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総合型地域スポーツクラブ

２０２１年１２月４日 ＮＯ.２１２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。
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久喜ジュニア陸上クラブ
■１１月の活動実績■
●定例練習（木曜日）
活動実績：４日・１１日・１８日・２５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：６日・１３日・２０日・２７日
時間：１４時～１６時
会場 ： 久喜市総合運動公園・はらっパーク宮代・久喜高等学校
●競技会・イベント
クラブ内駅伝大会 １１月６日（土） 加須はなさき水上公園
中村水月選手ジュニア陸上練習会 １１月２１日（日） 久喜市総合運動公園陸上トラック
■１２月・１月の活動予定■
１２ ／２(木)
／４(土)
／９(木)
／１１(土)
／１２(日)
／１６(木)
／１８(土)
／２３(木)
／２５(土)
１

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

期日
会場
対象

内容（会場）
定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
定例練習（久喜市総合運動公園陸上トラック）
定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
冬季合宿（くまぴあ）
定例練習（久喜高等学校陸上グランド）
冬季合宿（くまぴあ）
定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
定例練習兼クリスマス会（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）
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（久喜市総合運動公園陸上トラック）
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）
ロードレース駅伝大会（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）
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
９時３０分集合
１４時～１６時
１５時１５分解散
１７時～１８時３０分
１３時～１６時
１７時～１８時３０分
１４時～１６時
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
１４時～１６時

■冬季合宿のお知らせ■
１２月１１日（土）
・１２日（日）
宿泊：熊谷文化村「くまぴあ」 練習：くまぴあ内施設
小学 5 年生以上男女、中学生
詳細は合宿のしおりをご確認お願いします。

■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。

久喜ジュニア陸上クラブ
■中村水月選手ジュニア陸上練習会 報告■
期日：２０２１年１１月２１日（日） 会場：久喜市総合運動公園陸上トラック
講師 中村 水月 選手
参加人数 小学生部門 ３８名
中学生部門 ３０名
昨年同様今回も中村選手にお越し頂きました。彼女の明るい性格や前向きな姿勢に参加者も自然
と明るく元気に陸上競技に触れることが出来たと思います。
今回も２部制で行い、小学生の部から実施しました。１時間小学生の部を行い、休憩後中学生の
部です。１時間３０分の練習で、腕振り・姿勢を特に意識した内容と感じました。
小学生は元気一杯に走り、中学生はより陸上競技に特化した練習会となりました。
部員・スタッフにとってとても有意義な時間となりました。中村選手、ありがとうございました。
当活動は「久喜市市民活動推進補助金」を活用して実施しました。

■クラブ内駅伝大会 報告■
期日 ２０２１年１１月６日（土）
会場 加須はなさき水上公園
6 チームに分けて駅伝大会を開催しました。初めて駅伝を経験する方もおり、襷を繋ぐ難しさ、
チーム対抗戦の楽しさを感じたと思います。今年も川内鴻輝さんにお越し頂き、ランナーの先導
を務めてくださいました。今年はマラソン大会や駅伝大会が中止となることが多く、貴重な経験
が出来たと思います。ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。

■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。
駅伝大会のメンバーは後日発表します。
■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

久喜東ソフトテニスクラブ
１１月の活動実績
●定例練習（木曜日）
活動実績：４日・１１日・１８日・２５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：６日・１３日・２０日・２７日 時間：９時～１２時
会場 ： 青葉公園テニス場

１２月・１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
１２月の活動日程
土曜日 ４日・１１日・１８日・２５日
木曜日 ２日・ ９日・１６日・２３日 （３０日休）
１月の活動日程
土曜日 ８日・１５日・２２日・２９日 （１日休）
木曜日 ６日・１３日・２０日・２７日
●クリスマス会について●
期日 １２月１８日（土）時間未定
会場 地域交流センター
各自 500～1000 円以内のプレゼント（お菓子不可）を準備お願いします。男女別でプレゼン
ト交換を行います。今回会食はありません。
●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お知らせをご確認ください。

地創ハイキングクラブ催行報告
●紅葉ハイク「国営武蔵丘陵森林公園」●
期日：11 月 23 日（祝） ＡＭ８時大宮集合 場所：国営武蔵丘陵森林公園（埼玉県滑川町）
交通：往き 大宮－熊谷－(バス)－森林公園西口 帰り 森林公園南口－(バス)－熊谷－大宮
コース：森林公園西口 ― 自然探索 ― 森林公園南口 参加者：８名
コロナ禍によって前回の催行「一床・二床・三床山」が２０２０年の１月でしたので、それ
から約丸２年活動休止後の久しぶりの催行となりました。２年間の空白で体力的に自信がなく
なっていたことも考慮し、軽いウオーキング程度の企画でしたが、雑木林の中をのんびり歩く
楽しい催行となりました。
今回の催行の国営武蔵丘陵森林公園は、1974 年に開園した全国初の国営公園ですが、広大
な公園の中は池沼や草地、湿地が雑木林の中に広がり、自然いっぱいの中をすでに行かれた方
の案内で晩秋の公園を楽しみました。

