
○ クラブ定期講座の開催 ：22種目・39講座　（H30年7月1日現在：定期会員484名）
○ 各種スポーツ大会の開催 ：第3回東大宮社交ダンス交流会 　4月29日(日)

：ライフ・チャレンジ・ザ・ウォーク(宮崎臨海公園） 　5月6日(日)
：第35回健康づくりグラウンドゴルフ交歓大会 　5月16日(水)
：第24回たまご村杯ミニバレーボール大会 　6月10日(日)
：第4回東大宮地区運動会 11月4日(日)予定
：第25回たまご村杯ミニバレーボール大会 11月23日(金)
：第36回健康づくりグラウンドゴルフ交歓大会 11月28日(水)
：第14回東大宮ママさんバレーボール交流大会 　H31年2月3日(日)

○ クラブ会員向け ：県立海洋高校 進洋丸 クルージング 5月27日(日)
イベントの開催 ：川原自然公園キャンプ(木城） 7月28日～29日(土・日)

：スケート体験教室（えびの） 1月予定
：第5回ボウリング交流大会 　H31年3月9日(日)

○ 会員間の交流会の開催 ：第16回焼き肉交流会 　4月29日(日)
○ 補助、受託事業 ：宮崎市学校体育施設開放事業（東大宮中・東大宮小・宮崎東小)
○ 協働事業 ：健康運動教室（転ばない為の体づくりの体操教室)の開催（6自治公民館)

：新別府川堤防ジョギング大会（まちづくり推進委員会主催） 12月16日(日)
○ 市クラブ協議会事業 ：小学校体育アシスタント派遣事業（宮崎市教育委員会)

：宮崎市総合型地域クラブ交流大会（市クラブ協議会自主事業） 8月11日(土)
：エンジョイスポーツフェスティバル（県総合型地域SC連絡協議会) 未定

○ 他団体主催の大会・イベント・研修会等への参加
：宮崎市・地区体育会主催「ラジオ体操・みんなの体操会」へ参加　 8月5日(日)

○ クラブの目的を達成する為に必要な事業 ：新別府川堤防の整備事業 　：物品販売事業

　クラブハウス建設事業を今年のメイン目標とします。
　皆さんのご協力をお願い致します。【平成３０年度　事業計画(抜粋）】
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  定期総会を４月２９日（日)
に行いました。今年も、宮崎大
学医学部の皆さんに「運動器検
診」を行って頂きました。勿論、
総会、運動器検診の後は、恒例
の焼き肉交流会も大いに盛り上
がりました。お手伝い頂いた方、

ご参加頂いた方、ありがとうご
ざいました。 

【平成２９年度収支決算書】
【収入の部】 29年度予算 29度決算

会費収入 7,155,000 6,678,800

寄付金 200,000 300,000

補助金等収入 500,000 885,156

事業収入 3,200,000 3,343,762

その他収入 670,050 797,909

収入合計 11,725,050 12,005,627

【支出の部】 29年度予算 29度決算

事業費 6,330,000 6,513,712

管理費 5,337,000 5,150,423

支出合計 11,667,000 11,664,135

今期収支差額 58,050 341,492

前年度繰越金 1,351,649 1,351,649

次年度繰越金 1,409,699 1,693,141
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　💛ありがとうございました💛

　入賞賞品：夢印たまご村

　試合球：かわにしスポーツ

　会場：東大宮中、東大宮コミセン

≪第35回　健康づくりグラウンドゴルフ交歓大会≫

≪第24回 東大宮ＳＣミニバレーボール大会 夢印たまご村杯 ≫
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ゴールド６０歳以上 シルバー４０歳以上

６月10日(日)51チーム、268名の参加。クラブ理事長の「試合は楽しくそして笑顔で」の言葉の通り、皆さん

本当に笑顔でプレーされてました。受付から終了の掃除まで、参加者のご協力で、とてもスムーズに進んで

いきました。ありがとうございました(*'▽')  次回は11/23になります。 

またお会いしましょう(⋈◍＞◡＜◍)。✧♡♡ 

 

 入賞者１位～５位（敬称略） 

 Ａコート 髙野、小倉、辺木(嘉)、森本、中原 

 Ｂコート 江頭、笹本、西村、河野、高橋 

 Ｃコート 佐藤、石川、辺木(開)、河野、島嵜 

５月16日(水)今回は参加者数も増えて250名♪ 

そしてなんと!!90歳～95歳の参加者が8名!!今までの大会で記録

的な人数でした。次回は11月開催予定。グラウンドゴル大会に参

加してみませんか? 

