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する,みる,ささえる
子どもからお年寄り
まで誰でも参加！

｢東京 2020 ライブサイト㏌ 2016｣-リオから東京へ-出演
H28・8・14（日）
上野恩賜公園特設会場にて
東京 2020 ライブサイト㏌ 2016 に出
演することになり、今までやってきたこ
とをこんなに大きな舞台で出来るかと
ても不安でしたが、終ってみる「ともっ
ともっと踊りたい！」気持ちが湧いてき
て、次はこーしたい！あーしたい！と思
い、次回のステップアップを心に誓いま
した。中学 3 年生にとっては高校受験との板挟みで、練習に参加できない時が多くて大変でしたが、中
学校生活最後の夏に最高の想い出が出来てとても幸せです。
自分達の踊りを観てもらえて、わたしもこんな風に踊りたい
と思ってもらえるように頑張りました。

今までで 1 番デカイステージで踊る
ことが出来たことと、オリンピックのイ
ベントという物凄く大切な所で踊れた
ことが、嬉しく楽しかったです！
これからも、もっともっと練習を頑張
っていきます！
参加者 15 名（小学生 7 名・中学生 8 名）

｢中台中学校への事務局移転について｣

浅 見 宗 弘

新築工事中の中台中学校の新校舎が４月から使えるように
なりました。校庭の工事は継続中で完成は秋の予定です。以前
より予定をしていましたプリムラのクラブハウスも完成し、
6 月 9 日より順次引越しを始め 7 月 19 日には机や棚の配置を
して理事会を行いました。今までは中台地域センターをお借りしていましたの
で、念願のクラブハウスに感無量です。まだまだ完全な移転には至りませんが、近い
うちに会員の皆様が利用できるように環境を整えて参ります。各サークルの会議や会
員同士の会合など、いろいろな場面で活用できると思います。今後も皆様のご理解ご
協力をいただき、地域に根ざしたプリムラの土台を築いて行きたいと思います。

総会にて新役員選出

H28・5・14（土）

第８回総会が中台地域センターにて開催されました。総会では、前年度の
活動報告と決算、新年度の活動計画と予算が審議され、それぞれ満場一致で
可決されました。また、下記の通り新役員が承認されました。
終了後の懇親会は会場を移さず、その場で実施したことで参加者が多く、
大いに盛り上がり意見交換も出来ました。
（渡邊）
理事長

浅見宗弘

副理事長

渡邊忠(ボウリング) 島村恵子(クラブマネジャー、会計兼任)

理 事

柴田源司(事務局長) 内田一寿(事務局補佐)
安達慶一(事業部) 大久保一夫(事業部) 山之内敏彦(会計補佐)
高沢一基(広報部) 大内幸成(ゴルフ倶楽部、広報補佐)
岩本清太郎(卓球) 大澤英二(ヒップホップ) 平岩翔(フットサル)

監 事

石塚義隆 芳賀哲朗

第１４回プリムラカップ・ゴルフ大会
赤羽ゴルフ倶楽部

優勝 三枝節夫

H28・4・29（祝）
準優勝 木下 正

「カミカゼのおかげ」
プリムラゴルフは 2 回目の参加でしたが、
図らずも優勝してしまいました。当日の会
場となった赤羽ゴルフクラブは北風の吹き荒れる中でのコンペにな
り、スコアメイクに苦労する天候でしたが、幸いアゲインストのホ
ールでは低いボールを打つこともでき、なんとか 100（50,50）で
廻ることが出来ました。強風も私にとっては神風だったかもしれま
せん。これからも、欲を出さずに楽しくプレーしていきたいと思います。
（三枝節夫）

３位 山口直人
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青健中台地区ソフトボール大会を支援
◆優勝
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H28・5・29（日）

西台町会チーム

好天に恵まれたこの日、青健関係の 10 チームが参加し恒例の親善ソフトボール大会が区立城北公園野球場に
て開催されました。プリムラ会員は元々青健関係者が多く各チームに分かれたり運営に携わったりと、ここでも
大きな役割を果たしています。勝敗より親睦が目的とはいえ、試合が始まれば皆さん本気モードです。小学校の
ＯＢチームや町会のチーム、現役ＰＴＡチームなど幅広い年代層も様々に、お互いに笑える野次を飛ばしたり相
手を気遣ったりと親睦ムードいっぱいです。多くの皆様と関わり合える喜びを実感しました。（浅見）

地域協力でスポーツテスト支援

H28・6・各日

◆若木小学校 6 月 7 日、9 日(ソフトボール投げ)
◆緑 小学校

6 月 10 日(立位体前屈)、13 日(立ち幅跳び）

◆中台小学校 6 月 23 日(シャトルラン）
、27 日(立ち幅跳び・反復横跳び他)
中台小学校では、平成 25 年度よりスポーツテストの測定協力をプリムラの皆様にお願いしてきました。児童
にもすっかり定着してきて、シャトルランでは「自分ではペースが分からないので、一緒に走ってもらうとすご
く走り易い！ありがとうございます。
」との、感謝の言葉も 5 年生からあがっていました。立ち幅跳び、反復横跳
び等の測定でも、5・6 年生のお手伝いの児童や低学年にも分かり易くサポートして頂いて、ありがとうございま
した。皆様の声掛けが、児童にとっても励みになり、より力が発揮出来ていると思います。これからも、どうぞ、
よろしくお願いいたします。
（中台小コーディネーター飯田）

