会員募集！
新地町陸上クラブ
中！！
〔活動場所〕 総合体育館周辺等
〔会員〕 ２３名
〔会費〕 年１，０００円
◆近隣市町村マラソン大会の参加
◆ふくしま駅伝参加及び協力
◆鹿狼マラソン大会の開催

（第３１回ふくしま駅伝大会）

会員２３名、老若男女、年間を通して練
習会や交流会、マラソン大会の開催など
楽しく活動しています。仲間と一緒にラン
ニングを楽しみたいという方、経験の有無
は問いません! 一緒に活動しましょう!
問 目黒洋平 62-2931
○

新地町パークゴルフ協会

町内の公共スポーツ施設を、ぜひご活用下さい。
総合公園（総合体育館、野球場、陸上競技場、テニスコート）、勤労青少年ホ
ーム体育室、新地駅前ﾌｯﾄｻﾙ場、小・中学校体育館、小・中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等

老若男女、年齢を問わずプレーができます。
一度体験すると楽しみがわかります。
初めての方も心配いりません。お気軽にお出
掛けください。
問 水戸 誠 62-2321
○

◆市町村対抗軟式野球大会（９月）等
◆会長杯（１１月）

新地町グラウンドゴルフ協会

新地サッカー協会

野球をやってみたい方は、下記事務局
まで、お気軽にお問い合わせください!!

〔活動場所〕 新地小、福田小
駒ケ嶺小校庭 他
〔会員〕 ５０名 〔会費〕 年１，５００円
◆会長杯、町長杯、老人クラブ連合会長杯、
相馬共同火力（鹿狼山）杯の各大会
◆他市町村クラブとの交流会 他

〔活動場所〕 陸上競技場(町民ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ)、
新地駅前フットサル場 他

問 早川 真也 080-1695-5523
○

町内３地区にグラウンドゴルフチームがあり、お
互い腕前を競い合いながら楽しく交流して
います。
一緒に笑いながら汗を流してみませんか？
ホールインワンをめざして!!

サッカーやフットサルを盛り上げたい方・チ
ームを募集しています。
問 水戸 俊一 62-2613
○

〔活動日時〕 毎日 ８:３０～１２:００
〔活動場所〕 新地町愛宕コート・駒中コート

新地テニスクラブ

新地ゴルフクラブ
〔活動場所〕 宮城野ゴルフクラブ
問 加藤 泉 090-7520-1991
○

新地町ゲートボール協会

〔会員〕 １４０名
〔会費〕 年１，０００円
〔活動日時〕
毎月２回
◆協会主催の大会を月２回
◆理事長杯・町民大会・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ相
馬六万石杯等
年間を通して開催しています。

〔活動場所〕 新地町民野球場等
〔会員〕 ８０名 （６チーム）
〔会費〕 年１０，０００円（各チーム）

新地町体育協会事務局
〒979-2702 新地町谷地小屋字樋掛田４０番地の１
電話 ６２－２０８５ FAX ６２－２１７２

問 事務局 早川 清 62-2445
○

〔活動場所〕 やく草の森
新地パークゴルフ場

新地野球リーグ

〔会員〕 ２５名(５チーム)
〔会費〕 年３，０００円

◆新地町ゲートボール協会長杯大会 ◆新地町老人クラブ連合会長杯ゲートボール大会
◆フローラ杯・国民健康保険杯・町長杯など町内外大会参加
頭と身体を使う健康的なスポーツで特に認知症を予防し健全な身体を作るのには
最適な運動種目です。
老若男女関係なく広く参加を希望してお待ちしております。
特に初心者には公認上級審判員が初歩から親切丁寧に指導します｡
何事もチャレンジ精神で参加してみましょう｡
問 桑折 篤次 62-3552
○
又は 080-1847-2821

〔活動日時〕 毎週火・木 １９:００～２１:００
〔活動場所〕 総合公園テニスコート
〔会員〕 ２０名
〔会費〕 年１，０００円

※入会金 1,000 円 参加費 200 円(毎回)
保険料 64 歳以下 1,850 円、６５歳以上 1,200 円

◆硬式テニスの練習等
◆クラブ内テニス大会等
公民館主催『初心者テニス教室』を前身に
平成１６年６月発足。
週２回の練習、テニス大会等の開催。
会員相互の技 術力向上と健康増進・親睦を深
め、ともに汗を流し活動しています。
随時会員募集中です（経験者）。
問 小賀坂 正廣 62-2704
○

