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【会長あいさつ】 
平成 30年度のクラブ広報誌発行に当たりお一言ご挨拶させていただきます。 

早いもので、平成３０年度も半年を過ぎようとしておりますが、クラブ事業も計画に沿って順調に実施出来ています！              

年度初めの総会において、今年度からは日本スポーツ振興協会からの補助金なしの予算計画について、ご説明し 

皆様からのご了承をいただきました。  小さな予算で大きな成果を得るよう可能な限り無駄を省いた活動を実践して 

いく所存なので、会員皆様方のご理解と多大なご協力をあらためましてお願いいたします。 

  以下に平成 30年度前半のイベントなど事業実績を掲載し広報誌として作成したので会員の皆様に送りさせていただきます。 

 

 平成 30年度総会 

   今年度総会は４月２８日(土) に旧八代小学校内のコミュニティ広場にて参加者（委任状提出者含む）のもと開催され、平成 29 年度事業報告及び

収支決算報告、平成 30年度事業計画(案)・収支予算(案)および新役員体制などについての報告審議が行われいずれも賛成多数で承認されました。 

一昨年で日本スポーツ振興センターの助成金が打ち切りとなり、今年度よりクラブの収入予算が減少となるため収支のバランスを見極めする意味で

昨年度の約半額程度の収支予算建てでクラブの運営を行っていきます。会員の皆様にはご協力をよろしくお願いいたします。 

【総会での主な質疑応答 

      【質問・意見・要望】                                          【回  答】 

１． 今後の予算見通しについての考え方を示して欲しい           ⇒ 今年度予算での運営状況で見極めをして今後の運営方法を 

検討したい 

２． クラブの収入を増やすためには会費の値上げなど検討してみては？ ⇒ 今年度の運営実績を見たうえで検討したい 

３． 活動を PRするために、市の広報誌やわたしの町（読売新聞）などの利用を検討してみては？ 

                                               ⇒ 今後検討する 

４．(1)体育館の高窓の遮光対策をお願いしたい                 ⇒ 市役所との対策相談およびクラブ予算での補修を検討 

  (2)体育館の照明切れ対策をお願いしたい                    （市の予算で簡易遮光対策及び照明ランプ交換など補修実施済） 

【新規役員紹介】 

  ・副理事長  竹内 信夫氏（前年度監事）     ・事務局長  出頭 信二氏（いきいきのホームページをサポート） 

 

平成 30年度イベント事業推進状況 

①福島 桜散策ハイキング（ 実施日 ４月２９日） 

   ４月２９日 、桜を探しに福島方面へと出かけました。当初は福島市の花見山公園の桜を 

ターゲットにしていましたが、今年は、全国的に春先から気温が高く、桜前線の北上も早かった 

ため、この時期は、どこに桜があるか？と模索していました。 

それでもありましたよ！ 喜多方市日中線の枝垂れ桜の街道、少々葉桜気味ではありました 

が、立派なしだれ桜を見ることが出来ました！ 他にもピンク色・白色の芝桜などのかわいい花が 

たくさん見られました。 

午後からは、白虎隊でおなじみの会津若松市の飯盛山も散策して来ました。白虎隊、いつの 

時代でも涙を誘われますね！ 

当日は天気も良く、花と歴史探訪の楽しい一日となりました＼(^o^)／ 

 

 

 

 

 



②ミズバショウの尾瀬ハイキング（実施日 ６月２日～３日） 

毎年恒例となった山小屋一泊の尾瀬ハイキング、今年は参加人数６名と 

例年よりも少ない人数でしたが、６月２日～３日にミズバショウを求めて今年も尾瀬 

ハイキングに行って来ました。今回は少人数だったので初めてのコースを歩く事にしました。 

冒険だ！途中、通行止めにも合いましたが、尾瀬ヶ原に着いた時には、快晴の中私達 6人だけの 

尾瀬ヶ原を満喫できました。 

この時期は雪解け直後でミズバショウが満開!!まだ雪を残した至仏山、あちらこちらと咲き誇る 

水芭蕉ミズバショウのかわいいこと！最高でした。翌朝は、朝もやの織りなす幻想的な尾瀬ヶ原の 

風景を堪能し、燧ヶ岳を背に尾瀬沼を廻り、木道の両側に咲くミズバショウなどの花々に心が癒さ 

れました。 

何回行っても飽きることのない尾瀬！また来年を楽しみに大清水を後にしました。 

 

