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　　スポーツ吹矢で健康維持！
テレビでも話題のスポーツ
寒川総合体育館で「スポーツ吹矢教室」が開催されました。
スポーツ吹矢とは、円形の的をめがけて矢を放つスポー
ツ。弓道やアーチェリーは腕を動力とするのに対して、
スポーツ吹矢は動力が｢息｣､呼吸で矢を飛ばす競技です。
年齢や性別を問わず誰でも気軽に楽しめることから、最
近メディアなどで紹介されるようになり、「テレビで見て
興味があったので申し込みました！」という方も。準備
体操で体をほぐした後は、一列に並び、一人５本の矢を
吹きます。自分の番になると気持ちを整えて静かに的に
向かいます。「お上手ですね」と声をかけると「いえ、私

はまだまだ。何ごとも練習あるのみです。」と謙虚な態度で黙々と練習に励む男
性の姿も。その後、チームを組んでゲーム試合が始まりました。的は、半径
3cm、6cm、9cm、12cmの同心円で内側から 7点、5点、3点、1点と計算し
て合計点を競います。 チームの名誉にかけて皆さん熱が入ります。声を掛け合
い和気あいあいとしたムードで連帯感も育まれているようでした。
スポーツ吹矢の効果は？
スポーツ吹矢は、筋力アッ
プ、肩こりの改善、動脈

効果の予防など、嬉しい効果が期待できるそうです。参加者
にうかがってみると「精神統一をして的を狙うので集中力が
つきました」「どうしてはずれたかと頭を使うため練習がある
日は疲れてよく眠れます」「背筋がピンと伸びるようになりま
した」「深呼吸を意識するようになりました」など。皆さん、
効果を実感されていますね。
「継続してやっていきたい」という声が挙がり・・・
今回は全 4回の教室でしたが、「楽しいから、続けていきたい」
という声が挙がり、サークルとして活動を継続していくこと
になったそうです。今回のように総合体育館の主催ではなく、
参加者の方たちが自発的に集まり運営をしていくとのこと。
新規会員も募集中です。ご興味ある方は、お問合せください。

 　～初心者歓迎！無料体験できます～
練習日：週一回
　  　  　7･8 月は火曜日午後
　　　　9月は水曜日午後
月会費：2,000 円
場　所：寒川総合体育館
問合せ：三根 (みね ) さん 080-1306-5966
　※詳細は、お気軽にお問合せください

神奈川県スポーツ吹矢協会
寒川支部  会員募集

講師の石坂さんと三根さん講師の石坂さんと三根さん講師の石坂さんと三根さん

的に向かってシュッ！的に向かってシュッ！的に向かってシュッ！

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 !

11 得点はリーグ 6位。絶好調の中村祐也選手

　8月 23 日 ( 日 ) 湘南ベルマーレ vs ベガルタ仙台 (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

☆締切☆
8月5日(水)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

７月２６日(日)　　　徳島戦は寒川ホームタウンデー

今年の湘南ベルマーレは一味ちがいます。
反町監督を迎えての今シーズンは現在､
首位をキープ、平塚でのホームゲームは
負けなしです。後半戦はＪ１復帰に向け
て大事なゲームが続きます。
寒川の皆様、ホームタウンデーの徳島戦で
熱い応援をよろしくお願いします！

湘南の夏をもっと熱く！

　7月 26 日の徳島ヴォルティス戦は「寒川ホームタウンデー」。
寒川町に在住・在勤・在学のみなさんには、特別価格の「ホームタウンデー
チケット」( 試合当日発売 ) で入場できる特典があります。山上町長の応援
や寒川町商工会の加盟店からのプレゼントなど寒川をアピールする企画もい
ろいろ用意されています。またこの日は寒川町倉見の「キリンビバレッジ湘
南工場」スペシャルデーでもあります。人気の｢エコパンダ｣の来場やNEW
スタイルスポーツドリンク「KIRIN  LOVES  SPORTS (キリン ラブズ スポーツ）」
を来場者先着 555 名にプレゼントなどいつも以上にビッグなイベントが盛り
だくさん。今年の湘南ベルマーレの活躍をまだ競技場で見ていない方は、チャ
ンスです。ご家族やお友達と一緒に熱い夏の一日を楽しみましょう！

