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今年度のキックオフは４月７日（土）にエコパアリーナを借り切って盛大に行いました。 

世界のリフティング王『土屋健二さん』とFリーグ『アグレミーナ浜松の選手』をゲストとして招待しました。午前中

は土屋健二さんによるデモンストレーションとテクニック教室、午後はアグレミーナ浜松の選手とミニゲームを行

いました。子供たちにとっては、良い思い出になったことでしょう。 

  

 

  

 

 

今話題のノルディックウォーク教室を開催しています。 

講師は 山下正幸さん（全日本ノルディック・ウォーク連盟公認指導員）です。 

秋口となり涼しくなりましたら再開しますので是非ご参加ください。 

ポールをお持ちでない方はクラブで貸し出しします。 

※※※ノルディックウォークの効果※※※ 

ひざ・腰への負担軽減 

⇒ポールによる４点歩行 

■歩行介護のリハビリ効果 

⇒２本ポールによる転倒防止 

■上半身も使う全身運動（９０％の筋力使用） 

⇒通常歩行により消費カロリー２０％アップ 

 

田原公民館の周辺を皆んなで歩きます。 

   

５月２０日（日）に春のハイキングバスツアーを行いました。開通したばかり

の新東名を利用して、富士芝桜を見学です。竜神池のまわりの芝桜はとて

も綺麗でしたが、それ以外は残念ながら２割程度の開花状況でした。会場

では、富士山うまいものフェスタや足湯があり、楽しむことができました。そ

の後予定を急遽変更して、白糸の滝に立ち寄りました。白糸の滝では、美し

い滝・音・水しぶきによってとても癒されました。 

今回参加してくださった皆様、ありがとうございました。次回の参加もお待ち

しております！ 

 

 

    

    

    

    

開催日：開催日：開催日：開催日：２０１２年６月２０１２年６月２０１２年６月２０１２年６月1111０日（日）０日（日）０日（日）０日（日）        

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ソフトバレーボールの部ソフトバレーボールの部ソフトバレーボールの部ソフトバレーボールの部＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

各地区から８チーム参加 

優 勝：明ヶ島Ｂチーム 

第２位：三ヶ野Ａチーム 

第３位：明団チーム     

    

    

    

    

    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    

各地区から７チームの参加 

優 勝：三ヶ野チーム 

第２位：明ヶ島Aチーム 

第３位：西島・八大チーム、玉越チーム   

各種目の上位２チームは７月２９日（日）に行われる、東部

ブロック球技大会に出場します 

選手、役員の皆様おつかれさまでした。 

 

４月より親子リズムあそびを田原体育館・田原グラウンドで開催

しております。指導は長尾円先生です。 

６月２９日は４組の親子の皆さまが参加してくださいました。バス

やカニなどいろいろなものに変身をしました。外ではグラウンド

いっぱいに走りまわったり、シャボン玉を追いかけたり、みなさ

んとても楽しそうにからだを動かしていました。今後も企画して

いきますので是非遊びに来てください。 

 
 

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人    

優勝：三ヶ野チーム 

優勝：明ヶ島Ｂチーム 
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＜６月５日（火）田原幼稚園＞＜６月６日（水）東部幼稚園＞ 

＜６月１２日（火）こうのとり東保育園＞で出前サッカースクールを開

催しました。Ｆリーグのアグレミーナ浜松から前田監督・向島選手・蓮

池選手・林選手が指導にあたりました。子どもたちは運動場を元気い

っぱいに動いていました！未来のサムライブルー・なでしこジャパン

をたくさん観ることができました。 

 

６月２４日（日）に田原地区グランドにて、グランドゴルフ大会を行いました！今回は５４名の方が参加してくださ

いました。多世代の交流をすることができ、とても良いイベントとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田原グランドゴルフ倶楽部の皆様ご協力ありがとうございました。 

 

６年生：第３６回全日本少年サッカー大会（天竜東地区予選）第３位（田原６年生：第３６回全日本少年サッカー大会（天竜東地区予選）第３位（田原６年生：第３６回全日本少年サッカー大会（天竜東地区予選）第３位（田原６年生：第３６回全日本少年サッカー大会（天竜東地区予選）第３位（田原AAAA））））        

４月８日（日）〜４月２２日（日） 

袋井親水公園グラウンド他 

６年生：第２０回ジュビロ磐田トンボカップ６年生：第２０回ジュビロ磐田トンボカップ６年生：第２０回ジュビロ磐田トンボカップ６年生：第２０回ジュビロ磐田トンボカップ    ３位パート３位パート３位パート３位パート    ２位２位２位２位    

５月４日（金）〜５月５日（土） 

菊川総合グラウンド他 

 

５年生：第１９回磐田南ライオンズクラブ杯５年生：第１９回磐田南ライオンズクラブ杯５年生：第１９回磐田南ライオンズクラブ杯５年生：第１９回磐田南ライオンズクラブ杯UUUU－１１サッカー大会－１１サッカー大会－１１サッカー大会－１１サッカー大会        

６月２日（土）〜６月３日（日） 

予選リーグ：Eブロック１位 

順位決定トーナメント：１位パート ６位 

 

 

 

 

 

