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総合型地域スポーツクラブ

２０２２年３月５日 ＮＯ.２１６号
（毎月第 1 土曜日発行）

まん延防止措置が適用されています。引続きマスク・検温・手洗いにご協力下さい。
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久喜ジュニア陸上クラブ
■２月の活動実績■
●定例練習（木曜日）
活動実績：３日・１７日・２４日（１０日は雪の為中止） 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：５日・１２日・１９日・２６日
時間：１４時～１６時
会場 ： 久喜市総合運動公園・宮代町総合運動公園
■３月・４月の活動予定■
内容（会場）
詳 細
３
／３(木) 定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
１７時～１８時３０分
／５(土) 定例練習
（宮代町総合運動公園ソフトボール場） １４時～１６時
／１０(木) 定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
１７時～１８時３０分
／１２(土) 定例練習（宮代町総合運動公園陸上トラック） １４時～１６時
／１７(木) 定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
１７時～１８時３０分
／１９(土) 定例練習（久喜市総合運動公園陸上トラック） １４時～１６時
／２４(木) 定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
１７時～１８時３０分
／２６(土) 定例練習（久喜市総合運動公園陸上トラック） １４時～１６時
／３１(木) 定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
１７時～１８時３０分
４
／２(土) 定例練習（久喜高等学校陸上グランド）
１４時～１６時
／７(木) 定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
１７時～１８時３０分
／９(土) 定例練習（久喜市総合運動公園陸上トラック） １４時～１６時
／１４(木) 定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
１７時～１８時３０分
／１６(土) 定例練習（久喜市総合運動公園陸上トラック） １４時～１６時
／２１(木) 定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
１７時～１８時３０分
／２３(土) 定例練習（久喜市総合運動公園陸上トラック） １４時～１６時
／２８(木) 定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
１７時～１８時３０分
／３０(土) 定例練習（久喜高等学校陸上グランド）
１４時～１６時
／３１(木) 定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
１７時～１８時３０分
■今後の行事について■
●陸上クラブ体験会
期日 ２０２２年３月１２日（土）
会場 久喜市総合運動公園陸上トラック
時間 １４時～１６時
※お友達を沢山誘ってください。
●陸上クラブ卒部式
期日 ２０２２年３月２６日（土）
会場 久喜市総合運動公園陸上トラック
時間 １４時～１６時
※６年生部員は保護者の方もご参加お願いします。
■大会・イベント 延期・中止について■
【延期】
●埼葛新春マラソン大会
期日 ２０２２年４月上旬から中旬に開催予定
会場 白岡市総合運動公園
対象 小学１年生～６年生、新中学１年生（未定）
【中止】
●鴻巣市陸上競技記録会
期日 ２０２２年３月１９日（土）
■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。

久喜ジュニア陸上クラブ
■ユニフォームについて■
久喜ジュニア陸上クラブはクラブオリジナルのユニフォームを作成しております。今回この場を
借りてクラブのユニフォームをご紹介します。ホームページではカラー写真を見ることが出来ま
すので「NPO 法人スポーツコミュニティ久喜」内にある「久喜ジュニア陸上クラブ ユニフォ
ーム・ジャージ」のページよりご確認お願いします。→QR コードをスマート
フォンで読み取りますとユニフォーム紹介ページまで移動することが可能です。
※冊子印刷状況により上手く読み取ることが出来ない場合もございます。
ユニフォームデザインは下記の通りです。
クレーマージャパン社のユニフォームで作成しています。
シャツ色はネイビーブルーを基調としています。パンツは黒です。
ユニフォームデザインは左
の通りです。
クレーマージャパン社のユ
ニフォームで作成していま
す。
シャツ色はネイビーブルー
を基調としています。パン
ツは黒です。
シャツ・パンツ共にはサイ
ズが若干小さめに出来てい
るので、普段着ているサイ
ズより 1 サイズアップが良
いと思います。サイズにつ
いてご相談ください。
上下揃うととても格好いい
と思います。４年生以上の
部員の皆様は購入を検討く
ださい。
◆ユニフォーム価格・サイズ◆
シャツ
6,000 円（税込）
パンツ
4,000 円（税込）

