
JR 相模線宮山駅前

昔ながらの「飴売り」

フラダンスは、もともと文字を持たなかった古代ハワイ人が、神話や伝説を伝えるため
に生まれたもの。手の動きで、花、太陽、風、愛などいろいろな意味を持たせて踊ります。
優雅なハワイアンミュージックにあわせて、あなたもフラガールになりましょう♪

日時：9月 7･14･28 日､10 月 5日いずれも火曜日
　　　PM1:00 ～ 2:30
場所：寒川総合体育館　1階 多目的室 他
募集人数：約 30人 ( 先着順）
参加費用：2,500 円（全 4回分）
服装等 : 自由
講師：星谷知子先生　茅ヶ崎･東京･湯河原等の教室にて
　　　 指導に当たると共にステージ・各種イベントにて活躍中
申込み：8月 31 日 ( 火 ) までに総合体育館に電話か直接

アルファビクス は、心身ともにリラックスできる健康エクササイズ。バンドで体を補
助しながら行うので、運動の苦手な方でも無理なく、気持ちよく体を動かすことがで
きます。筋力アップ！ダイエット！リラックス＆リフレッシュにぜひお試し下さい♪
日時：9月 2･9･16･23･30 日､ 10 月 7･14 日  いずれも木曜日
            AM10:00 ～正午
場所：寒川総合体育館　1階 多目的室 他
対象：成人女性    
募集人数：30 人 ( 申込多数の場合抽選）
参加費用：3,000 円 ( 全 7回分 )
服装等 : 運動できる服装
持ち物：ヨガマット又はバスタオル、飲み物、汗拭きタオル
講師：アルファビクスインストラクター 森富美乃先生
申込み：8月 26 日（木）までに総合体育館に電話か直接

女性アルファビクス教室フラダンス教室

夏の疲れを話題のスポーツで癒そう！夏の疲れを話題のスポーツで癒そう！～スポーツで、気分転換＆ストレス発散～
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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 !
がんばれ！湘南ベルマーレ

リーグ後半戦！チーム力が試される。

MF エメルソン

お問合せ：寒川総合体育館　TEL75-1005
※欠席されても参加費の返却はいたしませんのでご注意下さい

節　　  開催日　　　　キックオフ　　  対戦相手
20　８月 21 日 ( 土 )  　19:00　　浦和レッズ

23　 9 月 18 日 ( 土 )　  19:00　  川崎フロンターレ

26   10 月 16 日 ( 土 )　  13:00　  鹿島アントラーズ

28   10 月 30 日 ( 土 )　  19:00　 大宮アルディージャ

●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

発売中

発売中

9/15一般発売

９/15一般発売

注目選手！

Emerson

一般前売　 　1,800円　　　　　400円

当日　　　 　2,000円　　　　　500円
自由席

大　人 小･中･高

●お問合せ／湘南ベルマーレスポーツクラブ
　　　　　　　　　　　　　TEL：0463-25-1151 http://www.bellmare.or.jp/futsal/

湘南ベルマーレ
フットサルクラブ公式サイト

ベルマーレのスローガンは「覚醒」。
「自らの潜在能力を目覚めさせ、その全てを注いで、
目標に向かって前進してくことを決意します」

Ｆ(フットサル)リーグ2010　開幕。

●チケット料金

ホーム開幕戦 8/22 は小田原アリーナへ！

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
３　８月 22日 ( 日 )　  17:00   　 パルドラール浦安

４　８月 29 日 ( 日 )　  17:00　　府中アスレティック FC

６ 　９月 12 日 ( 日 )  　14:00　　ステラミーゴいわて花巻

８　９月 26日 ( 日 )  　17:00　　ペスカドーラ町田

●ホームゲーム試合日程　※会場はすべて小田原アリーナ
チケット

発売中

発売中

発売中

発売中

FixoNo.5 久光 重貴

　2008 年に FC 東京に在籍
していた攻撃的MF。その後
ブラジルでプレーしていたが
このほどベルマーレに加入。
中盤から前にかけての多彩な
パスが見どころというテク
ニック抜群の選手。「今の状
況を打開できるようチームの
力になりたい」というエメル
ソン選手に注目したい。

