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山頂の星の展望台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 15 日スポーツクラブたはらでは静岡産業大学の協力のもと皆様の健康づくりの一環として体力測定

を企画しました。 内容は静岡産業大学の舘俊樹先生指導のもとアシスタントとして静岡産業大学の学

生４名が参加者の体力測定を行いました。 

測定項目は、身長、体重、握力、筋力、柔軟性、バランス、５０ｍ走行などでした。また、舘先生から

測定結果からのアドバイスや参加者の質問に答えていただきました。 

２０才代アスリートから７０才代の方まで、幅広い年齢層で２２名の方の参加がありました。 

参加した方から、楽しかった、特に５０ｍ走は思い出になった、新たな指標ができた、等大変喜んでい

ただけました。（当日の様子は静岡新聞にも掲載されました） 

次回は今秋を予定していますので是非、家族、友人を誘い合って参加ください。 

  

静岡産業大学の舘俊樹先生           思い出になった５０ｍ走 

 

 

 

５月２２日（日）に静岡市にある高山市民の森でハイキングバスツアーを行い、１７名の参加がありま

した。 

朝９時にスポーツクラブたはらクラブハウスをバスで

出発し、１０時３０分頃高山市民の森に到着！３０分

かけて頂上を目指しました！山頂（７１７m）からは

市街、日本平、駿河湾、清水港、伊豆半島まで一望で

きますが、当日は残念ながら曇り空でした．．． 

今回のハイキングバスツアーでは、ゆっくりと森林浴やハイキング、自然観察を

楽しむことができました。 

  

年２回開催しておりますグランドゴルフ大会を６月２６日に開催しました。グランドゴルフクラブのメ

ンバー、田原ＦＣジュニアー、一般参加で総勢５０名の方の参加がありました。今回は過去の成績を参

考に子供たちにはハンディ２０が与えられました。その結果優勝は田原ＦＣジュニアーの高橋幸汰君で

した。また１１人の方がホールインワンを記録されました。次回は１２月を予定しております。 

参加お待ちしております。 
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開催日：開催日：開催日：開催日：６月１２日（日）ソフトバレーボール：８：３０～ ソフトボール：１２：３０～ 

会場：会場：会場：会場：ソフトバレーボール：田原地区体育館 ソフトボール：神明中学グランド 

大会結果：大会結果：大会結果：大会結果：    

ソフトバレーボールの部：：：：参加チーム：明団、明ヶ島Ａ・Ｂ、三ヶ野、西島、八大 

優勝・明ヶ島Ｂチーム 準優勝・三ヶ野チーム 

  

優勝・明ヶ島Ｂチーム                  熱戦を繰り広げる各チーム 

 

 

    

    

    

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人    

グランドゴルフクラブのメンバーにルールを教えて

もらいながら楽しみました。 

優勝の高橋幸汰君（グロス９８ハンディ２０ネット

７８）賞品はメロンでした！ 

7 月 31 日・8 月 7 日に開催された東部ブロック親睦球技大会のソフトバレーボールに明ヶ島チーム・

三ヶ野チーム、インディアカに明団チーム・明ヶ島チーム、ソフトボールに三ヶ野チーム・明ヶ島チ

ームが田原地区代表として参加しました。結果は☆ソフトバレーボール第 3 位・明ヶ島チーム・三ヶ

野チーム☆インディアカ第 1 位：明ヶ島チーム、第 2 位：明団チーム☆ソフトボール第 3 位：明ヶ島

チームでした。 
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今年から公民館体育部事業（運動会・球技

大会）をスポーツクラブたはらが事業受託

して企画運営をしております。これまで通

りの地区体育委員、新しく加わるスポーツ

ボランティアの方々と協力しながら田原地

域のスポーツ活動を行っていきます。（写

真の中でベストを着用している皆さんが運

営に携わった方々です。） 

ソフトボールの部ソフトボールの部ソフトボールの部ソフトボールの部：：：：参加チーム：明団、明ヶ島Ａ・Ｂ、三ヶ野Ａ・Ｂ、西島、玉越、東部台 

優勝・三ヶ野Ｂチーム 準優勝・明ヶ島Ｂチーム 

  

優勝・三ヶ野Ｂチーム                決勝は１４－１２の接戦でした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じゃんけん勝負となった三ヶ野Ｂと明団チーム（１回戦） 

 

7月24日（日）袋井グランドボールにてボーリング大会を開催しまし

た。総勢３７名の参加があり各部の結果は次の通りでした。 

大人の部      中学生の部   小学生以下の部 

優勝：山下きん子さん 宮内謙一君   高橋勇人君 

第2位：山本好夫さん  村松宏樹君   鈴木壮悟君 

第3位：鈴木鈴乃さん  太田舜也君   花島旭君 

 

 

【開催日】２０１１年９月２５日（日）【会     場】ゆめりあサッカー場 

【募集チーム数】 

A：田原カップ・・・２４チーム          キーワード『『『『真剣勝負真剣勝負真剣勝負真剣勝負』』』』 

 B：エンジョイサッカー・・・１２チーム  キーワード『『『『和気藹々和気藹々和気藹々和気藹々』』』』 

【申し込み方法】 大会事務局へ資料送付依頼の TEL か FAX を入れてください！ 

TEL/FAX ０５３８－３３－９１４０ 大会要項・申込書類などを送付します。 

・チーム名・連絡先（氏名・住所・電話番号） 

・インターネットアドレス（アドレスをお持ちの場合）・参加希望リーグを明記 

詳細はスポーツクラブたはらのホームページに掲載

http://www4.plala.or.jp/SCTAHARA/indexhtml/index1.html 

 