サイズ SS ・ S
サイズ SS ・ S

・ M ・
・ M ・

L ・ LL
L ・ LL

また、久喜ジュニア陸上クラブのジャージも作成しました。
ジャージ価格・サイズ
上 着
7,000 円（税込） サイズ 140 ・ 150 ・ 160 ・ S
パンツ
4,000 円（税込） サイズ 140 ・ 150 ・ 160 ・ S

・ M ・ L
・ M ・ L

身長が大きくなると思いますので、少し大
きいサイズを購入した方が良いかもしれま
せん。
ユニフォーム・ジャージの購入は随時受け付
けております。
ユニフォーム・ジャージ→
の写真が閲覧できる当クラ
ブのホームページ QR コー
ドです。

久喜東ソフトテニスクラブ
２月の活動実績
●定例練習（木曜日）
活動実績：３日・１７日・２４日（１０日は雪の為中止） 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：５日・１２日・１９日・２６日 時間：９時～１２時
会場 ： 青葉公園テニス場

３月・４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１５分 青葉公園テニス場
３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・３１日
４月の活動日程
土曜日 ２日・ ９日・１６日・２３日・３０日
木曜日 ７日・１４日・２１日・２８日
●スポ少交流大会について●
期日 ２月２３日（祝水） 延期 ３月２１日（祝月）予定
会場 大利根運動公園テニスコート 予定
全員参加となります。欠席は特別な事情がない限り認めません。
☆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。
●卒部式について●
期日 ３月２６日（土）
時間未定
会場 青葉公園テニスコート
卒部生の保護者の方もご参加お願いします。
また、卒部後も当クラブの練習に参加可能です。部活動が始まるまでの期間、お時間がある方
はご参加ください。
●体験会について●
期日 ３月１９日（土） 会場：青葉公園テニスコート
時間：９時３０分～１１時３０分
受付 ９時００分～
対象：小学新３年生～新６年生
◆お友達を沢山誘ってください。

地創ハイキングクラブ
2021 年度第２回地創ハイク催行中止
日本桜の名所 100 選 お花見ハイク「太平山」
（中止）
３月 28 日（月）予備日 ４／４（月）で企画していました
標記の催行ですが、残念ですが幹事の都合により催行中止と
なりました。外出制限で家に閉じこもりの生活から期待して
いらした会員の方には申し訳ありません。ご理解をお願いし
ます。

