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2016 年 5 月 14 日土曜日 13 時～
早稲田大学所沢キャンパスの教室をお借りして開催する予定です。
今年度は役員改選期にあたり、会長以下新役員の承認に関する議事についても討議されます。
各議事については各種目からの代議員により決議されますが、会員の方の傍聴も可能です。
各種目の方から活動状況の紹介もございます。是非、参加してください。

総会次第
1. 開会挨拶
2. 会長挨拶
3. 議長選出
4. 審議事項
1）2015 年度事業報告
2）2015 年度収支決算報告
3）会計監査報告
4）役員改選
5）2016 年度

事業計画（案）

6）2016 年度

収支予算（案）

7）その他
5.

クラブおよび種目スローガンの発表

6.

表彰

7．来賓挨拶
8.

閉会挨拶

♡当日はイベントを予定している種目も有ります。詳細は事務局まで♡
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第１０回所沢スポーツスクエア
『ニュースポーツしたらカラダもココロもあったかいんだからぁ～』
＠早稲田大学所沢キャンパス２ /７ 主催：WILD359ers（ワイルドスリーフィフティーナイナーズ）
平成２８年２月７日（日）に早稲田大学
所沢キャンパスにて私たち WILD359ers は、
第１０回所沢スポーツスクエアを開催いた
しました。この『スポーツスクエア』とい
うイベントは「所沢の子どもたちを、スポ
ーツで、元気に、逞しく」という活動理念
を基に、広く子どもたちにニュースポーツ
を楽しんでもらうための一日体験型イベントです。今年のイベントテーマ『ニュースポーツしたらカラ
ダもココロもあったかいんだからぁ～』には「スポーツ体験を通して、新しいスポーツや友達と出会い 、
身体的にも精神的にも満足してもらいたい」というスタッフの願いが込められていました。例年、『国
際交流』や『パラリンピック』など、様々なテーマに合わせたスポーツプログラムの提供を行っていま
す。今年度は、アルティメット、チアダンス、室内雪合戦、フラッグフットボールを体験してもらいま
した。アルティメットのコーチには日本フライングディスク協会の方々に、チアダンスのコーチには早
稲田大学男子チアリーディングチーム SHOCKERS さんにお越しいただきました。日本フライングディ
スク協会の方々にはディスクの投げ方指導から試合までしていただき、最後にはじゃんけんで勝った子
どもにディスクをプレゼントしていただきました。 SHOCKERS さんには迫力満点の演技を披露してい
ただいた後、その演技中の動きを子どもたちに指導していただきました。今回私たち WILD359ers はフ
ラッグフットボールと室内雪合戦のプログラムの提供を行いました。普段学校の授業などでは体験でき
ないような珍しいスポーツに、子どもたちは好奇心を示し、前向きに取り組んでくれました。イベント
中、絶えず子どもたちの笑顔が見られ、最後には、「楽しかった！」と言ってくれた子どもたちも多く 、
とても嬉しく思いました。
私たち WILD359ers はこれからもスポーツスクエアの他にも小学校に出
向いてフラッグフットボールを教える出張授業など、様々なイベントを
企画・開催していきますので、ぜひふるってご参加ください！情報の更
新や配信、WILD359ers の活動報告もこまめに行っておりますので、定
期的にホームページ・ブログのチェックをよろしくお願いします！
（ WILD359ers 鈴木）

WILD359ers とは
「所沢の子どもたちを、スポーツで、元気に、逞しく」を活動理念に、フラッグフットボール（ Flags）
・月替わりのニュースポーツ（ Fun- 土）・ダンス（ Fan×Fun Factory ）・スポーツチャンバラ（ REDS ）
の４つのスポーツプログラムを早稲田大学の学生が運営・提供しています！参加者随時募集中です！
拠点：三ヶ島小学校・北野総合運動場・所沢市民体育館・早大所沢キャンパスなど
活動日：木（ダンス）・金（スポチャン）・土（フラッグ、 Fun- 土）
ホームページ： wild359ers.main.jp
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新 体 操

