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総合型地域スポーツクラブ

２０２２年１月８日 ＮＯ.２１４号
（毎月第 1 土曜日発行）

緊急事態宣言は解除されましたが、引き続きマスク・検温・手洗いにご協力下さい。

謹 賀 新 年

コロナ禍の終息が見えない中、不安を感じながら新年を迎え
ましたが、感染対策に十分気を付けて活動していきます。
会員の皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
令和 4 年 元旦
特定非営利活動法人スポーツコミュニティ久喜
代表理事 松島宏明
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久喜ジュニア陸上クラブ
■１２月の活動実績■
●定例練習（木曜日）
活動実績：２日・９日・１６日・２３日
時間：１７時～１８時３０分
会場 ： 久喜市総合体育館サブアリーナ
●定例練習（土曜日）
活動実績：４日・１１日・１８日・２５日
時間：１４時～１６時
会場 ： 久喜市総合運動公園・久喜高等学校
●競技会・イベント
クリスマス会 １２月１８日（土） 久喜高等学校陸上グランド
■１２月・１月の活動予定■
内容（会場）
１

／１(土)
／６(木)
／８(土)
／１３(木)
／１５(土)
／１６(日)
／２０(木)
／２２(土)
／２７(木)
／２９(土)

２

／３(木)
／５(土)
／１０(木)
／１１(金)
／１２(土)
／１７(木)
／１９(土)
／２４(木)
／２６(土)

年末年始休み
定例練習（久喜市総合体育館武道場）
定例練習（久喜高等学校陸上グランド）
定例練習（久喜高等学校陸上グランド）
定例練習（宮代総合運動公園多目的グランド）
久喜市スポ少駅伝大会（久喜市総合運動公園）
定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
定例練習（久喜高等学校陸上グランド）
定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
埼葛地区マラソン大会（白岡総合運動公園）
定例練習（はらっパーク宮代）
定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
定例練習（久喜高等学校陸上グランド）
定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
埼玉県スポ少駅伝大会（熊谷）
定例練習（久喜高等学校陸上グランド）
定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
定例練習（久喜高等学校陸上グランド）
定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
定例練習（久喜高等学校陸上グランド）

詳

細

１７時～１８時３０分
１４時～１６時
１７時～１８時３０分
１４時～１６時
詳細未定
１７時～１８時３０分
１４時～１６時
１７時～１８時３０分
詳細未定・午前中
１４時～１６時
１７時～１８時３０分
１４時～１６時
１７時～１８時３０分
詳細未定
１４時～１６時
１７時～１８時３０分
１４時～１６時
１７時～１８時３０分
１４時～１６時

■久喜市ロードレース駅伝大会について■
期日 ２０２２年１月１６日（日）
会場 久喜市総合運動公園
詳細未定
※今年度は新型コロナの影響により、高学年の駅伝大会のみ開催します。各年の部は中止です。
■ロードレース駅伝県大会■
期日 ２０２２年２月１１日（金祝）
会場 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
詳細未定
■埼葛地区小学生交流マラソン大会について■
期日 ２０２２年１月２９日（土）
会場 白岡市総合運動公園
競技（予定） 小学１・２年生の部 １.２キロ
男子９：００
女子９：１０
小学３年生の部 １.８～２キロ
男子９：２０
女子９：３５
小学４年生の部 １.８～２キロ
男子９：５０
女子１０：０５
小学５年生の部 １.８～２キロ
男子１０：２０ 女子１０：３０
小学６年生の部 １.８～２キロ
男子１０：４０ 女子１０：５０
参加費
６００円（変更あり）