総合型地域スポーツクラブ
教室からのお知らせ（３月・４月の予定）
久喜キッズダンススクール
３月の日程 ４日・１１日・１８日・２５日
４月の日程 １日・ ８日・１５日・２２日（２９日休）
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●
【彩の国 SC☆ダンス発表会☆in HASUDA】
期日 ２月２６日（土）
会場 蓮田市総合文化会館ハストピア どきどきホール
久喜かけっこ教室
３月の日程 ３日・１０日・１７日・２４日・３１日
４月の日程 ７日・１４日・２１日・２８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
３月の日程 ９日・２３日（第２・４水曜日に行います）
４月の日程 ６日・２０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、血圧計とパルスオキシ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
３月の教室日程
火曜コース １５時～
８日・１５日・２２日・２９日 （１日休）
木曜コース １０時～
１０日・１７日・２４日・３１日 （３日休）
４月の教室日程
火曜コース １５時～
５日・１２日・１９日・２６日
木曜コース １０時～
７日・１４日・２１日・２８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
３月の教室日程
１３時３０分～ ８日・１５日・２２日・２９日（１日休）
４月の教室日程
１３時３０分～ ５日・１２日・１９日・２６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
体験会のお知らせ
久喜ジュニア陸上クラブ体験会
期日：２０２２年３月１２日（土）
会場：久喜市総合運動公園陸上トラック
時間：１４時００分～１６時００分
受付 １３時３０分～
対象：年長、小学１年生～６年生、中学生
持物：縄跳び・飲物
久喜ジュニア陸上クラブは、すべてのスポーツに
必要な動作である「走ること」
「跳ぶこと」「投げ
ること」を指導しています。中学・高校・大学・
社会人までの競技人生を考え、専門種目に特化せ
ず、多種目に取り組んでいます。基礎的な動きの
取得に加えて専門的な技術も学ぶことができます。
※天候不良時は体験会が中止となりますが、翌週
以降も体験参加・見学を行うことが可能です。
活動場所・時間等は「久喜ジュニア陸上クラブ」
のブログをご確認お願いします。
当体験会は令和 3 年度スポーツ振興くじ助成を受
けて行います。
久喜東ソフトテニスクラブ体験会
期日：２０２２年３月１９日（土）
会場：青葉公園テニスコート
時間：９時３０分～１１時３０分
受付 ９時００分～
対象：小学新３年生～新６年生
持物：飲物
その他：ラケット等はクラブで用意します。
中学部活で盛んに行われているソフトテニスの
体験会を開催します。ラケットの持ち方やサー
ブ・ボレー・スマッシュなどを基礎から指導し
ます。また、入部後はソフトテニスのルールも
学ぶことが出来ます。
※天候不良時は体験会が中止となりますが、翌週
以降も体験参加・見学を行うことが可能です。
活動場所・時間等は「NPO 法人スポーツコミュ
ニティ久喜」の HP をご確認お願いします。
当体験会は令和 3 年度スポーツ振興くじ助成を受
けて行います。
お問い合わせ
NPO 法人スポーツコミュニティ久喜
担当 松本
TEL 090-6516-7353
Mail trbss943@ybb.ne.jp
（お申し込みの際は①氏名・学年（お子様のみ）②連絡先
③住所を明記してください。）
HP https://www.sckukihigashi.com
→の QR コードを読み取ると
HP へ簡単にアクセス可能です。

総合型地域スポーツクラブ
体験会のお知らせ
久喜キッズダンススクール体験会
期日：２０２２年４月２４日（日）
会場：久喜市総合体育館
２階多目的ホール
対象：新年長～新５年生
時間：新年長～新２年生
９時４５分～１０時４５分
小学新３年生～新５年生
１１時００分～１２時００分
初心者の方大歓迎！
ダンスに興味のある方、ダンスが好きな
方、お友達と一緒に踊ってみたい方、こ
の機会にダンスに触れてみませんか。
ご参加お待ちしております！
当体験会は令和 3 年度スポーツ振興くじ助成を受けて行います。
◆通常の久喜キッズダンススクールの活動は下記の内容にて行います。
実施曜日：毎週金曜日
実施会場：久喜市総合体育館 2 階 多目的ホール
実施時間：小学生クラス（小学 1 年生～5 年生） １７時３０分～１８時３０分
中学生クラス（小学６年生～中学生） １８時４５分～１９時４５分
久喜東ヨガ教室体験会
【火曜日初級教室】
期日：２０２２年４月２６日（火）
会場：地域交流センター
対象：成人男女
時間：１３時３０分～１４時３０分
受付 １３時１５分～
お腹のくびれ、骨盤矯正を中心に行います。
【木曜日教室】
期日：２０２２年４月２１日（木）
会場：地域交流センター
対象：成人男女
時間：１０時００分～１１時３０分
受付 ９時４５分～
太極拳の動き等を取り入れています。
当体験会は令和 3 年度スポーツ振興くじ助成を受けて行います。
久喜東健康体操教室体験会
期日：２０２２年４月２０日（水）
会場：地域交流センター
対象：シニア層男女
時間：１０時００分～１１時３０分
受付 ９時４５分～
健康体操の一環としてスポーツボッチャや
ゲートボール等を実施することもあります。
当体験会は令和 3 年度スポーツ振興くじ助成を受けて行います。

