
Tole House Liberty Blue
トールハウス　リバティブルー

30th 一日ショップのお知らせ

６月２９日 (月 )　11:00 ～ 14:00
テニスパーク湘南 イベントハウス
（相模線倉見駅より徒歩 3分）

　今回は 30回目を記念して先着
30名に粗品をプレゼント｡トール
ペイント、ビーズ、パッチワーク
など素敵な手作りの数々。お気に
入りの一品をみつけてください。
　　　お問合せ　73-0288(和田 )
　　　　　　　　74-7887(尾池 )

湘南ベルマーレ公式サイト http://www.bellmare.co.jp
●お問合せ／湘南ベルマーレ　TEL：0463-25-1211

VICTORY !VICTORY !VICTORY !VICTORY !VICTORY !
がんばれ！湘南ベルマーレ

※シニアは65歳以上の方が対象となります。
※「ベルマーレ12会員」については湘南ベルマーレまでお問合せください。
※お得な前売りチケットはコンビニ、チケットぴあなどで好評発売中！

節　　  開催日　　　　　キックオフ　　  対戦相手
22　  6 月 21 日 ( 日 )　  　16:00　  コンサドーレ札幌

24　  6 月 28 日 (日 )　　  16:00　    　栃木ＳＣ

26　  7 月 08 日 ( 水 )　  　19:00　 ヴァンフォーレ甲府

●ホームゲーム試合日程　※会場はすべて平塚競技場

●チケット料金　　※カッコ内は｢ベルマーレ12｣有料会員料金

一般前売　 　2,000円( 1,500円）　　　700円(500円)

当日　　　 　2,500円( 2,000円）　　　800円(700円)

一般前売　 　　　　　3,500円( 3,000円）

当日　　　 　　　　　4,000円（ 3,500円）
指定席

自由席

大　人 小中高・シニア

　7月 26 日 ( 日 ) 湘南ベルマーレ vs 徳島ヴォルティス (19 時
開始 ) の自由席観戦チケットをペアで 10組にプレゼント。お
申込みは、住所､氏名、電話番号を明記の上、ハガキか FAX で。
応援メッセージもお待ちしています！！
〒253-0111　寒川町一之宮 9-3-10-204
マイタウン寒川編集室「チケット｣係
FAX の方は　75-0848まで 〆切   6月30日(火)必着

チケットプレゼントチケットプレゼントチケットプレゼントチケットプレゼントチケットプレゼントチケットプレゼント今月の

６月 21 日 ( 日 ) 札幌戦は
　｢ＳＡＮＮＯスペシャルデー｣!!

次回のホームゲームはメインスポンサー
である産業能率大学の冠試合「SANNO
スペシャルデー」として開催されます。
　当日は､産能大よりたくさんの来場者
プレゼントが用意されているほか、産能
大主催イベントも盛りだくさんです。
◇来場者プレゼント

①先着 5,000 名様にオリジナル応援　
　フラッグをプレゼント！
②先着 1,000 名様にスポーツドリンク
　(新商品）をプレゼント！
③選手によるサイン入りボールの投げ入
　れ（試合前ウォーミングアップの後）
◇イベント

「必勝祈願縁日｣として競技場 5ゲート裏に
て下記イベントを開催！ (13 時～ 15 時）
・無料スーパーボールすくい ( 小学生以下､
　先着 300 名様限定）
・SANNOエアーサッカー（小学生以下限定）

J1 に向けて着実に前進！
首位！湘南ベルマーレ

　J1 昇格となる３位以上をめぐって熾烈な闘いを繰り
広げている J2 リーグ。現在首位の湘南、続くＣ大阪、
仙台､甲府が勝点｢４｣差の中で争っています。今季は全
51試合という過酷なＪ２リーグ。強風や大雨、猛暑な
ど､さまざまな悪条件の中でも選手たちは気力を振り
絞って闘い続けています。イエローカードの累積やケ
ガのために欠場する選手もでてきますが「誰が入って
も質と量を落とさないサッカー」( 反町監督 ) であらゆ
る壁を乗り越え、昇格を目指します。「いまの段階で順
位はまったく関係ない。一戦一戦、みんなで地道に勝
点を積み重ねるのみ」と言う田村選手。一試合たりと
も見逃すことはできない闘いが繰り広げられています。