[企業・団体]【敬称略】           ２０１２年６月末現在 

大沖製作所・（株）ケーツーモータース・山本彩花園・田原グランドゴルフ倶楽部 

[個人] 【敬称略】 

＜三ヶ野＞ ＜明ヶ島＞ ＜西島＞ ＜地区外＞ 

Jr.ﾕｰｽ 

H23 年度

OB 

石川憲男 大石芳子 杉森健吾 山下卓爾 渡辺信子 永田高教 山下翔太 

石川絹代 小出 武 高尾直利 須田太郎 高田恭秀 内藤 誠 杉田 廉 

長尾 円 村松當江 竹村宗彦 高橋 保 山下祐一 袴田幸司 太田瞬也 

藤田 勲 平野ますみ 永田佳寛 石川安彦 安井孝浩 大石真司  村松宏樹 

永田昌三 高木保則 袴田真紀 石川アキ子 鈴木克始 大場千恵子 山下智敬 

坂部哲之 高橋一正 宮久慶輔 熊野郁子 山田哲司 宮内保典 赤堀弘人 

柴田雅弘 高尾 誠  渡邉順子 鈴木つたゑ 鈴木智之 北川欣二 宮内謙一 

坪井伸明 大箸孝晴 木原広志 鈴木栄一 久野京一 山田宗克 白木 拓 

三谷秀樹  中村智枝 川合正弘 鈴木康雄 名倉 弘 高橋伸次 松田弥生 

大石高彰 小橋俊之 北村佐久 山下幸司 山本ｺﾂﾞﾞﾈｲｱ 金野孝則 新味虎太郎 

岸野了憲 土橋史卓 田光克行 山下 薫 水木 真 水戸部純代 村松利美 

石田敬一郎 福世文嗣 谷口貴司 鈴木利和 安中豊人 後藤政彦  

荻原達也 野渡 昇 堀川隆延 安井きよ子 岩原ﾏﾙｺｽ 望月義彦 《役員》 

赤阪弘昭 髙橋秀典 吉田徳一 山下文次郎 中本雅士 川島一弥 鈴木莞爾 

加藤浩也 山田清治 中島靖之 鈴木貞好 鈴木隆弘 寺田智則 山本好夫 

丸尾 勝 高橋 亮 片山嗣朗 鈴木英夫 田中ﾋﾛｼ 久保慶之 山下正幸 

後藤和良 花島昌孝 川島正晴 鈴木たか エリアス 大塲綱樹 山下新一 

鈴木康浩 杉山善久 大羽祐矢 高田貞夫 山内孝幸 蔦木加代子 寺田洋一 

中村 正 鈴木孝幸 橋本友規子 佐藤 勝 山崎浩実  高田一良 

水島 崇 杉浦正一 鈴木浩晃 佐藤節子   足立隆文 

伊藤 豊 鈴木宏尚 中村一彦 山下 隆   本橋正孝 

野村哲彦 鈴木敏仁 瀬戸賢治 高尾嘉子   前田幾子 

林 正英 浅井雅之 石川義夫 鈴木絹子   藤田裕美子 

船木秀世 坂本 章 松田達司 飯田 薫    

村木俊文 大高浩通 宮城健司 鈴木康成 ＜玉越＞   

青木利恭 横尾成年  武内秀雄 鈴木百代   

大石高久 松下律男  山下瑠美 鈴木信夫   

安藤昌基 猪多徳朗  鈴木庄次郎    

石原 希 上野 剛  鈴木政広 ＜彦島＞   

中澤昌好 田村 裕  鈴木教生 名倉 央   

永田樹子 千葉公亮  金田定治    

   浮辺寛和    

    

“スポーツクラブたはら”はスポー

ツ振興くじの助成を受けて事業を

実施しています 

第８回田原ミニサッカー大会のご案内第８回田原ミニサッカー大会のご案内第８回田原ミニサッカー大会のご案内第８回田原ミニサッカー大会のご案内     

【開催日】【開催日】【開催日】【開催日】        ２０１２年９月３０日（日）２０１２年９月３０日（日）２０１２年９月３０日（日）２０１２年９月３０日（日）    

【会場】【会場】【会場】【会場】        ゆめりあサッカー場ゆめりあサッカー場ゆめりあサッカー場ゆめりあサッカー場    

【募集チーム数】【募集チーム数】【募集チーム数】【募集チーム数】    

AAAA：田原カップ：田原カップ：田原カップ：田原カップ    ２４チーム２４チーム２４チーム２４チーム BBBB：エンジョイサッカー：エンジョイサッカー：エンジョイサッカー：エンジョイサッカー    １２チーム１２チーム１２チーム１２チーム    

募集募集募集募集についてについてについてについてはははは近日中に近日中に近日中に近日中にホームページホームページホームページホームページ（（（（http://w01.tp1.jp/~a260010401/index.htmlhttp://w01.tp1.jp/~a260010401/index.htmlhttp://w01.tp1.jp/~a260010401/index.htmlhttp://w01.tp1.jp/~a260010401/index.html））））で公開します。で公開します。で公開します。で公開します。    

編集後記：ロンドン五輪が始まります。競

技がネットで本格的に生中継されるようで

す。マイナーな競技も観ることができると。

ツイッター、フェイスブックを通して選手の

つぶやきも。「ソーシャル五輪」がロンドン

から始まります。 ㋐ 