スポ少バドミントン中央大会 

優 勝！＆ 3 位 入賞！ 

6月30日（土）スポーツ少年

団バドミントン中央大会に初

参加！団体戦８チームのな

か優勝と三位に入りました！

賞状と金メダルを頂き最高

の笑顔です‼ 

６月30日（土）小学生タグラグビー交流大会

に参加！学年や経験により5パートに分かれ

行われました。東大宮からは、クラブや学校

から5チームが参加し、ほぼ初心者高学年の

部に参加した「東大宮ＳＣラグビー教室生」が

優勝しました！ 



ダブルス 男子の部 ダブルス 女子の部

🎖 優勝　冨永・松下 🎖 優勝　樋渡・宮崎

🎖 2位　 甲斐・南 🎖 2位　 津曲・黒木

🎖 3位 　縫・南

みやざき県民スポーツ祭
🎖 3位 東大宮スポーツクラブ(A)

　　(相良・小玉・縫・那須・冨高・木下)

金曜日(第1週～4週) 水曜日(第２・４週） 火曜日(第1週～4週)

午後7時半～ 午前１０時半～ 午前10時～

東大宮中学校 コミセン コミセン

1,000円/月 チケット制　５００円/回 1,000円/月

桐井明子・是枝・昇 坂元悠麻 黒木尚美

時 間 :

場 所 :

時 間 :

みやざき県民スポーツ祭ねんりんピック2018

運動?!家では中々しないよね
😓。そんなこと思ったことな
いですか？この教室ではご自
宅でも続けられる運動を行い
ます。健康維持の為に運動を
続けましょう

会員募集中　 見学・無料体験できます♪

曜 日 :

時 間 :

場 所 :

会 費 :

講 師 :

曜 日 :

布製のキャンディの形をした
可愛い重りを握って筋力をつ
け、更に有酸素運動とスト
レッチで健康的な体づくりを
目指します。

呼吸が大切なヨガ。呼吸を意
識的に行い体を動かしていき
ます。柔軟性は勿論、血流も
良くなり肩こりや腰痛などの
軽減にも効果的。体を優しく
ほぐしてあげましょう。

会 費 :

講 師 :

会 費 :

講 師 :

場 所 :

曜 日 :

バウンドテニス　
大会参加も楽しみです!!

太極拳
　　奨励賞を受賞しました!!

健康運動教室

《　東大宮SC 社交ダンスパーティー　》

心と体の調整ヨガキャンディベル体操

4月29日(日)参加者 70名。初心者を対象
に毎年ダンスパーティーを開催していま
す。このパーティーに参加しクラブの社
交ダンスに入会される方も多いんですよ。 
スタートは何歳からでも🎶 
 興味のある方は一度体験にどうぞ♪ 

  

延岡市市民体育館で開催され『太極拳初級

の部』から7名参加。平均年齢が76歳。最高

年齢ということで奨励賞を受賞しました。

「年をとっても頑張れるのは東大宮スポー

ツクラブの応援があるからです」とお言葉

をいただきました。太極拳は平成16年に開

講して14年。これからも応援しています♪ 

社交ダンスは 水曜 第1週～4週 

夜８時～ 東大宮コミセン 



曜日: 毎週土曜日(変更有）

時間: 午前９時半～

場所: 向陽園

対象: 小学１年生～６年生

会費: チケット制　５００円/回

講師: 高鍋高校ラグビー出身者他

NPO法人東大宮スポーツクラブ 

キッズジュニア部 

Ｉｓｓｈｏ 
こどもといっしょ
家族といっしょ

みんないっしょ
いっしょIssho…Ｉｓｓｈｏ

 ５月６日（日）ゴールデンウィーク最終日 
今年度も、公益財団法人ライフスポーツ財団の
助成企画として、「ライフ・チャレンジ・ザ・ウォーク
in宮崎」を開催致しました。ウォーキングだけでな
く、途中、いろいろなゲームやクイズにチャレンジ
して、親子・家族でわいわいと楽しんでもらいまし
た♪237名の参加者の皆さんありがとうございま

した。次はもっとわくわくする企画にしていきます‼ 

 ５月２７日（日）海洋高校の実習船「進洋丸」 
に乗船して親子でクルージング体験をしてきました。 
沖は少し波が立ち船は揺れましたが、魚を沢山釣るこ
とが出来ました。午後からのマリンスポーツではバナナ
ボートやジェットスキーに乗り潮風を受て大きな歓声が
上がりました‼皆さんとても楽しんで頂けた様でした♪ 

｟夏季中体連に出場しました｠ 
 6月9,10, 11日と中学生バドミントンの
男子8名、女子12名が中体連に出場し
ました。1期生の三年生にとっては最後
の試合となりました。初心者同然の子供

たちでしたが、大きな成長が見れました。

これからも続けて欲しいと願います！ 

｟楽しいイベント開催しました｠ 

Jr.ラグビー教室 

★ラグビーボールを使って体を動かそう‼ 男子メンバー募集中‼  