久喜ジュニア陸上クラブ
■冬合宿 報告■
期日：２０２１年１２月１１日（土）～１２日（日） 会場：熊谷文化村「くまぴあ」
参加人数 小学生１２名 中学生５名
新型コロナウイルスの影響により延期となった合宿を開催しました。
冬季シーズンということもあり、練習は走練習（長距離）と体幹トレーニング中心となります。
また、小学高学年と中学生を対象に実施しました。
宿泊先は何度もお世話になっている「くまぴあ」です。
１日目の午前中はクレーマージャパン様の陸上競技専任指導員による講習会を屋内施設となる
柔剣道場で開催しました。様々な体幹トレーニングや身体の動かし方・使い方、ラダーを使用し
たトレーニングなどを指導頂き、貴重な時間を過ごすことが出来ました。我々スタッフも多くの
ことを学ぶことが出来ました。
１日目の午後は多目的広場で実施です。ソフトボール場を兼ねているのでベースランニング形式
の練習などを実施し汗を流しました。
入浴・夕食後に宿泊施設の部屋にてレクリエーションを行いました。関根コーチが考えてくださ
ったピコピコハンマー大会は大盛況。部員達の反射神経の高さに驚かされました。途中の腕相撲
大会も盛り上がり、部員達の普段見ることが出来ない姿を見ることが出来ました。

２日目は多目的広場での練習からスタートです。少し身体をほぐした後に、サッカーコート周り
の走路を使用したマイルリレーを行いました。中学生の長距離組は２周、他の部員は１周をリレ
ー形式で走ります。勝負となると熱くなる部員達。全員が一生懸命走り、無事にゴールすること
が出来ました。中学生は流石の走りでしたね。
午後は柔剣道場にて体幹トレーニングです。１日目に行ったクレーマージャパン講習会の内容や
リズムトレーニング、サーキットトレーニングで身体を強化しました。結構ハードなメニューだ
ったので全員ヘトヘトになりながらトレーニングをしました。
長距離練習や強度の高い練習メニューが多かったのですが、誰１人脱落することなくすべての練
習メニューをこなすことが出来たこと、素晴らしいと思います。お疲れ様でした。
今回合宿にご参加頂いた部員の皆様、スタッフの皆様、ありがとうございました。

■ユニフォームについて■
久喜ジュニア陸上クラブは新しい陸上競技用のユニフォームを作成します。
サイズは ＳＳ・Ｓ・Ｍ・Ｌ となります。
代金は１着 6,000 円（シャツ）
・パンツ（4,000 円）です。
希望者は事務局まで申し出てください。アドバンスクラスの方は積極的な購入をお願いします。
■忘れ物について■
縄跳びや帽子などの忘れ物が多く見られます。必ず自分の持ち物には名前を記入してください。
また、お帰りになる際に忘れ物が無いか確認をお願いします。

久喜東ソフトテニスクラブ
１２月の活動実績
●定例練習（木曜日）
活動実績：２日・９日・１６日・２３日 時間：１６時４５分～１８時
会場 ： 青葉公園テニス場
●定例練習（土曜日）
活動実績：４日・１１日・１８日・２５日 時間：９時～１２時
会場 ： 青葉公園テニス場
●イベント
部内大会兼クリスマス会
１２月１８日（土） 会場 青葉公園テニス場・地域交流センター

１月・２月の活動予定
活動日：毎週土曜日 ９時～１２時
青葉公園テニス場
毎週木曜日 １６時４５分～１８時 青葉公園テニス場
１月の活動日程
土曜日
８日・１５日・２２日・２９日
木曜日 １３日・２０日・２７日
２月の活動日程
土曜日 ５日・１２日・１９日・２６日
木曜日 ３日・１０日・１７日・２４日
■部内大会兼クリスマス会■
期日 ２０２１年１２月１８日（土）
会場 青葉公園テニス場・地域交流センター
今年は新型コロナの影響がある為、会食無しで実施しました。クリスマス会前の部内大会は白
熱した試合が繰り広げられました。３・４年生もラリーが続くようになりましたね。
クリスマス会ではお友達とプレゼント交換や、部内大会の勝敗に応じた景品をお渡ししました。
短い時間でしたが楽しむことが出来ました。ご参加頂きありがとうございました。
●冬合宿について●
期日 １月６日（木）
・７日（金） 会場 加須げんきプラザ
詳細はメール又は冬合宿のしおりをご確認ください。
☆寒いので防寒対策をしましょう。手袋・ネックウォーマー・長袖長ズボンの運動のしやすい
服装などをご準備お願いします。また、各自持ち物に名前を記入してください。