会員募集！

新地町柔道会

新地町剣友会

中！！

〔活動日時〕 毎週火曜日 １９:００～２１:００
〔活動日時〕 毎週土曜日 １８:００～２１:００
〔活動場所〕 新地町柔剣道場
〔会員〕 1３名
〔会費〕 年３，０００円
◆新地町剣道スポーツ少年団の技術
指導及び活動支援
◆各種大会や錬成会に参加、技術向
上を目指しています。
剣道は生涯スポーツに最も適している種目
の一つです。８０才を過ぎても活躍されてい
る方も数多くおります。自らの肉体と精神の

鍛錬を図りながら、青少年の健全育成に
寄与出来ればと思っています。
問 菅野 誠一 090-9744-1756
○

鹿狼・山の会（登山部）
〔活動日時〕 毎週水曜日 ９：００～他
〔活動場所〕 「鹿狼山」ほか
〔会員〕 ７３名
〔会費〕年１，０００円
◆鹿狼山への定例登山

◆県内外への軽登山活動
◆鹿狼山の登山道整備活動など

あなたもスポーツを始めてみませんか
新地町体育協会は、町のスポーツ振興を目的に１５団体が加盟し、活動しています。
体力づくりや健康づくり、技術を磨きたい方も、一緒にスポーツしてみませんか！？
各団体では会員を募集していますので、各事務局までお気軽にお問い合わせください。
また、体育協会では新規団体入会も募集しておりますのでよろしくお願いします。
新地町体育協会事務局
〒979-2702 新地町谷地小屋字樋掛田４０番地の１
電話 ６２－２０８５ FAX ６２－２１７２

〔活動日時〕 毎週月・水・金 １９:００～２１:００
〔活動場所〕 新地町柔剣道場
〔会 員〕 1４名 〔会費〕 年２，０００円
〔対象者〕 大人
◆町民大会の開催
◆各種大会、講習会に参加
◆スポーツ少年団の指導
子ども達と一緒に柔道を楽しみませんか？
加入者を募集しています。
問
○

浩之 62-4160

新地町インディアカ協会
インディアカ始めませんか？

新地卓球クラブ
〔活動日時〕 毎週土曜日 19:00～21:00
〔活動場所〕 新地町総合体育館
〔会員〕 ５５名
〔会費〕 年５，０００円 （高校生以上）
年４，０００円 （小・中学生）

見学・初回体験無料！！
◆毎週土曜日練習と交流試合
◆新地町親善卓球大会
◆各地方大会への参加

ラージボール、硬式卓球、どちらも練習できま
す。私たちと一緒に良い汗を流しませんか？

山登りは有酸素運動によるダイエット効
果があると言われますが、足腰を鍛えて
健康長寿を目指して山登りを一緒に始
めませんか！

新地町バドミントン協会
〔活動日時〕 毎週火・金 19:00～21:00
〔活動場所〕 尚英中学校体育館
〔会員〕 60 名 〔対象者〕小学生以上～一般
〔会費〕 一回毎 一般 ２００円 学生 1００円
経験者コース、初心者コース、 自主練習
コース、全て初回無料!!

※曜日で練習しているクラブ、場所
が異なる為、詳しくは下記へお問
い合わせください。
問 早川 幸寿 090-2794-9594
○

◆各種バドミントン大会（町内外・県内外等）
への参加
◆春・秋のバドミントン講習会
バドミントンを楽しみたい人、始めてみ
たい人を募集しています。
家と会社・学校の往復だけじゃ物足りない人!!
初心者、経験者、町内外、年齢、性別、レベルを
問わずにメンバーを随時募集しています。
初心者にはルールや技術指導もします。
体育館シューズを持参して一緒に楽しみません
か？ダイエットに、運動不足解消に、ストレス解消
に、ぜひ参加お待ちしています。ラケットの無料貸
出し有り。

問 小野 俊雄 62-2557
○
又は 090-7938-3732

・競技として本格的に！！
・運動不足解消に！！
まずは一度見学に来てください！！
私たちインディアカ協会全員で
お待ちしています(^_^)

新地町空手協会
〔活動日時〕 毎週月・火・金１９:００～２１:００
〔活動場所〕 新地町作田空手道場
〔会 員〕 １０名
〔会費〕 なし
※「荒道場」で検索

◆鹿狼杯大会の主催
「きたえよう、こころとからだ！」をモットーに
空手、古武道の他にも山形蔵王登山や合
宿活動など様々な活動を行っています。

きたえよう
こころとからだ！

問 松谷 秀寿 62-2345
○
又は 090-4882-7389
問 齋藤 智英 090-2847-0574
○

hidetoshi.matsuya.2002.2006.@docomo.ne.jp
問 荒
○

司 62-2382