平成27年10月18日（日）に埼玉県上尾運動公園体育館において、県民総合体育大会が行
われました。
今回で14回目の参加となりました。
映画「シンデレラ」のサウンドトラックに合わせて、
ゴース（布を使った演技）・ボール・フープ・リボンの
演技を披露しました。
大会初参加の生徒も多い中、フープの投げ技にも
挑戦しました。主題歌「Strong♪」にのせて全員で
舞ったリボンの演技はみなの動きがピッタリと合い、
美しく華やかでした。
当新体操チームは、小学校1年生から6年生までの生徒が所属し、週に1回練習しています。
大田先生のご指導の下、美しい姿勢や柔軟性などの基礎から、5種類の手具を使ったさま
ざまな動作を学んでいます。勝負にこだわらず、楽しく新体操のレッスンを受けています。

平成28年3月20日（日）には早稲田大学ス
ポーツホール第2において、保護者に向けて
の卒
業発表会が行われました。フープと
ロープを使って、これまで練習してきた成果
を披露しました。日々の練習を重ね、個々の
成長が見られました。今後の活躍が楽しみで
す。
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TRAMPOLINE TORAMPOLINE TRAMPOLINE

トランポリン TRAMPOLINE TORAMPOLINE TRAMPOLINE

■WASEDA Club 2000 ダブルミニトランポリン競技選手権大会

2016 年 2 月 3 日・6 日

標記の大会が早稲田大学所沢キャンパスで開催
されました。初の試みで、園児のみ 3 日に開催しま
した。のびのびとした演技で、非常に園児らしかっ
たです。6 日は、群馬・埼玉・東京からの参加があ
り、5 団体 67 名のダブルミニ愛好者が集結しまし
た。着地の出来栄えによって、順位が決定したよう
です。今後の課題は、難度を上げることかと思いま
す。ますます、練習に励んでください。
(成績はコースをクリックしてください。)
＜オープンの部入賞者＞
★年齢別の部★

優勝者のみ

★オープンの部★

園児の部

小倉美優

1 位 市川 萌瑠

TARget (DMT チャンピオン)

８歳以下

布瀬

莉留

2 位 濱田 怜奈

伊勢崎オンリーワンクラブ

9-10 歳

齋藤

瑠

3位

勝田 万里奈 WASEDA Club 2000

11-12 歳

勝田

万里奈

4位

髙橋 紅葉

伊勢崎オンリーワンクラブ

13-14 歳

宮川

泰輔

5位

橋本 千聡

WASEDA Club 2000

15-16 歳

橋本

千聡

6位

前田 涼子

Team FF

17 歳以上

齋藤

恵

7 位 髙田 彩華

伊勢崎オンリーワンクラブ

8 位 板垣

伊勢崎オンリーワンクラブ

■バッジテスト会を開催

咲来

2016 年 3 月 16 日
後期の目標でありますバッジテスト会を
開催しました。バッジテスト受験は、お子
さんの素養づくりのためのトランポリン運
動の成果を発表する場です。10 月からいろ
いろな技を一生懸命覚え、1 級を目指しまし
た。また、トランポリンの上での技だけで
なく、ボール運動も加わっていますので、
非常にレベルの高いテスト会で 1 名のトラ
ンポリン卒業生が生まれました。今後もト
ランポリンだけでなく、いろいろなスポー
ツに挑戦していただきたいと思います。

http://www.waseda-trampoline.com

トランポリン http://www.waseda-trampoline.com
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太 極 拳

楊名時式健康

アンケートを実施しました
太極拳クラブが創立 15 周年迎え、会員の現状を把握して今後の活動に活用することを目的として会員 263 名にアン
ケート調査を行いました。（ 期間：平成 26 年 12 月、 回収率：90％ ）
15%

① 開設時の会員 19 名が今も元気に稽古に励んで、練功回数 600 回を超えています。

入会年度
10%

② 会員年齢は 33 歳から最高年齢 88 歳で、誰でも気軽に楽しめる運動と言えます。
③ ここ 2 年ほど体験会を開催した結果、新しい会員が増えました。初心者とベテランの

5%

間に技量差がありますので、ブランチリーダーの手腕とベテラン会員のサポートで、
2000
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
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2013
2014
2015