総合型地域スポーツクラブ
+ 法人月会費改定のお願い(再掲)
日頃、非営利で行っている当法人の活動につ
いてはご理解とご支援を頂きありがとうござい
ます。現在、当法人の経営状態は新型コロナ禍
の感染拡大・継続によって益々厳しさが増して
おります。昨年度及び今年度は国等からの支援
で何とか乗り切れましたが、限界に達していま
す。このため大変心苦しいのですが、皆様から
お納め頂いている会費の中の法人月会費分につ
いて現在の 1500 円/月を 2000 円/月に改定
をお願いします。実施は 4 月分会費の口座振替
分から改定させて頂きます。
(対象種目)
陸上クラブ、ソフトテニスクラブ、ダンススク
ール、について 500 円／月のアップです。
ご理解をよろしくお願い申し上げます。

ヨガ・体操関係教室の活動再開
まん延防止措置によって２月のヨガ教室・健康
体操教室はお休みとさせて頂きました。急な決
定で大変ご迷惑をおかけしました。今のところ
当教室関係から感染の報告は受けておりません
が油断は出来ません。しかし、ワクチン接種が
進んできたことから３月８日から教室を再開い
たします。感染防止対策には十分配慮いたしま
す。ご参加をお待ち申し上げております。火曜
ヨガ 3/8～ 健康体操 3/9～
木曜ヨガ 3/10～

運営委員会・理事会報告・お知らせ
●コロナ禍によるまん延防止措置発令 2/1
ヨガ教室・健康体操教室を休室 3/6 まで
●クラブミーティング 2/6 熊谷ラクビー場
タグラクビー実地見学
●埼玉県スポ少駅伝大会 02/11 コロナ禍
で中止 熊谷スポーツ文化公園
●スタートコーチ講習会 2/6 3/19 に延期
ふれあいセンター 受講料 3500 円
●はなさきキッズマラソン大会 2/19 中止
●彩の国ＳＣダンス発表会 2/26
蓮田市総合文化会館
●彩の国ＳＣネットワーク臨時総会 3/5
総合スポーツセンター
●３月のクラブ体験会の開催
陸上 3/12(土)市民Ｇ、
ソフトテニス 3/19(土)青葉コート
●ソフトテニス交流大会 3/21(祭)に延期
大利根運動公園の予定
●送別会の予定
ダンス 3/25、ソフトテニス・陸上 3/26
●春のクラブ・教室体験会
4/09 かけっこ教室
4/10 陸上・ソフトテニス
4/19 火曜ヨガ教室
4/20 健康体操教室
4/21 木曜ヨガ教室
4/24 キッズダンススクール

口座振替等のご案内
３月分会費は２／２８に引落しをさせて頂きました。４月分の会費は３／28 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 10
日までに届けをお願いします。なお、４月分口座振替は年会費が含まれますのでご留意下さい。
(編集後記) 昨年３月策定された久喜市公共施設個別計画が各方面からの異論・反論の噴出で計画
の取りやめ、修正が続出しています。この計画ですが、民間のコンサルタント会社に委託して作っ
たものでした。つまり、久喜市の職員では作れないので外部に発注して作ってもらったものです。
しかし、対象の施設の状況をトップや担当職員が自分の目でその状況を確認し、考えた上での発注
した計画ではなかったので、批判されても答えられず引っ込めてしまったといのが真相でしょう。
公共施設の再配置は今後の人口減少を考えれば避けては通れない施策です。現場を知らない・考え
ない委託によって作られた机上の計画だったため、批判に応えられず計画取り止めとなったと認識
しています。この４月に市長選挙・市会議員選挙を控えているので、そのことも影響している気が
します。次に誰が市長になるか議員になるかで、この計画のいく先も大きく変わってくる可能性が
ありますが、個別計画の中では、日頃私どもの教室が使っている地域交流センターは廃止の方向は
変らないと思っています。それより、代替として整備する予定の青葉公民館の改修がおざなりの成
り行きでの整備で済まされてしまうリスクの方が大きいと考えています。この地の変わらない変え
られない行政から、なぜ、どうして、どうすれば変えられる行政への変革を切望します。 (松島）
（発行所）
スポコミ久喜の HP
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。

ＨＰ

https://www.sckukihigashi.com

ブログ http://sckh.exblog.jp
メール sportskh@qb3.so-net.ne.jp
ＴＥＬ 090-9300-8590
ＦＡＸ 0480-53-5539