ありがとうございました(*’▽’)

『ピカちゃんの 2016 星まつり』に参加

H28・7・3（日）

主催者「上板橋北口商店街振興組合」の要請を受け、イトーヨーカ堂第二駐車
場にゲームコーナーを設けた。当日は梅雨の中休みで好天にめぐまれ（すぎ！）、
午前中はディスクゲッター、午後はエコシュートを行ったが、小学生をはじめ未
就学児・大人などたいへん多くの皆さんが挑戦した。理事・会員等 10 名で運営
したが、高得点者には賞品が授与されるため、参加受付、ゲームの進行、点数確認に休憩もなかなかとれない盛
況の数時間であった。コーナーの運営に手一杯で、なかなかプリムラの周知活動に至らないのが以前からの課題
である。ステージではＨＩＰＨＯＰクラブが日頃
の練習の成果を発表し喝采を受けていた。小中学
生のチームだが元気に飛び回っている姿がハツラ
ツとして見ている人を楽しませていた。（芳賀）

“フラ”サークル 9 月～再開します！

Ｈ28・9・11（日）予定

平成 25 年度をもって休部状態になっていたフラサークルですが、元メンバーの中から「地域でフラを続けて
いきたい」という声があがり、皆様にご協力いただき、この９月から活動を
再開させることとなりました。以前と同じように中台中学校の集会室をお借
りして、月２回日曜日に活動する予定です。そして今回は指導者を置かずに
自主練のようなスタイルで和やかに楽しんで いきたいと思います。試行錯
誤を繰り返しながらになると思いますが、フラを通して仲間とつながりつつ、
美しさ、そして健康を目指していきます。皆さんよろしくお願いします！
◆連絡先 プリムラ事務局 080-4052-2010

【危機管理講習会】開催のお知らせ

Ｈ28・12・4（日）予定

平成 28 年度、危機管理講習会を下記の日程で開催します。ボランティア活動を中心にした青健・町会・
ＰＴＡ・寺子屋など地域での活動はさまざまですが、ボランティア活動は常に危険と隣り合わせです。この機会
に講習会にご参加いただき、ボランティアとしての責任を学び、安心・安全で楽しい活動をお願いいたします。

◆日 時

平成 28 年 12 月 4 日(日)

15：00～17：00

◆場 所

板橋区立中台中学校

◆講 師

日野一男（日本ハラスメント＆リスクマネジメント総合研究所代表）

◆内 容

危機管理とスポーツ活動

◆会 費

無

集会室

料

◆申込みはプリムラ事務局まで Tel・Fax・e-mail にて、氏名・住所・連絡先をお伝えください。

第 12 回 卓球教室開催！
◆平成 29 年１月 29 日(日)13：00～
≪サークル日程≫
◆フットサル
月曜日 中台中学校
水曜日 志村学園
木曜日 中台中学校
〃
緑小学校
金曜日 中台小学校
◆卓

球
毎

月

◆ゴルフ
毎 週

体育館(申込みは後日お知らせ！)

入会金
年会費
19:00～21:00
正会員（高校生以上）1,000 円 6,000 円
18:00～21:00
ジュニア会員
1,000 円 3,000 円
19:00～21:00（小学生） 機管理講習会
家族会員
1,000 円
0円
19:00～21:00（中学生以上）
※ 2 名以上の正会員と同居の家族
18:00～21:00
賛助会員
なし 一口 1,000 円

中台中学校集会室 15:00～17:00
第１･２･３･４土曜日
中台ゴルフセンター 20:30～22:00
月曜日

◆ヒップホップ 中台小学校 16:45～18:00
毎 週 日曜日 ＊詳しくは HP をご参照下さい。
中台中学校集会室 10:00～12:00
第２･４日曜日
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板橋区立若木小学校
≪会員費≫

◆ボウリング トミコシボウル 18:00～
不定期開催（基本：第 3 土曜日／毎月）

◆フ ラ
毎 月

Ｈ29・1・29（日）予定

◇入会申込書に所定の内容をご記入の上、入会金と年会費を添えて
事務局まで、お申込下さい
◇上記以外に各サークルの活動費が必要です（下記参照）
◇入会と同時に総合型地域スポーツクラブ保険に加入します
≪サークル会費≫
◆フットサル：年会費 小学生 24,000 円
◆卓 球：会費 会員無料
◆ゴルフ：1 回 1,000 円～1,500 円
◆ボウリング：月１回 1,000 円
◆ヒップホップ：月 3,000 円
◆フラ：未定
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TEL 080-4052-2010
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中学生以上 10,000 円

理事長:浅見宗弘 広報部長:高沢一基

e-mail munehiro@flex21.co.jp

URL www.sscprimula.org