☆ホームタウンデーチケット☆  平塚競技場当日券売場にて 16:30 より発売
自由席ホーム（大人）：当日券　通常2,500円　⇒　1,000円
自由席ホーム（小中高/シニア）：当日券　通常800円　⇒　300円
※試合当日に当日券売場にて寒川町に在住・在勤・在学であることを証明で
きるものをご提示ください。　※シニアは 65歳以上の方が対象となります。
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19:00
キックオフ

〈ナス販売促進会〉
糖度が高く、生食に向く神奈川県で品種登録
された ' サラダ紫 ' というナスの販売促進会
◆日時　7月 28 日 ( 火 )AM11:00～ PM2:00
◆内容　加工（漬物など）したサラダ紫の試食。
　　　　  食味アンケート実施予定
◆場所   わいわい市 
◆問合せ   ファーマーズマーケットわいわい市 TEL72-0872

コミュニティバスの愛称募集
コミュニティバスは誰もが利用できる地域住民
の足となる乗合型の公共交通機関です。より多
くの方に利用していただくために、親しみやす
く、覚えやすい愛称を募集します。
◆応募〆切　8 月 10 日（月）必着 
◆応募方法　任意の用紙に愛称、その愛称を付け
                              た理由、住所、氏名を記入して、郵送
                                か直接、ファックス又はＥメールで
( 郵送先 )〒253-0196　寒川町宮山 165　
　　　　　寒川町役場企画政策部企画調整担当
(ファックス )0467-74-9141
(Ｅメール )　m-kikaku@town.samukawa.kanagawa.jp
◆その他　・すでに商標登録されている場合等は、
　　　　　　　選考対象からはずします。
　　　　　 ・応募者の個人情報は愛称募集の目的  
　　　　　　 以外には使用しません。
◆問合せ　町企画政策部企画調整担当
                      TEL 74－1111 内線 231　 

初心者水泳・アクアビクス教室
〈初心者水泳教室〉
◆日時　8月 17 日（月）～ 19 日（水）（全３回）
                 AM10:40 ～ 11:40 
〈初心者アクアビクス教室〉
◆日時　８月17日（月）～19日（水）、27日（木）
        　　　（全４回）AM9:30 ～ 10:30 
◆場所    いずれも町営プール 
◆対象　町内在住か在勤または在学の中学生
　　　　  以上の人　各 20 人／先着順 
◆講師　湘南スイミングスクール所属指導員 
◆申込み　７月 27日（月）から下記へ電話か
　　　　　直接、ファクスまたはＥメールで
◆申込み　町スポーツ振興課 TEL 74－1111 内線 542
　　　　　FAX75-9907
　　　　　sports@town.samukawa.kanagawa.jp 

離乳食講習会 
離乳食の始め方、すすめ方について調理実習を
しながら学びます。 
◆日時　8月 24 日 ( 月 )PM2:00 ～ 3:30
◆場所    健康管理センター 
◆対象　３カ月から５カ月までの赤ちゃんを
　　　　  育てている保護者　20 組／先着順 
◆持物　母子手帳、バスタオル 
◆申込み　７月 27日 ( 月 ) から下記へ電話か直接
◆問合せ　町健康課 TEL 74－1111 内線 163

さむかわエコネット目久尻川クリーン作戦
目久尻川をみんなの手できれいにしませんか。
◆日時   ・8 月 15 日 ( 土 )AM9:00 ～ 11:00 頃
　　　　  寒川大橋～宮山大橋
 　　　  ・9 月 19 日 ( 土 )AM9:00～ 11:00 頃
　　　　  宮山大橋～寒川橋 
◆集合場所  中里公園   
◆問合せ　さむかわエコネット事務局（町環境課）
                      TEL 74－1111 内線 421