　「クライミングは、体全体を使ってパズルを解くよう
なものなんですよ」そう話すのは、今年の 4月に宮山
駅前にクライミングジム攀（ハン）をオープンした天
野均（あまのひとし）さん。クライミングとは、手と
足を使って壁をよじ登る人気上昇中のスポーツ。クラ
イミングジムの施設数は 2009 年 3月現在、全国に
105 件｡10 年前と比べて 5倍に増えました。墜落して
も危険の少ないように足場にマットを敷いた状態で、
「ホールド」という岩に似せた色とりどりの石を手がか
り足がかりとして課題 ( ルート ) を登りきります。
　「このスポーツは、奥が深いんです。さっきまで届か
なかったホールドも足の動き方や重心の移動の仕方を
少し変えるだけで届くようになるのです。できなかっ
たことが、ちょっとの工夫でできるようになる、そん
な喜びを全身で味わうことができます。また、力だけ
で登るのではなく、つま先・手先・頭脳など人間の体
全体を使う点が特徴的です。アッと言う間に時間が過

ぎてしまいますよ。バ
ランス感覚が良くな
り、筋肉がしっかりと
する効果もあります。」
　天野さんは、元々体
育教員。クライミング
は趣味でやっていたそ
うです。「平成 13年に
盲学校に赴任しまし
た。体育館を整理した

ときに『ここでクライミングができそうだ』と思い、
改造して造ってしまいました（笑）。そして、クライミ
ング部を作りました。」
「運動と縁がなかった盲学校の生徒が体を動かすことに
目覚めて出歩くようになり、外の岩場にまで行くよう
になりました。また、部を通して人間関係が広がって
いくのを目の当たりにしました。クライミングは見え
る人も見えない人も一緒にできるスポーツなんですよ。」
　何も無いところに壁を作り､部を設立､と精力的な天
野さん。しかし､反発の声もちらほらと聞こえ､自分の
やっていることは正しいことなのかと悩んだ時期も
あったそうです。そんなときに、学校に見学に来たの
がNPO法人モンキーマジックの小林幸一郎さんです。
小林さんは、ロッククライミングなどのアウトドアス
ポーツの素晴らしさを視覚障害者などに伝え、視覚障
害者と健常者が一緒にスクールに参加することで理解
を深め合う活動をしています。「志を同じにする小林さ
んと出会い、『自分がやっていることは間違いなかった』
と勇気をもらえました。」小林さんとはスクールの場とし
てジムを使うなど、協力関係が成り立っているそうです。
　「教員を辞めてジムを開いたのは、やっぱり、クライ
ミングが好きだからです。近くにあればやってみたい
のに･･･という声もよく耳にするようになり、自分がや
るしかない､と思いました。夢は、このジムをずっと続
けていくこと、そして学校教育にクライミングが導入
される日が来ることです。何十年後になるかわかりま
せんが」。夢を実現するため一歩一歩登る天野さんです。

ご家族や大家さんの理解もありご家族や大家さんの理解もあり
今現在の自分があるという天野さん。今現在の自分があるという天野さん。

JR 相模線宮山駅前

ご家族や大家さんの理解もあり
今現在の自分があるという天野さん。

宮山駅前にクライミングジム OPEN ！

★Climbing and bouldering Space　HANN　攀ハン
寒川町宮山 3718-1　電話 0467-50-0576
営業時間：平日 PM1:00 ～ 10:00
　土日祝祭日 AM9:00 ～ 8:00　※駐車場あり
定休日： 月曜日 ( 祝日の場合は翌日）、大晦日、元旦
HP：http://hann.atukan.com/
★NPO法人モンキーマジック
　　　http://www.monkeymagic.or.jp/

・1,000 円おためし 1時間体験コース（シューズレンタル含む）
・一般：4時間 1,500 円ほか　
※詳細はHPをご覧いただくかお気軽にお問合せください

宮山駅前にある クライミングジム攀

女声合唱団　寒川コールニュー “えれがんつぁ”

第 4回演奏会　日本の童謡・抒情詩､世界の愛唱歌をうたう
　今回もみなさんがよくご存知の日本
の歌を中心にお届けします。童謡、民
謡･･･懐かしい故郷に思いをはせ、楽
しいひとときをお過ごしください。

場所　寒川町民センターホール
日時　7月 19 日 ( 日 )
　　PM2:00 開演（PM1:30 開場）
※入場無料
問合せ　75-4736( 湯山）
　74-0888（利根）､75-8535( 小林 )

「笑顔で楽しく」「笑顔で楽しく」
　言葉のもつ意味を大切に歌います　言葉のもつ意味を大切に歌います
「笑顔で楽しく」
　言葉のもつ意味を大切に歌います


