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総合型地域スポーツクラブ

２０２１年４月３日 ＮＯ.２０５号
（毎月第 1 土曜日発行）

（コロナ対策）気を緩めると危険です。
緊急事態宣言が再発令されました。こまめに手洗い、うがい、咳エチケット（マスク
着用）、他人との接触は出来るだけ避けて下さい。
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久喜ジュニア陸上クラブ
■３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・宮代総合運動公園
■４月・５月の活動予定■
日

程

4 ／１(木)
／３(土)
／８(木)
／１０(土)
／１５(木)
／１７(土)
／２２(木)
／２４(土)
／２９(木)
５

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

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・体験会（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）
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
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
１７時～１８時３０分
１４時～１６時
１７時～１８時３０分
１４時～１６時

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）
加須市春季記録会（会場未定）
定例練習（久喜市総合体育館サブアリーナ）
定例練習・体験会（久喜市総合運動公園）

１７時～１８時３０分
１４時～１６時
詳細未定
１７時～１８時３０分
１４時～１６時

■卒部式■
期日 ２０２１年３月２０日（土）
会場 久喜市総合運動公園
今年度は２１名の６年生が卒部しました。新型コロナの影響で予定していた多くの競技会・記録
会等が中止になってしまいましたが、一生懸命練習に励んでくれました。
久喜ジュニア陸上クラブで過ごしたことを忘れないでくださいね。中学校でのご活躍を祈ってい
ます。卒部・卒業おめでとうございます。

久喜ジュニア陸上クラブ
■鴻巣市体験記録会 結果■
期日 ２０２１年３月１３日（土）
会場 鴻巣市陸上競技場
当日の天候は生憎の雨でしたが、参加された方は一生懸命走り、跳びました。公認記録では無い
ですが、今後に向けての貴重な経験となったと思います。結果をご確認お願いします。
小学生女子 100ｍ （）内は学年
タケムラ（5） 14″50
ワタナベ（4） 15″20
オザキ（6） 16″10
小学生男子 100ｍ
シライシ（6） 13″09
タジマ（6） 13″93
オノ（6） 14″57
ナカツ（4） 16″30
サカイ（5） 16″39
サカイ（4） 16″86
オノ（3） 17″25
中学生女子 100ｍ
サカイ（2） 13″37
タケムラ（1） 13″84
中学生男子 100ｍ
ミナミ（1） 12″54
小学生女子 800ｍ
モリ（6） 3′00″64
小学生男子 800ｍ
ヤザキ（6） 2′42″00
サイトウ（5） 2′56″00
ヤザキ（3） 3′09″00
イケダ（5） 2′40″00
コバヤシ（1） 3′46″00
中学生男子 800ｍ
リュウ（1） 2′29″00
ナカツ（1） 2′31″00
小学生男子走幅跳
セオ（5） 3ｍ26
小学生女子走幅跳
サカタ（5） 3ｍ46
中学生女子走幅跳
イトウ（1） 3ｍ69

■２０２１年度 行事予定■
２０２１年度の行事予定です。新型コロナの影響により変更になる場合もございます。
期日：５月２３日（日）
内容：加須市春季記録会（会場未定）
期日：６月１３日（日）
内容：彩の国小学生陸上クラブ交流大会（熊谷）
期日：７月４日（日）
内容：全日本小学生陸上競技交流大会県予選（熊谷）
期日：８月７日（土）～８日（日）
内容：上尾市陸上競技選手権（上尾）
期日：８月２８日（土）
内容：鴻巣市陸上競技選手権（鴻巣）
期日：９月１９日（日）
内容：加須市秋季記録会（平成国際大学）
期日：１０月２４日（日） 内容：彩の国小学生陸上クラブ交流大会（熊谷）
期日：１０月３１日（日） 内容：蓮田市選手権大会兼長距離記録会（上尾）
期日：１１月６日（土）
内容：クラブ内駅伝大会（加須はなさき水上公園）
期日：１１月７日（日）
内容：白岡さわやか陸上競技の集い（白岡）
期日：１１月２１日（日） 内容：中村水月選手ジュニア陸上練習会（久喜）
期日：１２月５日（日）
内容：彩の国小学生陸上クラブ交流駅伝競走会（熊谷）
期日：１２月１１日（土）～１２日（日） 内容：合宿（会場未定）
期日：１月１０日（祝月） 内容：久喜市スポーツ少年団ロードレース大会（久喜）
期日：１月２３日（日）
内容：幸手市駅伝大会（幸手）
期日：２月１１日（祝金） 内容：埼玉県スポーツ少年団駅伝競走大会（熊谷）
期日：２月１２日（土）
内容：キッズマラソン大会（加須はなさき水上公園）
期日：３月１９日（土）
内容：鴻巣市陸上競技記録会（鴻巣）
期日：３月２０日（日）
内容：久喜マラソン大会（久喜