③初夏の上高地ハイキング（実施日 ７月２１日～２２日） 

長野県の上高地へ一泊二日の旅程でハイキングに行って来ました。 

参加者は役員含め総勢 20名で、早朝 5時に潮来を出発し、途中で交通渋滞に 

会ったため上高地到着はお昼となってしまいました。 まずは上高地のシンボル 

河童橋から明神池を目指してハイキング開始。梓川に沿って平坦な道を 1時間 

ほど歩き明神神社（穂高神社奥院）に到着。その奥にあるパワースポットといわ 

れる明神池は風も穏やかで透き通った水をたたえているのがとっても神秘的でした。 

宿への帰路は梓川を離れ森の中を歩きました。疲れた心身のリフレッシュができました。  

二日目は朝早く大正池までのウォーキング。朝霧がかった大正池と朝日のあたった 

焼岳が見え隠れする絶景を堪能しました。 

大自然の中、天気にも恵まれ参加者一同大満足の上高地ハイキングでした。上高地を後にし、帰路では長野県の名城「松本城」にも立ち寄り自然と 

歴史にふれることができ感動いっぱいの二日間でした。 

 

④スポーツ＆レクリェーション大会（実施日 ８月２６日） 

毎年恒例行事として定着しつつある会員様への感謝と当スポーツクラブの PR活動としてのレクリェーション＆BBQ大会、今年も夏休み最後の 

日曜日となる８月２６日に実施しました。今年は「スポーツ＆レクリェーション大会」と銘打って体育協会レク部協力のもとニュースポーツ種目での 

記録作りにチャレンジしました。 

午前９時過ぎに小林スポーツクラブ会長の開会挨拶の後、竹内体育協会レク部長より競技 

説明を受けた後、記録チャレンジがスタートした。 

種目は ①フライングディスクを飛ばそう   

各人５枚のフライングディスクを飛ばしてとんだ距離を競う 

②ホールインワンを達成しよう（ターゲットバードゴルフ）  

各人５個の羽根をクラブ（サンドウェッジ）で打ち、５メートル先と 

１０メートル先のネット内に１打で入った羽根の点数を競う 

③仲良くボールをキャッチしよう  

二人一組で、ネットをつかんで、ネット内のボールを上を飛ばしそのボールを 

キャッチできた回数を競う 

④ストラックアウト  

        各自５回ボールをキックしてサッカーゴールに張られた得点板（１～９点）に 

当たった点数の合計を競う 

⑤紙飛行機飛ばし  

         自分でおった紙飛行機を飛ばし、紙飛行機の滞空時間を競う 

⑥キンボールのパス回数に挑戦  

直径１．２ｍのキンボールを使い、輪になった参加者全員で床に落とさずパスを何回できるか 

など６種目の記録作りに挑戦しました。 

当日は気温３４℃程度で風もなくとてつもなく暑い中での大会となり、熱中症など懸念されましたが、行事の途中途 

中では給水タイムを設けるなどの対応で何事もなく、全日程無事に終えることが出来ました。 参加された皆さん 

大変お疲れさまでした。 

小林会長挨拶 競技説明 

ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ 

ｽﾄﾗｯｸｱｳﾄ 

かき氷屋さん ﾊﾞー ﾍﾞｷｭｰﾀｲﾑ 

閉会式 

鳩待峠 尾瀬ヶ原の木道 

ﾐｽﾞﾊﾞｼｮｳなどの花々 
弥四郎小屋前にて 

河童橋で集合写真 いざ明神池へ 明神神社にて 

梓川のほとりで  



⑤おわら風の盆（実施日 ９月３日～４日）      

毎年恒例のおわら風の盆に 21名の参加で行って来ました。1日目は潮来を出発後、白川郷経由し八尾

の町へ。八尾の町では快晴に恵まれ、また月曜日ということもあってか、いつもの年より見物客が少ない

ように思えました。そのお陰か、いつもは見物客が幾重にも重なり、よく観ることができなかった鏡町のお

たや階段での踊りや他町内での踊りを堪能することが出来ました。 今回初めて観るという参加者も 

多かったのですが、幻想的な胡弓と三味線の音色が素敵で、静かなそして艶やかな女踊りと雄大な 

男踊りに皆さん感激と大満足の一夜でした。  

そして二日目は、少し雨に降られてしまいましたが、トロッコ電車の旅を満悦しながら、さらに温泉で 

足湯につかったり、温泉に入られた方もいたようです。 

参加いただいた皆さんに喜んでいただけたことが何よりでした。 

 