「負けた相手には借りがある。絶対負け越し
では終われない」。リーグの後半戦を戦うに
あたって田村雄三選手は力強く誓った。
「泥臭く最後まであきらめずに戦う湘南の
サッカーを貫くだけ。選手ひとりひとりが
責任感をもち、なおかつチームの団結力で
結果につなげていきます」。後半の巻き返し
が期待される。
　No.2 田村雄三選手（MF）

　国内最高峰リーグ “F リーグ” が開幕した。
湘南ベルマーレフットサルクラブのホーム､小田原アリーナ
での開幕戦は 8月 22 日 ( 日 ) パラドール浦安戦。今季キャ
プテンを務める久光重貴選手（No.5）に話を聞いた。「開
幕前の 6月にはミニ合宿を行って、選手間の連携や共通意
識を高めました。いい準備ができたと思います。ホーム小
田原アリーナでは、見ている人もエキサイトするような熱
い試合で感動を伝えたい。目標は、ホームで無失点勝利。
ぜひ小田原アリーナに応援に来てください」。

2010 すいせんカード感謝祭 

ふるさと祭り IN さむかわ
日時：8月 22 日（日）PM1:30 ～ 8:00
場所：さむかわ中央公園 ※お車での来場はご遠慮下さい
主催：寒川商業協同組合　TEL 75-0185

　 思わずニッコリ
    模擬店コーナー
かき氷、いか焼き、
焼きソバ、綿菓子、
フランクフルト etc

     ステージイベント
三輪車レース、吹奏楽、
フラ、サザンキッズ、チ
アリーディング、車椅子
ダンス、盆踊り etc

      初参加！
　湘南ベルマーレブース
親子サッカー
教室、グッズ
販売、選手サ
イン会 etc

ふるさとの味  県人会コーナー
さつま揚げ、すいか、玉こんにゃく、
漬物、さんまの塩焼き、農･海産物 etc

                     湘南一全長 100ｍ！ 納涼そうめん流し
PM4:00 ～  4:30 ～  5:00 ～　※PM1:30 整理券配布

すいせんカード ラッキーお買物券 大交換会
満点カード ( 通常 700 円 )1 枚を 1,000 円の
商品券と交換  　※ PM2:00 ～無くなるまで

  ちびっこコーナー
スーパーボールすくい、
水ヨーヨー、ダーツ etc

faith cafe ( フェイス  カフェ )
営業時間　平日　  9:00～ 17:00
　　　土日・祝　11:00～ 17:00
定休日　　木曜　その他不定休
　※8月22日､26日､29日が休業
寒川町倉見2456-6
TEL/FAX　0467-73-8830
駐車場　4台

　ビリヤードテーブルのあるお店、というとなんだか
マニアな人ばかりで近寄りがたいイメージがあります
が、一歩足を踏み入れれば、気さくなおうちカフェ。
ランチタイムには、ご近所の方が集まります。
この自宅兼店舗のオーナーは荻田昌宏さん。２年ほど
前、数年来付き合いのある仲間といつでもビリヤード
ができるようにと建てました。お店を切り盛りするの
はそのメンバーの一人、堀内洋子さんです。

オーナーの荻田昌宏さん
建築資材関係の会社にお勤めの
会社員。仕事が休みの日はお店
に出ているそうです。

「夜は仲間が集まるのですが､昼間は空い
ているのでカフェをすることに」と今年
4月にオープンした「faith cafe」。お食事
メニューはイタリアンが中心、スイーツ
は季節のフルーツいっぱいのアメリカン
ワッフルがイチオシです。
もともと仲間内でも賄い担当だったとい
う堀内さんの手づくりの味は、口コミだ
けでお客さんが集まるほど評判に。「近く
の農家の方が野菜をたくさんもってきて
くれるので、寒川産の新鮮野菜がたっぷ
りですよ。ゆっくり､のんびりと本を読ん
だり、友達とおしゃべりができる。そん
なお店にしたいですね」。主婦であり母で
もある堀内さん自身が望んでいた空間を
実現した faith cafe。お散歩の途中に立ち
寄ってみてはいかがでしょうか。

目久尻川近くの紺色の建物。場所が
わかりにくいので迷ったら電話を。
事前に予約 TEL をするとデザートが
アラカルトになるサービスがあります。

ご近所で くつろぎの手づくりランチランチSet  (ドリンク､デザート付 )　  ¥1,000
アメリカンワッフルと季節のフルーツ　¥500