久喜東ソフトテニスクラブ

総合型地域スポーツクラブ

３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 ： 青葉公園テニス場
●定例練習（土曜日）
活動実績：６日・２０日（体験会）
・２７日 （１３日中止）
時間：９時～１２時
会場 ： 青葉公園テニス場

４月・５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 １７時００分～１８時３０分 青葉公園テニス場
４月の活動日程
土曜日 ３日・１０日・１７日・２４日
木曜日 １日・ ８日・１５日・２２日・２９日
５月の活動日程
土曜日 １日・ ８日・１５日・２２日・２９日
木曜日 ６日・１３日・２０日・２７日

取材について
３月２０日（土）に開催されたソフトテニス体験会を、埼東よみうりに取材に来て頂きました。
取材記事は４月１５日付けの埼東よみうりにて掲載される予定です。

体験会のご案内
期日 ２０２１年４月２４日（土）
予備日 ５月１日（土）
時間 ９時～１１時（体験参加者） クラブ員は９時～１２時まで活動を行います。
会場 青葉公園テニスコート
対象 小学３年生～６年生 男女
お友達を沢山誘ってきてください！お友達と楽しくソフトテニスをしましょう！
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。

合宿のご案内
期日 ２０２１年８月２８日（土）～２９日（日）
練習場所 くまぴあテニスコート
宿泊場所 くまぴあ
詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。

地創ハイキングクラブ
さくら吹雪の中、新年度が始まりましたが、コ
ロナ禍は続いています。暖かい日が続いて気分
はコロナ禍を超えてすでにお出かけモードで
す。ワクチン接種が計画どおり進めば 7 月頃に
はクラブの催行も可能になりそうですが、果た
してどうなりますか。催行場所でのハイキング
そのものはリスクは少ないと思いますが、そこ
までの往復の過程が問題です。いつまで我慢で
きるか、そろそろ限界になってきました。計画
だけでも作らなくてはと思っています。

もうすぐヤシオツツジの季節です。

総合型地域スポーツクラブ
各教室からのお知らせ（４月・５月の予定）
久喜キッズダンススクール
４月の日程
２日・ ９日・１６日・２３日・３０日
５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
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）
●２０２１年度 イベント参加計画
８月１６日～１８日 全日本小中学生ダンスコンクール
９月上旬 白岡 GO!! DANCE FESTA
１０月下旬 久喜市民まつり
２月下旬 宮代ダンスフェスタ
３月下旬 かわけんダンスフェスティバル
※１２月の総合型地域スポーツクラブダンス合同発表会については検討中です。
久喜東健康体操教室
４月の日程
７日・２１日
５月の日程 １２日・１９日（第２・第３水曜日に
行います。）
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、健康チェックを行います。
●体験会開催について●
期日：４月２１日（水）
時間：１０時～１１時３０分
会場：地域交流センター
広報くき４月１日号に記事掲載します。ご友人のお誘いをお願いします！
久喜東ヨガ教室
４月の教室日程
火曜コース １５時～
６日・１３日・２０日・２７日
木曜コース １０時～
１日・ ８日・１５日・２２日 （２９日休）
５月の教室日程
火曜コース １５時～ １１日・１８日・２５日 （４日休）
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
４月の教室日程
１３時３０分～
６日・１３日・２０日・２７日
５月の教室日程
１３時３０分～
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。
●火曜日初級 体験教室開催について●
期日：４月２０日（火）
時間：１３時３０分～１４時３０分
会場：地域交流センター
広報くき４月１日号に記事掲載します。
ご友人のお誘いをお願いします！