サークル活動状況 
 

 

よさこいソーランサークルは、チーム名を「潮娘（いたこ）よさこい連」と命名し、市内はもとより近隣市のいろいろな行事にいきいきＩＴＡＫＯスポーツク

ラブの看板を背負って積極的な参加活動を展開しています。 

クラブ創設時より行方市の日本舞踊師範の方にご指導いただき 10年余り経ちます。 クラブ自体のメンバーとしては 20名弱ですが、行方市の 

錦北蓮華や多古町の錦照会の方々と一緒に活動することも多々あります。 

 今年度も 4月からいろいろなイベントで踊りを披露しています。 先般も神栖市の「かみす舞っちゃけ祭り」に参加し流し踊りや、舞台上での踊りなどを

披露してきました。 暑い中サークルの皆さんお疲れさまでした。 

                                    

              

 

   2018年度上半期の活動実績表 

実 施 日 イ ベ ン ト 名 称 場    所 

4月 14日(日) カシマサッカースタジアム  潮来の日 鹿嶋市 サッカースタジアム 

4月 22日(日) 静峰八重さくらまつり 那珂市静峰ふるさと公園 

5月 5日(土) すこやかさん 慰問 香取市 グループホーム 

6月 17日(土) 北山たけし ふれあいコンサート 潮来市 アイモア JOYホール 

6月 24日(日) あやめ祭り in芸能バラエティショー 潮来市 潮来公民館 

7月 21日(土) 牛堀園 夕涼み会 潮来市 牛堀園 

8月 11日(土) 牛堀公民館 納涼祭 潮来市 牛堀公民館 

9月 16日(日) かみす舞っちゃげ祭り 神栖市 中央公園 

9月 17日(月) (午前)潮来市 敬老会 

(午後)すこやかさん 敬老会 

潮来市 富士屋ホテル別館 （開花亭） 

香取市 グループホーム 

9月 29日(土) 潮来 月まつり 潮来市あやめ園内（雨天の為潮来公民館） 

 

 

 

現在は、まちかどギャラリーの会議室をお借りして、毎月第２週と４週の金曜日午後に教室を開催しています。  

ギャラリーの小沢先生よりのご指導・アドバイスなどをいただきながらながら、メンバーは多くはありませんが 

和気あいあいと楽しく筆に絵ごころを託しています。 

 サークルにご興味のある方はクラブハウスまでお問い合わせください。 

 

９月１８日（火）～２３日(日)の間、水郷まちかどギャラリーに「６人展」と題し、メンバー６人の作品展示会を 

実施しました。メンバー一人当たりはがきサイズ２１枚、色紙サイズ３枚ずつの作品を展示しました。 

期間中は原潮来市長はじめ、横田教育長他約１５０名と予想以上の方々にご来館いただきました。 

また、原潮来市長からは今後は道の駅などでの展示会をやってみては？とのご提案もいただき、メンバー各自のよろこびも一入でした。 

 

白川郷を望む丘で ﾄﾛｯｺ電車をﾊﾞｯｸに 

雄大な男踊り 艶やかな女踊り 

 

 

⇐かみす舞っちゃけ祭り参加メンバー 

メンバー集合 

西通り流し－１ 

西通り流し－２

２ 

潮来市敬老会での一コマ 



 

 

潮来市では、２０１９年９月～１０月に開催される「いきいき茨城ゆめ国体」で、オープンウォータースイミング・トライアスロン・ボートの正式３競技が 

開催されます。選手やボランティアをはじめ，いきいきと活躍できる夢のあるスポーツの祭典を創り上げていく計画です。いきいき ITAKOスポーツ 

クラブでも、全面的にボランティアなど協力できることに全力であたっていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告・ポスター・チラシ・パンフレット 