0%

入会の動機

80%
60%

各会場の特性を生かした稽古を進めているようです。

100%

潜在的動機

40%

太極拳を続ける理由

75%
50%

勧誘ツール

25%

20%

0%

0%

① 入会前は、潜在的に、太極拳を「健康に良さそう」・「自分にもできそ
う」・「興味を持っていた」方がほとんどでした。
② 会員拡大に一番効果のある手法は『楊名時式健康太極拳』の良さ

．．．．
① 太極拳を続ける理由は、「健康維持のため」であり、「仲間
．．．．．．
や BL（指導者）に会いに」・「気分転換」と続き、心のよりどこ
．
ろを求めています。これこそ『楊名時式健康太極拳』の真
骨頂といえます。

を知った我々が、周りにいる人達に良さをつたえることです。

2015 年 年末懇親会の開催
2015 忘年懇親会が、昨年の 12 月 19 日（土曜日）の午後１時より早稲田大学所沢キャンパスの食
堂にて開催されました。参加者が１００名を超える盛大な懇親会となりました。

ビンゴゲームの残念賞は、
小ぶりのシクラメンでした。
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Q1.いつですか？
Q2.どこを歩くの？
Q3.集合場所は？

◎コース名 「下町風情残る谷根千散策・つつじ咲く根津神社コース」
◎集合

Q4.集合時間は？
Q5.電車の時間は？

ＪＲ西日暮里駅(北口)
航空公園 9:00

新所沢駅 8:58

狭山ヶ丘 8:57

１０時集合

所沢 9:02 着(池袋線乗り換え)
西所沢 9:03

小手指 9:00

※注意 ： 電車時刻は 3 月 26 日のダイヤ改正
前のものです。当日は電車の時刻を
調べてお出かけ下さい。

池袋 9:32 着

所沢９：０７

(JR 山手線乗り換え)

西日暮里 9:50 着

◎コース

Q6.見どころは？

距離 5.3km

池袋
9:39
JR

※電車時刻はあくまでも参考です

西日暮里公園
園

夕焼けだんだん

谷中防災コミュニティーセンター

1.0 ㎞

Q7.解散駅は？

0.1km
西日暮里駅スタート
日 暮 里 駅ゴール

1.0km

下町風情残る谷根千
散策・つつじ咲く
根津神社コース

.観音寺の
築地塀

2.0km

須藤公園

Q8.見どころの解説は？

Q9.楽しかったですか？
Yes or No?

Q10.解散のあとは？

1.2km

根津神社

寺町、谷中の風景

下町風俗資料館

◎スポットガイド
夕焼けだんだんは東京都荒川区西日暮里 3 丁目 10 番・13 番と 14 番の間にある、日暮里駅
方面から谷中銀座に下る坂(階段)。御殿坂の延長線上に当たる。階段の傾斜は１５度で緩や
かであり、高低差は 4m、階段は３６段ある。幅は 4.4m あり、長さは 15ｍとなっている。階段上
から谷中銀座を見下ろす風景は谷中関連の雑誌や番組にしばしば登場する有名なもの
で、夕焼けの絶景スポットにもなっている。階段の下には「谷中ぎんざ」と書かれたゲートが
ある。
また、階段には野良猫・飼い猫を問わず沢山の猫が集まっているので、「夕やけにゃんにゃ
ん」と呼ばれることもある。
谷中は「寺町」と呼ばれるように、寺院が集中している。上野戦争で罹災したものの、関東
大震災や第二次世界大戦では被害が少なく、旧来の町並み・建築物が残されている。
早口言葉「なかなかな鳴かない谷中のかなかな」に関しても有名。
根津神社 日本武尊が 1900 年近く前に創祀したと伝える古社で、東京十社の一社に数え
られている。境内はツツジの名所として知られ、森鴎外や夏目漱石といった日本を代表す
これらの文豪に因んだ旧跡も残されている。
る文豪が近辺に住居を構えていた事もあり、これらの文豪に因んだ旧跡も残されている。

ランチはいかが？

※体験参加の方は、
参加費として
\100 掛かります
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〈早稲田ウォーキングサークル〉