地創ハイキングクラブ
●

２０２１年度

これからの催行計画

オミクロン株の感染拡大不安等、コロナ禍はまだ
まだ続きそうですが、３回目ワクチン接種や季節の
移り変わりでコロナ禍も３月頃には落ち着いて来れ
ばという期待を込めて、様子を見ながらの催行計画
を立てていきます。そのため、日程の確定が遅くな
りそうですが、予定だけでも早くお知らせします。
現在の予定では、３月中旬頃の催行を予定しています。
皆様方の中で、是非行ってみたいところがござい
ましたら教えて下さい。
なお、新年度の催行計画ですが、４月が法人の業務
が多忙となるため、５月過ぎになりそうです。

総合型地域スポーツクラブ
教室からのお知らせ（１月・２月の予定）
久喜キッズダンススクール
１月の日程 ７日・１４日・２１日・２８日
２月の日程 ４日・１８日・２５日 （１１日未定）
会場：久喜市総合体育館２階多目的ホール 他
時間：１７時３０分～１８時３０分（小学生の部）
１８時４５分～１９時４５分（中学生の部）
●合同ダンス発表会について●
期日 ２月２６日（土）
詳細未定
久喜かけっこ教室
１月の日程 ６日・１３日・２０日・２７日
２月の日程 ３日・１０日・１７日・２４日
会場：久喜市総合体育館サブアリーナ
時間：１７時～１８時３０分
※体験参加随時募集しています。
久喜東健康体操教室
１月の日程 ５日・１９日
２月の日程 ２日・１６日
会場：地域交流センター（青葉団地郵便局前）
時間：原則、毎月第１・第３水曜日
１０時～１１時３０分
今年度より、血圧計とパラキシオメーターを使用して、健康チェックを行っています。
久喜東ヨガ教室
１月の教室日程
火曜コース １５時～
４日・１１日・１８日・２５日
木曜コース １０時～
６日・１３日・２０日・２７日
２月の教室日程
火曜コース １５時～
１日・ ８日・１５日・２２日
木曜コース １０時～
３日・１０日・１７日・２４日
会場：地域交流センター（青葉団地郵便局前）
久喜東初級ヨガ教室
１月の教室日程
１３時３０分～ ４日・１１日・１８日・２５日
２月の教室日程
１３時３０分～ １日・ ８日・１５日・２２日
会場：地域交流センター（青葉団地郵便局前）
☆休会についての扱いについて☆
２０２１年度よりヨガ教室を休会される方は、休会費として 1,000 円/月 を頂きます。
皆様のご理解、ご協力お願いします。
☆新規会員募集☆
久喜東ヨガ（火曜・木曜）教室は、現在新規会員を募集
しております。ご友人などでヨガに興味がある方がおり
ましたら、当ヨガ教室をご紹介お願いします。
皆様のご協力お願いします。

お問合せ・申込み
〒346-0013 埼玉県久喜市青葉 3-10-1―101 担当 松本
TEL・FAX 0480-53-5539
携帯 090-6516-7353
（電話受付：火曜～金曜 祝祭日を除く 10 時～16 時）
Mail trbss943@ybb.ne.jp
H P https://www.sckukihigashi.com/

総合型地域スポーツクラブ
+

来年度の公共施設優先予約

来年度の優先予約は、行政がその非を認め、
私どもの要求通りの形で予約が完了しました。
追及の中で、今まで見えていなかった他団体の
優先予約のでたらめさが判明し、久喜市行政の
レベルの低さに唖然としました。
優先予約の内容は、陸上クラブ、ソフトテニス、
キッズダンス教室等、申請通りの内容です。今
後は、他団体の優先予約の申請状況もしっかり
と把握し、一般の市民の利用にも配慮した予約
となるよう監視していきます。今回は是正出来
ませんでしたが、他団体の優先予約の中には、
唖然とするような内容の予約もあります。市民
全体が納得できる予約方法や内容でなければ継
続的な利用に無理が生じます。今回も国の助成
金で担当課のうそが１件判明しました。

