドミントン教室は他の教室と違い土曜日限

定で働いている方も多く出来れば他の教室の種

目にも触れて頂きたい。次回も違った教室の陸

自を取り入れたいと思います。

バドミントンスタッフ　加藤記
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宣鍵蟄塾障現出鎧婁瞳劫Q鼻鞋壷を塑琵糟
ラージボール卓球教室登録人員は平成27年度末の12人から

現在（平成30年1月）は21名と増員しました。さらに練習で

は他の教室からの参加があり、日々の練習に於いて卓球台が不

足しており課題となっておりました。今回増設は3台で合計9

台の使用が可能となりました。（増設分は旧戸頭西中で使用し

ていたクラブ所有台を戸頭小へ移動したもので、i日戸頭西小会

場開設を描く中で、今日まで子供教室、スポーツフェスタ、戸

頭東小不可時の代替利用などで活用していたものです。）

豊里重爆坦吾塾臣蝿
尋＝診韮≒出鼻輩恕室恵坦蛙蛸

週2回の活動となることから指導員については4名体制（指

導員名：横倉延雄、酒井　茂言酉井憲子、松岡　孝）でローテー

ション対応することとしました。なお、2月1日から同会場を、

NPO法人セントラルのラージボール卓球教室も使用（毎週木

曜午前中）することとなりました。これは従来の定例会場であ

った旧白山西小学校転売のため代替会場としての利用の為で行

政が決定したものです。　　　　　　　　　　　　　　広報記
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パドルテニス教室はクラブ発足時から活動を開始し、現在、i日戸頭西中体育

館で毎週火曜日夜（19：00－21：00）に8－12名で活動しています。パドルテニ

スの特性は当欄に記した通り地域の総合型スポーツとして大変魅力的な競技で

す。競技の紹介は、クラブ主催のスポーツフェ

スタ（前回は5月、旧戸頭西中体育館で開催）

の他、定例教室では常時見学・体験の場を設け

ています。また、昨年6月開校の「いろいろ球

技」（小学生対象）の体験種目の一つとして組

み入れてフアンの拡大に努めています。
パドルテニス指導員　福むら記

【パドルテニスとは】

一言でいうと・技術、ルール両面で硬式テニスの小型版です。コートはバドミント

ン（ダブルス）のコートに近く、ラケットに相当するのが「パドル」です。ガットは

なく材質はカーボンや木の合板です。

また、この競技の特性として

★体力と健康の維持増進のための運動量が十分にあります。

★年齢性別を問わず、それぞれの体力と運動能力に合わせて競技を楽しめます。

さらに、テニス（硬式）の入門段階、特に児童にテニスを教える手段として有効です。

「忙＿＿0．9m

コートはバドミントン（点線）と比

べ　タテ方向が長く、幅は同じです。

S　圏輩圏1　－日カ。－リングとは】　；三重］∴の 
一一　一一一　も　　加一リングは氷上で行うカーリングの室内版ですストーンの代わ i　　　　　　e 史∴二－岬’言霊謂書写莞書斎．認諾急造㌫ 

三三二二l鳶譜霊碧スポーツです。子供から高齢者まで、－ 

艶埼醜亜二男＝萄出違豊移動醜・酸艶蛙物影電轟き的 
カローリングを定期開催して5年目になり、現在、戸頭会場（戸頭小学校体育館）と新取手会場（新取手自治会 

館）でしています。両会場とも毎回、チーム戦を行い参加・勝利数を記録しモチベーションを図りつつ年度表彰し 

ています。カローリングで良いことは投球が簡単で大きなカを必要としないので誰でも始めたその日からゲームに 

参加できることです。クラブでは定例教室の他、小団体を対象に出前教室を実施しています。前提として市内で－ 

定のスペースの会場があれば対応できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カローリングスタッフ記 

第5は4月～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧ 

il●藷藍藷結語大石さ山 路韮董脚醒堕墨ん山内さん＿＿＿＿＿＿詩 
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ゆ駕教嘉　一腿麗′・閲轟三国田圃 