        

        

[[[[企業・団体企業・団体企業・団体企業・団体]]]]                  ２０１１年６月末現在 

大沖製作所・山本彩花園・田原グランドゴルフクラブ大沖製作所・山本彩花園・田原グランドゴルフクラブ大沖製作所・山本彩花園・田原グランドゴルフクラブ大沖製作所・山本彩花園・田原グランドゴルフクラブ    

株式会社株式会社株式会社株式会社    ＡＫＯＵ・株式会社ＡＫＯＵ・株式会社ＡＫＯＵ・株式会社ＡＫＯＵ・株式会社    オーフィットオーフィットオーフィットオーフィット     

[[[[個人個人個人個人]]]]        

三ヶ野三ヶ野三ヶ野三ヶ野 西島西島西島西島 玉越玉越玉越玉越 社会人社会人社会人社会人

永田　昌三 加藤　功 中村　智枝 石川　安彦 鈴木　百代 寺田　晋

長尾　円 高尾　美恵子 小橋　俊之 石川　アキ子 鈴木　信夫 金原由季

坂部　哲之 鈴木　絹子 土橋　史卓 鈴木　康成 山本　真理子 松島和正

石川　憲男 小出　武 福世　文嗣 熊野　郁子 鈴木秀紀

石川　絹代 高尾　嘉子 野渡　昇 鈴木　昭吾 彦島彦島彦島彦島 山下泰平

大石　高彰 村松　當江 加藤　勝 山下　薫 名倉　央 佐藤陽介

三谷　秀樹 山下　睦子 高尾　直利 鈴木　貞好 山田順二

坪井　伸明 平野　ますみ 吉田　徳一 鈴木　博子 地区外地区外地区外地区外 山下健介

石田　敬一郎 高橋　一正 堀川　隆延 鈴木　英夫 髙塚　祥子 岡田憲幸

加藤　浩也 高橋　文男 谷口　高司 鈴木　康雄 山田　宗克 宮内良介

大石　高久 山本　秋男 鈴木　宣光 鈴木　つたゑ 北川　欣二 林　幸登

丸尾　勝 松下　律男 久野　京一 鈴木　栄一 伊藤　博 廣岡幹泰

柴田　雅弘 高橋　秀典 花島　昌孝 鈴木　敏史 白木　俊英 高橋宏輔

鈴木　智之 村松　則男 粟倉　正教 山下　隆 新味　辰之 高橋暢弘

後藤　和良 赤堀　一秀 川島　正晴 鈴木　としゑ 宮内　保典 松下拓也

村木　俊文 山田　清治 片山　嗣朗 佐藤　勝 村松　政義 西川達也

青木　利恭 高橋　亮 山本　正行 佐藤　節子 山下　裕利 赤堀宏樹

藤田　光二 杉山　善久 中島　靖之 大藤　まつゑ 大瀧　英治 高橋哲也

安藤　昌基 鈴木　孝幸 大羽　祐矢 鈴木　昭二 太田　雅則

永田　達也 杉浦　正一 橋本　友規子 松下　忠夫 山下　宣彦 フットサルフットサルフットサルフットサル

中澤　昌好 鈴木　敏仁 石川　義夫 鈴木　義則 大石　真司 前田健一

鈴木　宏尚 高尾　英雄 高田　貞夫 水木　真 大村　学

坂本　章 岩原　巧 安井　きよ子 中村　達 沼田淳志

猪多　徳朗 鈴木　浩晃 飯田　和広 安中　豊人 太田高広

上野　剛 大石　芳子 鈴木　庄次郎 岩原　マルコス 小山雄一朗

田村　裕 大高　浩通 鈴木　政広 後藤　政彦 杉本陽一

宮城　志帆 高尾　誠 鈴木　教生 鈴木　悠友 向島佑介

千葉　公亮 大箸　孝晴 浮辺　寛和 袴田　幸司 鈴木晃史

松田　達司 竹内　秀雄 高橋　伸次 萩原洪拓

金野　孝則 伊藤隼人

高田　恭秀 村田武志

役員役員役員役員 山下　祐一 和泉秀実

鈴木　莞爾 安井　孝浩 新間貴文

山本　好夫 鈴木　克始 蓮池紳吾

高田一良 山田　哲司 石野　潤

寺田　洋一 久野　隆洋 畠山デイビッド

山下　新一 名倉　弘 金城レアンドロ

本橋　正孝 川島　一弥 松本行令

前田　幾子 大塲　綱樹 樋口勇人　

山下　正幸 寺田　智則 永原正雄

藤田　裕美子 山内　孝幸 林　幸登

足立　隆文 松下　誠 山田翔太

米田祐介

明ヶ島明ヶ島明ヶ島明ヶ島

   

 

 

 

 

    

    

    

“スポーツクラブたはら”は“スポーツクラブたはら”は“スポーツクラブたはら”は“スポーツクラブたはら”は

スポーツ振興くじの助成を受スポーツ振興くじの助成を受スポーツ振興くじの助成を受スポーツ振興くじの助成を受

けて事業を実施していますけて事業を実施していますけて事業を実施していますけて事業を実施しています    

今年の 3世代運動会は 10月 2日（日）です。 


