
 はなわふれあいスポーツクラブでは、塙町における青少年の健全育成と地域住民の生
涯スポーツの推進を図るとともに、元気で健康な連帯感あふれる町づくりを目指します。 

Ｈ２６年度総会報告 

項目 予算額 決算額 比較
会費 737,500 703,600 △33,900
保険料 439,500 442,450 2,950
事業費 2,354,000 939,000 △1,415,000
補助金 1,500,000 1,500,000 0
委託金 240,000 185,000 △55,000
繰入金 611,828 608,000 △3,828
繰越金 817,060 817,060 0
雑収入 108,112 207,794 99,682
計 6,808,000 5,402,904 △1,405,096

項目 予算額 決算額 比較

会議費 5,000 0 △5,000
事業費 550,000 306,492 △243,508
諸謝金 400,000 351,150 △48,850
賃金 1,100,000 633,165 △466,835

社会保険 1,000,000 167,894 △832,106
旅費 300,000 186,225 △113,775
交際費 15,000 8,980 △6,020
手数料 10,000 16,905 6,905

借料及び損料 845,000 311,978 △533,022
印刷製本費 50,000 1,860 △48,140
消耗品費 106,000 220,379 114,379
役務費 400,000 295,395 △104,605
負担金 600,000 226,700 △373,300
繰出金 857,000 908,372 51,372
保険料 550,000 535,463 △14,537
予備費 20,000 10,400 △9,600
計 6,808,000 4,181,358△2,626,642

支出の部            （△は減） 

支出の部                    （△は減）           

項目 予算額 決算額 比較
諸謝金 1,800,000 1,337,500 △462,500
賃金 0 0 0
旅費 100,000 58,360 △41,640
借損料 30,000 31,500 1,500
消耗品費 400,000 270,764 △129,236

スポーツ用具費 2,014,000 2,583,629 569,629
備品費 0 0 0

印刷製本費 0 0 0
通信運搬費 15,000 64,150 49,150
雑役務費 450,000 311,753 △138,247

計 4,809,000 4,657,656 △151,344

収入5,402,904円－支出4,181,358円＝差引1,221,546円              
差引残高1,221,546円は、平成26年度へ繰越いたします。  

平成２５年度スポーツ振興くじ助成事業会計決算     

項目 予算額 決算額 比較
事業費収入 808,700 640,500 △168,200
助成金収入 3,600,000 3,600,000 0
繰入金 400,000 401,905 1,905
雑収入 300 15,251 14,951
計 4,809,000 4,657,656 △151,344

 平成２６年度の総会が４月５日（土）塙町公民館第２会議室で行われました。クラブ会員と理
事合せて約３０名が出席し行われました。来賓として、塙町長菊池基文様、塙町教育委員会教育
長藤田充様からご祝辞を頂きました。 

平成２５年度一般会計決算 

収入の部                   （△は減）  

収入4,657,656円－支出4,657,656円＝差引0円 

収入の部           （△は減）  
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キッズクラブ 

 キッズクラブ！5月19日の活動は、ウォーミング
アップで身体を動かすほか、ブリッジや倒立、縄跳
びにチャレンジしました。 
キッズクラブは、子どものうちに体験したい、でき
るようになりたい動きを楽しく実践しています。幼
稚園児コースと小学生コースに分かれているので、
それぞれの発達度、習熟度にももちろん対応します。 
そして、この活動！先生の指導の方針から、あいさ
つ、返事、整列を妥協しなかったり、チャレンジす
ること、協力することの大切さを日ごろから伝えた
りと、身体を動かすこと以外の大切なことも身に付
けてもらいたいと活動しています。 いい活動なん
ですよ☆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アスレチッククラブ 

 この活動は、昨年の4月からスタートし、まる1年
が経ちました。この地域の子どもたちの体力を向上
させること、子どもたちに身体を動かすことの楽し
さを感じてもらうこと、福島駅伝の塙町チームの基
盤を強化することなどを目的に実施しています。 
 スタート時は1名だった参加者も、今は30名以上と
なり、だいぶにぎやかになりました。指導者が若く、
エネルギッシュなので、子どもたちにとっては、身
近なヒーローなんですね。愛されています。こうい
う活動がもっと増えていってほしいと、強く思いま
した。 
  アスレチックキッズ  園児、小学１～3年生 
  アスレチックジュニア 小学４～6年生 
 
 
 
 

バトミントン教室 

 今年から始まったバドミントン教室。           
毎回楽しく、身体を動かすことができます。そして
最近、参加者が増えています。家族だったり、友達
とだったり、きっとどこかしらでやったことあるの
がこのバドミントン。だからきっと、やってみよう
かなって気になりやすいのかもしれないですね。こ
れがバドミントンの魅力の１つ。でもこのバドミン
トン、競技となると、すんごいハード。とことん自
分を追い込まないと強くなれない競技だと思います。 
 それもまたバドミントンの魅力の１つ、敷居は低
く、とっても奥行きがあるバドミントン。 
 もっとたくさんの人に経験してもらいたいですね。 
 
 

  
 