誰でも年を重ねる事で身体の筋肉や関節が、硬くなったりこわばってきます。足を上げたつもりが思わぬ所でつ 

まずく事も多々あります。ヨガはそれらの悩みの解消に1 �受立つと思います。ヨガはゆるやかな動きですし、加わえ 

て呼吸法も行います。何気なくしている呼吸も動きの中に取り入れると身体の柔軟性が増したり、機能が高まるよ 

うに惑じます。教室は「あけぼの」「永山」両会場で各々月2回（計4回）で、体力、体調に合わせて指導して頂 

けますし、自分の身体の調子も知ることができます。なお、「あけぼの」会場では月1回練習後、お茶会でコミュ 
ニケーションを深めています。両会場ともぜひ体験に来てください。　　　　　　　　ゆるヨガ教室スタッフ　荻原記 

獲臆n田町亭主登場看書く議事藍漢書醗運顧馨日嗣番う臆臆漢 �獲86見出閣臆l諜一重≡漢書観音暮ヨ織目豚鷲98漢 

●会場：永山小コミュニティースペース �●会場：あけぼの（和室中） 

●開催日：第2・4火曜日　●時間：14：30－15：30 �●開催日：第1・3月曜日　●時間：10：00－11：00 

ヽ � 原山小つミミニティースペース 」輯帽繋讃諦｝ ∴揺∴∴雪 路＼箪義一－ �晒　題博恕驚i軸 一席〇本∴∵ ノ′捗惜業 

6ねHJAビブワ秋田2817回
敵国からつながれ！つらなれ！長寿の輪

平成29年9月9日（土）－9月12日（火）

・蟹醤霊園誓璽璽 
．・詰、　・／手　　　、雪 ：着 ����●， �． 

半丁 i●1 �　　、。＿章二 iヽ／t＝ �｛● � ��こし‘ 

＿l 急∴∴阜＿－一・稲 　●、 出－－ �����＿● �▲腰．li i i 

しコ鵜漢龍山〃S 

私達6名チームの平均年齢は65歳位でしたが、 

ここ数回参加した中でいつも思うことは70代、80 

代の方々も、とても意欲的だということです。私 

もこれからは自分年齢に挑戦して行きたいと思い 

ます。　　　　　　　　　　　　　　　小村正子 

賢・HZ9．12．16さくら荘・・潔・

堂地主助罪追随彗鈍重宝金
小村先生の演武にアンコールの連続。余興ではマジッ

ク、童謡手遊びうた、初めてのゲーム（景品付）で、

大変盛り上がりました。

－　　　㊦ ＿⊥」＿：I 　　霞閣嘩繕漆韻 

〇・：差、rL〇千 

l・ 1 、i ii � �一関 一二一！ 、樋、‾‾量 

▲ノ ��� 

＼ 

今年度は指導員各位のご指導のもと1月までに発表会

2回（7／8、1／6）、講習会1回（7／8）を行い、ま

た教室内親睦会2回（8／5、12／1）の他、らくらく体

操や各行事に積極的に参加をしてきました。また、昨年

に引き続き小村先生のすてきな「ねんりんピック」の結

果報告に魅了され　太極拳への夢がさらに膨らみました。

太極拳教室　大平記



（6）第19号　　　　　　　　　　　　　　　クラブ会報　ふれおい　　　　　　　　　　　　　　2018年3月8日発行
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世鞠瞳金製掘

