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第１期 5月18日・19日

幼児コース【１３：３０～１４：３０】

児童コース【１４：４５～１５：４５】

第２期 6月22日・23日

幼児コース【１３：３０～１４：３０】

児童コース【１４：４５～１５：４５】

第３期 ７月６日・７日

幼児コース【１３：３０～１４：３０】

児童コース【１４：４５～１５：４５】

今年から初めての水泳教室、3期で各２日間という短い期間ですが、セントラルフィットネスクラ

ブ名取南仙台で開催しました。

音楽に合わせた準備体操から始まり、事前の泳力調査に基づいてグループに分け、そのグループ

ごとに行いました。心臓から遠い手先、足先から水に触れて、徐々に腕や頭などの体全体を水に慣

らすところから始まりました。水に顔を浸けることが苦手な子ども達には、首を傾けるような形で

頬に水を浸けたり、手ですくった水を顔に浸ける練習、インストラクターに支えられながら水深１.

１０ｍのところで潜る練習や、泳ぎの練習としてビート板を使い蹴伸び、バタ足、低い姿勢からの

飛び込みやクロールなども行いました。水が苦手な子どもがこの教室を通して水を克服しようと頑

張っている姿やインストラクターの指導を熱心に受けている姿も見ることができました。

今回、ご協力いただいたセントラルフィットネスクラブ名取南仙台のインストラクターの皆様、ご

参加の皆様ありがとうございました。

主催で、体育館の利用者の方々にお茶を振る舞っていただきました。

今回は抹茶だったのです。

「楽しかったです」、「美味しかった」、「またやってほしい」などの

お声をいただき、大変好評でした。

スポーツに親しめる機会ができるとすれば、さらなる心身の健康に

なるでしょう。伝統文化、芸術文化、そしてスポーツ文化の融合が

なされる令和の時代であってほしいと願っております。

子ども水泳チャレンジ教室を開催しました

1. 開講式

2. 準備運動

3. 水慣れ、バタ足

4. プールの入り方

5. プールの中で歩く、ジャンプ、ワニ歩き

6. 顔を浸ける練習、潜る練習

7. ボールや輪集め

8. ビート板を使った蹴伸びとバタ足

9. 低い姿勢からの飛び込みとクロール

【首を傾けるような形で頬

に水を浸ける練習】

【ビート板バタ足練習】 【クロールの練習】

【潜る練習】

【水に顔を浸ける練習】

≪開催内容≫

≪日 程≫
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７月２日（日）名取市上山市サッカー交流大会が行