晩秋の沼を鴨が泳いでいます

紅葉の道を進みます

総合型地域スポーツクラブ
教室からのお知らせ（１２月・１月の予定）
久喜キッズダンススクール
１２月の日程 ３日・１０日・１７日・２４日
１月の日程
７日・１４日・２１日・２８日
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）
●クリスマス教室内発表会について●
期日 １２月２４日（金）
保護者の皆様のご参加もお待ちしております。
久喜かけっこ教室
１２月の日程 ２日・ ９日・１６日・２３日 （３０日休）
１月の日程
６日・１３日・２０日・２７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
１２月の日程
１日・１５日
１月の日程
５日・１９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
１２月の教室日程
火曜コース １５時～
７日・１４日・２１日・２８日
木曜コース １０時～
２日・ ９日・１６日・２３日 （３０日休）
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
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
１２月の教室日程
１３時３０分～ ７日・１４日・２１日・２８日
１月の教室日程
１３時３０分～ ４日・１１日・１８日・２５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/
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来年度の練習場所の確保

来年度の公共施設優先予約が始まっています。
国の補助事業となっている体験会や練習会でも
今後優先予約の対象から外すとの連絡があり強
く抗議し再検討を約束させています。しかし、
この対象外にするという制約が私共だけに課さ
れた制約であることが先日行われた調整会議の
席上判明し、行政（公園緑地課）に対して不信
の念を強くしています。なぜ法人格を持ち、事
業報告を市に求められ、国の助成事業も受けら
れる我々のような団体が、法人格もない烏合の
衆のような名前だけのような団体より低い扱い
を受けなければならないのか義憤の念に駆られ
ています。こうしたことは当然許されることで
はないので、このことを行政に強く反省を求め、
今後こうしたことを起こさないよう明確にさせ
ていく方針です。

関東ブロックネットワークアクション
群馬県主催で、関東ブロック総合型クラブの情
報連絡会議が 11/13・14 の 2 日間、高崎で開
催されました。議題は、来年度から始まる新し
い登録制度の体制整備状況と、同じく来年度か
ら始まる第 3 期スポーツ基本計画の地域スポー
ツの振興策の中学部活の学校から地域への移行
についての検討状況が報告されました。その内
容については今後この紙面で報告していきます
が、学校現場では、全く議論になっていません。

運営委員会・理事会報告・お知らせ
●陸上クラブ内駅伝大会 11/06 はなさき
約 50 名参加 ７チームで競技
●ボランティア活動
久喜東小ゆうゆうダンス 11／08、15
参加 20 人 ＡＤＯのダンスを楽しむ
●関東ブロックネットワークアクション
11/13・14 高崎 今後の地域スポーツ体
制のあり方―中学部活改革について
●ヨガ・健康体操教室体験会 11/16～18
ヨガ 5 名 体操 3 名 参加
●かけっこ体験会 11／1８ サブアリーナ
５名参加
●中村美月選手陸上練習会 11／21 市民Ｇ
小学生 9 時半～ 中学生 11 時～
久喜市民活動推進補助金事業
●地創ハイク「森林公園」催行 11/23
8 名参加 コロナ禍で本年度第 1 回の催行
●Ｒ４公共施設優先予約調整会議 11/25
公園緑地課の虚言で紛糾、調整中
●ＳＣネットワーク連絡会議 11/28
コロナ禍における今後のクラブ運営について
●陸上合宿 12/11(土)・12(日) くまぴあ
アドバンス及び 6 年生 詳細は合宿のしおり
●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
場所未定
●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

口座振替等のご案内
１２月分会費は、１１月 2６日引落しをさせて頂きました。1 月分の会費は、1２月 2７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) 中学の部活を学校から地域に移行する計画が実行段階に入っています。しかし、この
部活の地域移行については、教育界から慎重論や部活聖域論等によって潰す動きが激しくなってい
ます。いわゆる、変わらない・変えられない日本の教育界の姿を顕著に現している一例です。先生
方の犠牲の上に成り立っている部活をこのままにしておいて良いのでしょうか。このままで子ども
達はスポーツを続けられるのでしょうか。少子化の進展やコロナ禍で部活は苦境に瀕しています。
無給で平日遅くまで、土日も引率で出なければならない部活の顧問はなり手が少なく部活数はどん
どん減少しています。子ども達にとっても、部活にやりたい種目がなく名前だけ部活に所属して自
分がやりたい種目は民間のスポーツクラブに通って練習や試合に参加する子どもがどんどん増え
ています。名前だけ部活に残すのは高校受験の内申書に響くからです。都内やその近郊では私立中
学受験は普通のことです。私立中学に通う子ども達にとって学校部活は強制ではありませんのでス
ポーツをやりたければ民間のスポーツクラブに通うのが普通のことです。当地のように都会ではな
いが地方でもない地域の子ども達にとって私立中学はまだ遠い存在です。公立の中学に通って公立
の高校に進学する大多数の中学生にとって部活を続けられるかどうかは大問題です。 (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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