●開催日時：平成29年12月25日（月）

10：00－12：30

●会　場：旧戸頭西中体育館

●参加者：22名

「いろいろ球技教室」、「ゴールデンキッズ」が合同で「クリスマスお楽しみ会」を開催しました。いつもと違うメン

バーで思いっきり身体を動かしゲームを楽しみました。サプライズでサンタさん登場には大変盛り上がり、一人ずつ

活動報告のあとプレゼントを頂きました。そしてお楽しみビンゴ。

作器崇誤差記南扇霊室一エ 
sssssSss　　　　iS　　　　　　　　i，II �� � �藍塾・i圏 　雪－1絃i 

長音賢宣享 � � � 

殿 堂 ’■ヽ／ �鼻 ， I事 鏑＿＿さ、 �∵∴ 料帽証∴蟹 墨壷日勤′＼－ 

・ブ・｛　　　・、や∴∴∴1つ・‾　　　・、♪

呈　鎧塑塑　坦坦頓l整　理担喜　蟄蟄　亀金　地螺
艶む電蝿鼻娃塾塾も皇壁堕曖進現地も
塾塑重患竜堕易を董勃醜

i　　　　　　　　　　　　　ぐ‾　10　ノ　　子］ 

∴： †） も �／せ三言 　＿●｛ 

i ti－ 

●開催日時：毎月第2・4木曜日10：30－12：00 

●会　場：特別養護老人ホーム　さらの杜「地域包括センター」　当 

・対象者：・第三圏域※在住の認知症予防取締聖の65歳以上の方‘さ 　・本事業対象者・要支援認定の方 

●指導員：停田　つるよ先生 

●間合先：中根クラブマネージャー　℡090－6489－0468 

※第三圏域：市之代、貝塚、下高井、上高井、新取手、戸頭、米ノ井、ゆめみ野

音楽ケア体操は昨年7月から、「取手市介護予防・日常生活支援総合事業」

として「さらの杜」で開催しています。歌を歌いながら身体を動かすことで、

より効果的な有酸素運動ができ、l間市機能を高めるとともに心・体・頭のリ
ハビリにつながります。対象者は上記に記載の通りです。また、現在、送迎

車によるサポートも可能です。詳細についてはお問い合わせください。

中根クラブマネージャー記

日宇寺前養義人ホ＿ムさらの杜
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●開催日時：平成30年1月6日（土）12：00－15：00