第２期久喜市スポーツ推進計画
昨年 11 月末に中間報告が久喜市スポーツ審議
会で了承され、意見募集のためその内容が公開
されました。しかし、びっくりしたことに公開
されたのは、決定されてから 20 日後の 12 月
20 日（月）で、意見募集期間はそれから暮・正
月の休みを挟んで 1 月 7 日が締め切りの実質の
検討期間は 2 週間でした。内容がお粗末で検討
に値しない計画とは言えない代物ですが、市民
に見せたくないという意図が見え見えでした。

運営委員会・理事会報告・お知らせ
●陸上合宿 12/11(土)・12(日) くまぴあ
アドバンス及び 6 年生 参加 17 名
●クリスマス会 12/18
ソフトテニスクラブ 地域交流センター
陸上クラブ 久喜高校 兼クラブ内記録会
●キッズダンス発表会兼クリスマスパーティ
12/24 総合体育館多目的ホール
第 1 部 小学生の部 17 時半～18 時半
第 2 部 中学生の部 18 時 45 分～20 時
※初めての試みでしたが、今後も保護者の方
やお友達に発表していく場として続けて
いきます。
●ソフトテニス合宿 01/6(木)・7(金)
加須げんきプラザ 参加 16 名を予定
・コロナ禍のため、食事は出前での調達、
・送迎不能者対応は事務局車で対応
●スポ少ロードレース大会 01/16 市民Ｇ
陸上クラブが参加、
●日本スポーツ振興センター助成金申請
締切 01/14 申請予定額 1011 千円
申請事項：新入会員募集体験会の開催
●埼玉県スポ少駅伝大会代表者会議 01/22
ＰＭ６ 熊谷勤労会館
県大会 02/11 熊谷スポーツ文化公園
受付：男子 10 時～10 時半
●埼葛地区小学生陸上クラブマラソン大会
1/29 9 時スタート 白岡市総合運動公園
参加：小学 1 年～6 年

口座振替等のご案内

１月分会費は、12 月 27 日引落しをさせて頂きました。2 月分の会費は、1 月 26 日の引落しで
す。ご不明な点がございましたら遠慮なく事務局までお問合せ下さい。変更手続きがある場合は、
毎月 5 日までに届けをお願いします。
(編集後記) 新型コロナの感染拡大の不安が増す中で新年を迎えました。この先の見通せない中で
の当法人の運営は厳しい先行きが予想されます。そんな状況の中、第２期久喜市スポーツ推進計画
の中間報告が発表されました。その策定経過は上記のとおりですが、その内容も計画とは名ばかり
の中身のないものです。最もこの計画を策定する担当組織に久喜市の庁内を結集する権限が与えら
れていないことに加えて、この組織の責任者が昇格・新任のスポーツに関して経験・見識のない方
でしたので、そうした責任者が指揮して策定する計画では計画もどきが精一杯だったとは思います。
こうした計画もどきが出来てきた原因は、担当課を新設するときに単に今まであった組織の一部を
分割したに過ぎなく、組織にスポーツ行政全般を調整する権限を与えられなかったことに最大の原
因があります。組織を新設する時、調整権限を職務分掌に加えるようトップには進言したのですが
無視されてしまいました。その意味で権限がない中で策定に当たった職員の苦労に同情します。ト
ップの施策を見ていますと全ての施策がカッコだけの中身の薄い施策のように見えます。スポーツ
関係では、健康・スポーツ都市宣言等はその典型的な例です。この宣言の所管課が健康医療課で医
療費の削減のため、スポーツではなく運動してもらって医療費がかからないようにのための施策で
あることが見え見えです。市民の誰もが関心を持たないのも当然だと思います。 (松島）
スポコミ久喜の HP
（発行所）
ＮＰＯ法人スポーツコミュニティ久喜
HP にはスポコミ久喜
のスケジュールや試合
結果を掲載していま
す。
「スポコミ久喜」で
検索してみて下さい。
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ブログ http://sckh.exblog.jp
メール sportskh@qb3.so-net.ne.jp
ＴＥＬ 090-9300-8590
ＦＡＸ 0480-53-5539