有限会社 かつら印刷 
潮来市小泉南 1409 ℡ 66-3652 

バスの手配・旅行のお問い合わせ 

有限会社 宮前交通 
潮来市宮前 2-38-14 ℡ 66-1545 

自動車部品製造 

（株）篠塚プレス工業所                       

潮来市洲崎 503 ℡ 66-6411 

寿司出前・宴会等承ります 

甚 兵 衛 寿 司 
潮来市辻 631-2(市役所となり) ℡ 63-1444 

一般鋼材・ステンレス・特殊鋼・二次加工 

トモエ鋼材株式会社 
神栖市居切 1613-1 ℡ 94-8181 

スクリーン印刷製版業 

（株）マ ン ズ 
潮来市潮来 6640-2 ℡ 66-1304 

元気・笑顔・親切がモットーです！！ 

本と文具の 大 地 堂 

潮来市永山 777(ラ･ラ･ルー内) ℡ 80-3555 

季節の素材を使った家庭料理！！ 

小料理 ひ と み 

潮来市あやめ 2-20-27 ℡ 63-1850 

家具のことなら 

(有)日の丸家具デパート･観音堂 

潮来市辻 219 ℡ 62-2240 

太陽光発電／エコキュート／オール電化 

株式会社 小林電気商会 
潮来市水原 672－1 ℡ 67-5043 

塗装の事ならあかつきに！ 

株式会社 あ か つ き 
潮来市潮来 5931-2 ℡ 77-5437 

匠の技が仕上がりに！ 

中 山 塗 装 
潮来市日の出 7-10-13 ℡ 66-6724 

電気工事 

ヤマノ電設（有） 
潮来市日の出 6-10-10 ℡ 66-3012 

司法書士 

篠 塚 健 司 事 務 所 
潮来市日の出 8-12-6 ℡ 66-3511 

税理士法人 

岩本税務会計事務所                       

潮来市あやめ 2-23-31 ℡ 63-0055 

ソフトドリンクの卸売り 

福 助 食 品 
潮来市新宮 1944  ℡ 66-6511 

地域の皆様に愛されて 90年 

一級技能士の店 荻 製 畳 店 

潮来市小泉 2510 ℡ 66-2544 

呑んで歌って♪心和む店 

Pub 鄙（ひな） 

鹿嶋市宮中 784-5 ℡ 82-9889 

建築・土木工事・リフォーム工事 

株式会社 高須工務店 
潮来市洲崎 505-1 ℡ 66-3329 

手打ち二八そば 

ロンロン しいなや 
潮来市潮来 975-1 ℡ 63-1669 

換気システム 換気扇・パイプファン 

高須産業株式会社 
潮来市水原 3080 ℡ 67-5151 

漁網･防鳥網･ロープ･ゴルフ,スポーツネット 

有限会社  小沼漁網 
潮来市延方西 1463-1  ℡ 66-6206 

ゴルフレッスンならお任せください！ 

タケダプロモーション 
鉾田市札 896 ℡ 0291-39-3166 

 

法人・賛助会員募集中！ 

わたしたちは、「いきいき ITAKOスポーツクラブ」を応援しています 

クラブからのお知らせ 

 近々の活動として以下の通り予定しております。 会員皆様方のご参加および活動応援をよろしくお願いいたします。 

【高尾山ハイキング 参加者募集】 

 １．日 時  2018年 11月 18日(土)  朝 6時潮来市役所集合・出発 

 ２．募集人員 30名 

 ３．参加費・会員：7,800円 一般：8,800円 会員子供（小学生以下）6,800円 一般子供 7,800円 

    沢山の方の参加をお待ちしています。 

【潮来市市民文化祭への対応】 

１． 日時 2018年 11月 9日(金)~11月 11日(日) 

２． 文化部各サークルの作品展示  

場  所 ：日の出の中央公民館玄関ロビー 

展示作品：パッチワーク、ビーズアクセサリー、生け花、絵はがき、吊るし雛 

クラフトテープバック＆かご  等 

 

３．よさこいソーラン踊り披露 

 ①日時：2018年 11月 11日(日)  16時 00分～16時 15分 

 ②場所：アイモア JOYホール 

 開始時間が早くなる場合もありますので、早めのご来場をお願いします。 