●会　場：あけぼの　和室大広間　　●参加者：89名

上江洲理事長　　濱田監事　　挨拶される
の開会挨拶　　　の乾杯　　　萩山さん

SSSSSSSSS8m，iI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／ 

太極拳の演武

本年は松の内の新年会となり、例年より着物姿の方
の多い華やかな宴となりました。恒例の太極拳の演武をはじめ、初め

てグラウンドゴルフ有志のおとりの披露、楽器を使ったリズミカルな

音楽ケア体操の紹介ですっかり「ふれあい」ペースのなごやかな宴席

となりました。また本年も抹茶のおもてなしを頂き、文化作品への出

展も幅広く増え、すてきなミニ発表コーナーとなり、話題を提供して

頂きました。忙しい中、準備・運営・出演・出展並びに景品提供して

頂いた皆様に御礼申しあげます。

大平さん
グラウンドゴルフ有志のおどり

．－－－ �� 

細器量ニ 胞 �　劃 l i i守主㍉悔 i 

二・、1 

1 会員の文化作品他展 �ヽ 

圏開園臨書聾田圃珊InE署田園●開催日時：平成29年10月9日（月・祝日）9：00∴14：00 《総合型スポーツクラブPR活動》　…護語認諾蓮 

王事 このスポ－ツ祭は「－市民－スポ－ツ」をスロ－ガンとして、取手市体育協会が主催するもので、誰でも参加で 

きる「体力測定」「種目体験」コーナーなど　20種目以上が実施され、3，000名以上の家族連れの参加がありました。 

当クラブは所属する取手市総合型3クラブ連絡協議会の総合型クラブPR活動として、パネル展元、子供ミニラン 

ド・談話コーナー（飲み物サービス含む）を設置運営しました。当ブースへは親子連れ約400名が来場し、子供た 

ちの元気な声が聞けました。なお、来場者アンケートによる総合型スポーツクラブの認知度は25．2％（前年14．6％） 

で向上したものの、まだ低い実態です。連絡協議会として当ブース来場者に3クラブ共通のビジター券を参加賞と 

して配布しました。さらに媒体利用の広報活動も継続実施していきます。　　　　　　　　　　　　　　　広報記 

血‾‾‾‾‾　　語調臨 　　　∴十 二号1 1 �●： 重電 　　　　∴ifi・ 

開会式（体協本部前）　　　　　子供ミニランド（トンネル・マット遊び　　　　子供ミニランド（輪投げ） 

li 　　　e l　r∴∴曽∴ ヽ －千〇・i誓i子申　立 」墨壷「二重 

子供ミニランド‘（スーパーボールすくい）　　　　総合型パネル展禾　　　　　　　　　　　談話コーナー 
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NPO法人とIiで西部ふれ希いウうう定例教室のご案内ス舟，ゾくじ

監薯董i　あ盤駕先書誌書誌書籍駕目撃
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。

因
臆臆臆音容愛葛音楽案8g菓音音音漢 グラウンド ゴIL7 �　　詞書臆寡邦書音音音響　　　会員は左記の一般教室 諾琵嵩誓謹意義謹場9：30－11‥00　すべてに参加できます。 

℡080－6635－8512　前田 �●会費についてり 大人（高校生以上） 入会金i500円 年会費i6，000円 

ろくろく体操 �第2・4土曜日：戸頭公民館　　　　　　　　10：30－12：00 ℡080－2137－7805　武内 

バドミントン �毎週土曜日：高井小体育館　　　　　　　　10：00－12：30 
℡090－4395－5148　うゑず �保険料i600円 子供（小”中学生） 

パドルテニス �毎週火曜日：旧戸頭西中体育館　　　　　　19：00－21：00 
℡090－1665－6422　福むら �入会金　i　なし 

太　極　拳 �第1・3土曜日：さくら荘　　　　　　　　　　9：30－11：00 �年会費　i3，600円 第2・4土曜日：戸頭公民館　　　　　　　　　9：00－10：20 �保険料　i　600円 

℡090－4096－8158　大平 �◆会員は4月1日入会が基本 です。年度途中入会の年会費は、 

弓⊥ジポール卓球 �毎週土曜日：戸頭小体育館　　　　　　　　　9：30－12：00 毎週水曜日：旧戸頭西中体育館　　　　　　13：30－16：00 �月割り相当額×残月数十保険料 となります。 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。 
℡090－7827－3452　梯倉 

捨ス古ツ＊とが窒妙‡ �第1・3土曜日：旧戸頭西中体育館　　　　　9：00－10：30 
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1† �第1・3月曜日：あけぼの（和室小）　　　　10：00－11：00 
℡080－1059－9205　おぎ原 

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） 
℡090－6489－0468中根　　　　　　　　　　　　　　　　“ヾ　　　∠ゝ国 

れ8－1Iシケ �第1・3・5土曜日：戸頭小体育館　※第5は4月～　9：00－10：00 �　ン、Z＝貝 1回（1日）の参加料は、 
℡090－3333－6728　松岡 

第1・3水曜日：新取手自治会館　　　　　　13：30－15：30 �大人300円、ことも200円。 
℡090－8582－9108　秦野 

ゴール寺ン事・γ罵 マット・トランポiノン・鉄棒 �毎週金曜日：旧戸頭西中体育館 

諒豊霊笠井∴∴∴∴需品諾］－認諾 
おにごっこ他 �℡090－6489－0468　中根 

トラシポIlシ �旧戸頭西中体育館 紙器霧㍑定員8名　　　品岩盤」全般勧曇器胃侶 
℡090－6489－0468　中根 

苦楽すア体操 �第2・4木曜日‥さらの社（特別養護老人ホーム）　10：30－12：00　　　会　　員　200円／回 ℡090－6489－0468　中根　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般参加者　300円／回 

いろいろ球技 卓球iパドルテニス・ ドッジボール・バスケットなど �毎蓋豊1：豊認駕　　　1謹告謀。　　　2，000円／月 

駒脱7ィγトネス �策謀霊盈詑8中根　　　10：00～11‥00　　　　300円／回 

・‾き。

惑輩∵言霊 一国題■警醒書留図表園田 
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