 
 毎週木曜日、夜活動しているサッカー教室ですが、
グラウンドが使えない、雨が降っているという時は、
塙町営剣道場で活動します。休みにはなりません。 
 早い段階で、グラウンドが使えないと判断できた
場合には、ブログでご案内もできますが、直前で会
場が変更になったり、活動中に会場変更の判断が
あった（うっかりブログアップを忘れてしまったり
…）と、さまざまに考えられますので、あやしいと
き、もしくはいつも、外でも中でもできる準備をし
てきていただけると間違いがなくていいですね。 
 剣道場では、ボールは使用禁止になっていますが、
運動できる格好で、体育館シューズをはいて、汗を
拭くタオルがあって、のどが渇いた時の飲料があれ
ば活動できます。 
 サッカー教室は、平成26年度スポーツ振興くじ助
成事業を活用して実施します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サッカー教室 

元気な子どもたちの活動を紹介します 

月曜日幼 児コース 15：15～16：05 
   小学生コース 16：10～17：00 
塙町営体育館 

土曜日17：00～18：30 

塙町営グラウンド 

金曜日16：30～18：00 
塙町営体育館 

木曜日19：00～20：30 
塙町営グラウンド 



 現在、さわやかクラブさんは、30名弱の会員さん
で活動しています。毎年、あちこちのイベントや講
習会に参加している皆さんですが、今年は特に！9
月に全国レクリエーション大会があるということで、
それに向けてエネルギッシュに活動しています☆ 
 レクダンスは、未経験の方でも始められる、健康
にいい動きを取り入れ、音楽に合わせて身体を動か
す、楽しいダンスです。 

矢祭山のつつじと      
      最高の天気を堪能 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

  

Hanawa Enjoy Running Club                            
始動！ 
 4月13日からhanawa enjoy running club、略して
HERC（ハーク）4月は最高にいい天気と満開の桜が、
ちょ～気持ちよかったです。塙町営グラウンドで
フォームチェックやドリルをやって身体や姿勢をつ
くってから、桜並木の下を走りました。イケメン☆
大野剛先生☆の指導をうけ、自分の「走る」がどれ
だけ違ってたかわかりました。これからの自分の可
能性に興奮しています。だって、走ると膝の同じ箇
所が痛んで走れなくなってたのに、全然大丈夫なん
ですもん。これは、ホントに楽しみ。 
 今日から一緒に始めた方も、これから参加する方 
HERCの仲間ってことで、みんなで何かの走る大会に
出たりしたいですね☆ 
 HERCは、平成26年度スポーツ振興くじ助成事業を
活用して実施します。 
 

 ピラティスとは体の中心にあり、普段
使われにくい筋肉を鍛える運動。正し
い姿勢をキープしながらエクササイズ
をします。ピラティスは呼吸法も大切
です。体内の新陳代謝を高め、心地よ
い運動により、心も体もリラックでき
ます。 
    毎月2回 夜7時30分～8時30分 
    塙町公民館 

女性限定 

大人たちも元気にがんばってます 

 5月11日(日)のノルディックウォーキング教室は、 
矢祭町立石井小学校から矢祭公園までのサイクリン
グロード約１０㎞のコース！（帰りは水郡線で） 
幅広い年齢層の方々に参加していただき本当に楽し
かったです～♪ 
 目的地の矢祭山公園では「ご当地キャラフェス
タ」もやっていて山つつじや景色を満喫しながら充
実したノルデックになりました(^^)♪ 
 毎月第２土曜日、＋αの活動予定です。はじめて
の方でも大歓迎。お待ちしています。 
 来月も楽しいプランを考えなくっちゃ！ 
 ノルディックウォーキング教室は、平成26年度ス
ポーツ振興くじ助成事業を活用して実施します。 
      

さわやかクラブ 
      （レクダンス） 



 5月28日（水）湯遊ランドはなわさんの中庭と多目的グラウンドで第12回グラウンド・ゴルフ大会を
開催しました。参加人数は29名。皆さん、日ごろの練習の成果を発揮しようと気持ち十分☆         
楽しく、しかしアツくプレーしました。 
 今回のコースは、2コースとも、グラウンドコンディションと、各ホールの設定の仕方により、とても
難しいコースだったそうです。中には、「あの3番ホールは、今までプレイしてきたホールの中で一番
難しい」という方も。思い出に残る大会になったんじゃないでしょうか。 
結果は以下の通りです。皆さんお疲れ様でした。  

結果（敬称略） 数字はスコア 

優勝   白石真嗣 ４０ 
準優勝  近藤延生一 ４２ 
第3位  大越フサ ４６ 
第4位  横田愛子 ４６ 

第5位  鈴木忠三 ４６ 
第6位  佐川栄男 ４８ 

第12回グラウンド・ゴルフ大会がありました 

はなスポ杯第16回インディアカ大会もありました 

 6月15日（日）塙町営体育館で開催しました。塙町インディアカ協会の方々のご協力をいただき、 
須賀川市、鏡石町、浅川町、棚倉町から13チーム集まり、あっつい体育館で、あっつい戦いを繰り広げ
ました。優勝は棚倉springさん。古豪棚倉町勢の復活でしょうか。 
 次回大会も楽しみです。みなさん、また来てくださいね。 
結果は以下の通りです。皆さんお疲れ様でした。 

優 勝   棚倉spring 
準優勝  ブラックパール 
第3位   棚倉summer 
       かたかいワールドウィンズA 
 
特別トーナメント優勝 スマイル 

どろ祭り開催 
 8月10日（日）  
 道の駅はなわ下の河川敷 
 どろんこバレー他・・・ 
         つづきはwebで 

タグラクビ―教室 HanawaEnjoy 
RunningClub 

＊＊ 細かくて見え難い方は、ホームページでご確認ください。＊＊ 