われました。

まだ梅雨明けしていない時期だった為、天候が心配で

した。当日は曇りでしたが、スポーツを楽しむには丁

度良い天気でした。

名取市からは、市内サッカースポーツ少年団の６年

生、５年生の学年毎の選抜チームと名取市中総体で優

勝したみどり台中学校が参加しました。名取市、上山

市の両チームともゴールを目指して全力でプレーし、

サッカーを通じて交流することが出来ました。

今回の交流大会は開始してから４０周年の節目の年

となりましたが、選手、指導者、保護者、両協会の役

員の協力により無事に終えることが出来ました。あり

がとうございました。

来年は、上山市会場で交流会が開催されますが、５

０周年、１００周年と交流を継続していきたいと思い

ます。 （名取市サッカー協会）

名取市上山市サッカー交流大会４０周年！

令和元年度 花まつりウォーキングを開催しました

５月１２日に花まつりウォーキングを開催しました。今年は、５６名の参加がありました。

天候にも恵まれ愛島公民館を出発し、金蛇水神社を目指して、途中休憩などを取りながら金蛇水神社に

到着しました。到着後、３０分程の自由時間を取りました。ちょうどこの時期に花まつりが行われており、

去年は見ることができなかった藤の花が見ごろで見事な九龍の藤の藤棚を見ることができた為、参加者も

「ちょうど綺麗に見れる時期に参加できてよかった」などのお声もいただきました。

また、牡丹園が無料開放されており、咲き誇っている牡丹なども観賞することができました。その後、

ハナトピア岩沼に移動して研修室や園内で昼休憩と見学後、園内広場で集合写真を撮り、愛島公民館への

復路を歩き始めました。帰りはペースが遅くなるかと思われましたが、会話を楽しみながら予定時間より

も早く愛島公民館に到着しました。到着後は、参加者同士ハイタッチでねぎらった後、整理体操をしてハ

ナトピアで撮影した写真を渡し解散しました。

今回ご協力いただいた名取ノルディックウォーキング愛好会の皆様、ご参加の皆様、ありがとうございま

した。
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4名の功労章表彰が行われました！

今回は、グラウンドゴルフ名取市協会の髙橋良夫さんに

国民体育大会の出場に向けての心境を伺いました。

第７４回国民体育大会の出場に向けて

６月１９日に４市９町から２６１名が

参戦した「第４１回県南ブロックＧ・

Ｇ春季交歓名取大会」が名取市民球場

で行われ、幸運にも優勝することが出

来、茨城県で行われる国民体育大会の

出場権を得ることに我ながら驚いてい

るところです。

これまで７１年間の人生で、国体に出

場できるとは夢にも思っていなかった

ことが起こったのです。これもひとえ

に多くの仲間、そしてスポーツを通じ

て得たものの大きいさに、スポーツは

本当に素晴らしいと感謝しながら国体

に臨んで行きたいと思います。

去る６月８日（土）に、定例の名取市体育協会通常総会が開催されました。総会では、令和元年度の事業の実施に

向け、年間の事業計画及び収支予算が審議され、原案どおり全会一致で承認されました。

また、総会の開会に先立ち、これまで永きにわたって名取のスポーツ復興のために貢献して下さった４名の方々

に対し、佐々木会長より功労章の表彰が行われました。今後ともご指導を宜しくお願い致します。

≪功労章表彰者≫

岡村 昭彦（名取市剣道協会）・坂井 正仁（名取市ソフトボール協会）

瀬野尾 直人（名取市サッカー協会）・庄司 昇（名取市サッカー協会）

５月９日、茶道のたしなみがあります体育協会の佐々木会長の

主催で、体育館の利用者の方々にお茶を振る舞っていただきました。

「体育館での茶会」はこれまで何処でも行われなかったと思われます。

私たちは運動が終わった後で、水やジュースを飲みますが、

今回は抹茶だったのです。 参加した方からは「初めてです」

「楽しかったです」、「美味しかった」、「またやってほしい」などの

お声をいただき、大変好評でした。

運動の好きな人が華道や絵画に興味を持ち、歴史や音楽の好きな人が

スポーツに親しめる機会ができるとすれば、さらなる心身の健康に

なるでしょう。伝統文化、芸術文化、そしてスポーツ文化の融合が

なされる令和の時代であってほしいと願っております。

祝・令和健康茶会

今年から職員として体育館にも勤務

するようになりました。まだまだ体育

館の仕事に慣れておりませんが、沢

山の利用者の方に気持ちよく使って

もらえるように努力していきたいです。

若澤悠也

４月から職員として勤めています。

少しでも早く仕事内容を覚えられる

ようにしていきます。利用者の方が

快適に利用できるお手伝いができ

ればと思いますので宜しくお願い致

します。

齋藤文佳

今年の１月から体育館に勤務し、４

月から事務局長として勤めています。

多くの体協会員の皆さんを始め、ス

ポーツ愛好者の方々が利用しやす

い体育館や運動施設になるように職

員一丸となり勤めてまいりますので、

宜しくお願い致します。

阿部信義局長



I n f o r m a t i o n

【問い合わせ】

NPO法人名取市体育協会

住所：〒981-1224

宮城県名取市増田字柳田２５０

（名取市民体育館内）

TEL：０２２-３８４-３１６１

FAX：０２２-３８４-３１６３

E-mail：taikyou@natori-taikyou.or.jp

長い梅雨もやっと明け夏らしい季節の

毎日です。いよいよ来年のオリンピック

開催に向けて始動しています。“心をひ

とつ”に地方からオリンピックを盛り上

げて行けたらと思っております。

（広報委員長）Ｔ．Ｔ

①バランスボールで体幹を鍛えよう！

②ママのためのバランスボールエクササイズ

【講師】

TwinkIe mamaby 田村 麻利子 氏

【日程】

9月11・1８・25日、10月2・9日 (いずれも水曜日、全５回）

①9：15～10：15 ②10：３０～１１：３０

【場所】

市民体育館 ２階 武道場

【参加費】

各１人 １，５００円

【定員】

2０人

【受付】

８月21日（水）９：００～

【講師】

尚絅学院大学 クラブマネージャー

古川 靖志 氏・石垣 恵理 氏

【日程】

9月20・27日、10月11・18・25日

9：30～11：30 （いずれも金曜日、全5回）

【場所】

市民体育館 １階 アリーナ

【参加費】

１人 １,５００円

【定員】

40人

【受付】

9月6日（金）9：00～

【講師】

一般社団法人ボディジャンプ 西間木 由美 氏

【日程】

１0月２8日、11月11・1８・25日、1２月2日

15：３０～１6：３０ （いずれも月曜日、全５回）

【場所】

市民体育館 2階 武道場

【参加費】

１人 １，0００円

【定員】

２5人

【受付】

１0月７日（月）９：００～

第３期 バランスボール教室 バレーボール教室

第2期 こどもカラダづくり教室

①シニア向け健康エクササイズ教室 ②リズムエクササイズ教室 ③なとりんキッズフィットクラブ

【講師】 信用堂スポーツ企画 髙橋 もゆる 氏

【日程】 10月3・17日、11月7・21日、12月5・19日、1月9・23日、2月6・20日、3月5・19日

（いずれも木曜日、全12回） ①13：15～14：15 ②14：30～15：30 ③15：45～16：45

【場所】 市民体育館 ２階 武道場

【参加費】①・②1人 ３，５００円、 ③1人 ２，０００円

【定員】 各教室 ３０人

【受付】 9月19日（木） 9：00～

後期 エクササイズ教室

【講師】

エムズテニスパーク スタッフ

【日程】

10月17・２４・３１日、11月７・１４日

１０：００～１２：００（いずれも木曜日、全５回）

※予備日 11月２１日（木）

【場所】

十三塚公園市民庭球場

【参加費】

1人 １，５００円

【定員】

１６人

【受付】

10月3日（木）９：００～

第３期 テニス教室