春のような温かな日差しの下、２７年度最後の第 34 回定例大会が 80 名(男性４０名、女性４０名)の多数の参加者
で開催、霜解けの荒れたグラウンド状態の中で、参加者はスコアメイク苦戦しながら優勝目指して挑戦しました。
女 性 の 部

男 性 の 部

優勝 村橋勝廣さん ７０-③

優勝 中山弘子さん ７９-②

２位

岩崎晃一さん ７４-②

２位

３位

新井治雄さん ７９-①

３位 櫻井公子さん ７９-①

４位

鎌田治雄さん ８０-③

４位

大野キヨ子さん ８１-①

５位

白井幸三さん ８０-①

５位

中

６位

城谷清司さん ８１-③

村橋さん(初)

市川和子さん ７９-①

ハナさん ８１-①

６位 佐藤光子さん ８２-①

中山さん(初)

＊村橋さん３Ｒにダイヤモンド賞)

各地大会・催事に参加
☆早大生が子供達のスポーツ体験イベントを実施している
Club２０００所属のＷＩＬＤ３５９ers に、今年度も協力して
グラウンド・ゴルフを幹事・指導員延１２名が２月６日(土)、
１３日の（土）２日間、延３７名小学生に指導しました。
☆３月６日(日)春のような温かい気温の下で第１４回所沢市民体力つくりグラウンド・ゴルフ大会が北野総合運動場
で（参加者８５名）開催されました。WGGC の参加者は５２名で上位１０位までに６名が入賞しました。
３位：黒沼正彦さん３５T② ５位：山崎光平さん３６T② ６位：豊田アエ子さん３６T①
８位：伏見英昭さん３７T①

７位: 佐藤光子さん３７T①

１０位：岩崎晃一さん３８T①

＊北野総合運動場会場の最高齢者プレーヤー賞に塚田順亮さん(８６歳)が表彰されました。

３位 黒沼さん
☆日帰り研修旅行「よしおか温泉 G・G 大会」は大雪のため中止となり、４月１２日（火）に催行となりました。
☆３月７日(月)第１回３市(入間市・狭山市・所沢市）交歓グラウンド・ゴルフ大会が入間市黒須運動場で参加者は２５６
名(入間市１００名、狭山市８０名、所沢市７６名）で開催予定が雨で中止、４月１８日（水）に延期開催となりました。
◇･･････◇････････◇･･･････◇････････◇････････◇････････◇・・・・・・・・・・◇･････････◇･･･・・・・・・・・・・・◇
☆２月１６日に練習用具運搬の負担を軽減化の一環として、大型キャビネットが交換設置されました。
☆3 月 10 日(木)利用者団体の会議があり、平成２８年度のカルチャーパーク利用日(4～7 月)が決定しました。
＊４/４日(月)、１５日(金) ５/１３日(金)、２３日(月) ６/１０日(金)、20 日(月) 7/８日(金)、１８日(月)
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Club2000

第 19 回ゴルフ大会報告

3 月 16 日（水）
に 少し

西武園ゴルフ場

肌寒い中、一般参加者も含めて 18 名のプレーヤーにより開催されました。

今回は女性の参加者が 4 名、大会に華を添えて頂きました。結果は次の通りです。
優勝：神野 高斉 様
準優勝：菅原
3 位：伊藤

敏行様

安男

様

表彰は上位入賞者、飛び賞、ブービー。特別賞としてドラコン、ニアピン、ベスグロと
参加賞を。女性限定の参加賞も用意されました。またの再会を約束して解散いたしました。
次回は 8 月 17 日（水）開催予定です。

事務局からのお知らせとお願い
お知らせ：恒例の島原手延べ素麺の販売がはじまります。種目にて取りまとめを行っています。
売上金の一部がクラブや種目の運営費として還元されます。
全粒粉入りは小麦を丸ごと挽いて作られたおいしい素麺です。
お願い：2016 年度前期（4 月～9 月）の会費は 5 月 6 日（金）に、
ご指定の口座よりお引き落としとなります。
連休を挟んでの日程ですので、残高不足等にご
注意ください。
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