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
2021 年度法人事業計画
+
(基本コンセプト)
少子化人口減少時代の中で地域に活力と感動を
与えるスポーツは、地域にとってなくてはなら
ない存在です。スポーツを通して感動を共有で
きる仲間つくりを進めます。
１ 重点事業
①エントリースポーツ教室の立上げ兼東京
2020 応援プログラムの実施
②総合型クラブキッズダンス合同発表会開催
③陸上トップアスリート招聘練習会の開催
２ 事業別計画
①久喜ジュニア陸上クラブ
重点目標：中学生及びＣクラスの拡充強化
②久喜東ジュニアソフトテニスクラブ
重点目標：楽しいクラブ
③地創ハイキングクラブ
重点目標：コロナ禍ですが、年 3 回の催行
④教室
重点目標：教室ＰＲの強化(新聞折込広告等)
⑤イベント
重点目標：ディキャンプの実施
スポーツ傷害保険の加入
昨年までのスポーツ安全協会のスポーツ傷害保
険からＣhubb 損害保険会社のスポスク補償制
度による傷害保険に変更しました。変更理由は
保険金が安いことと保証の範囲が広いことです
特に、部員・指導者の傷害の保険以外、第 3 者
からの損害賠償についても補償対象となります
リスク管理の観点からも変更しました。

運営委員会・理事会報告・お知らせ
●春のソフトテニス体験会 3/20 am9 時～
青葉コート 新聞折り込み広告 3/6 実施
体験参加者 5 名 トト助成対象として実施
埼東よみうり取材（4/15 号掲載予定）
●クラブ指導員への旅費支給規程の整備
1 回の旅費 （交通実費＋日当 1000 円）
に改定予定 2021 年度より適用予定
●理事旅費及び職員旅費規程の整備
2021 年度からの適用を目標に制定準備を
進める。ガバナンスコード取得に伴う対応
●法人理事の増員について
現在 3 名の理事人数を 6 名に増員予定（女
性を中心に定期総会で提案予定）
●東京 2020 応援プログラムへの参加
主体登録 3/23 済
アクション 3/24 済
マーク使用申請締切 5/31
応援プログラム実施 7/18
●各クラブ進級・卒業お祝い会
ジュニアソフトテニス 4/3(土)青葉コート
ジュニア陸上 ３／２０ 市民Ｇ
※小学校始業式 4/8 入学式 4/9
中学校始業式 4/7 入学式 4/8
●年度末レクリエーションの中止
3/28 に予定していた日帰りのＢＢＱ＆卒
業祝の会は、コロナ禍により中止
●久喜高校グランドの使用開始 4/3 より
●火曜ヨガ体験会 4/20 広報 4/1 号掲載
●健康体操体験会 4/21 広報 4/1 号掲載
●陸上・テニス体験会 4/24

口座振替等のご案内
４月分会費は、３月 26 日引落しをさせて頂きました。５月分の会費は、４月 26 日の引落しで
す。4 月分会費には年会費が一緒に引落しになっていますので、ご留意下さい。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) コロナ禍の中、新年度を迎えました。当法人の運営は教室関係を中心に苦しい運営が
続いています。コロナの収束は難しいと思いますが、ワクチン効果を期待して平常に近い運営をし
ていきます。年度前半は、東京五輪開催が前提ですので、この期間は関連行事以外は予定していま
せんが、この影響で後半に行事が集中することになります。このため、コロナ禍ではありますが年
度前半も体験会は積極的に行っていきます。お知り合いの方への参加勧誘にご協力をよろしくお願
いします。体験会開催のＰＲについては、市教育委員会の総合型クラブに対する知見が貧弱で期待
できませんので、市長部局との連携を強めていきます。国や県のスポーツ施策との整合性を少しは
斟酌するべきですが、無理の様です。また、東京五輪の後、パラリンピックが行われますが、市内
で障害者がスポーツを楽しめる場はありません。僅かに当法人が受け入れているだけです。行政は
逆にパラスポーツ普及のバリアになっているのが現実です。（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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ブログ http://sckh.exblog.jp
メール sportskh@qb3.so-net.ne.jp
ＴＥＬ 090-9300-8590
ＦＡＸ 0480-53-5539

