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新年おめでとうございます。会員の皆様におかれ
ましては良き新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年はすさきスポーツクラブの活動と運営に多大なる
ご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとう
ございました。
須崎市制施行 60 周年という節目の年にあたり、県内でも
初めてのオープンウォータースイミング（遠泳競技大会）
が開催されるなど、競技スポーツの分野で新しい一歩が
踏み出せた年でもありました。
この一年が皆様にとってより一層充実されますこと、
また、健康で明るく豊かな日々を皆様とともに過ごして
いけますよう願っております。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
すさきスポーツクラブ職員一同

…………………………………………………………………………………
＜1 月号記載内容＞
●すさきスポーツクラブまつり、市長杯グラウンドゴルフなど 2P
●「子どもソフトボール」教室の紹介、駅伝競技結果 3P
…………………………………………………………………………………

秋にはたくさんのイベントが開催されました！
第 4 回 すさきスポーツクラブまつり
１１月 24 日（月）に横浪運動広場にて『第 4 回すさきスポーツクラブまつり』が行われました。
当日は天候にも恵まれ、子どもや大人の会員さんおよそ 60 名の
方々が「ストラックアウト」や
「ペナルティーキック」
「グラウンドゴルフ」など 5 つの
競技を回って合計得点を競い、
みんなで楽しく汗をかくことが
できました
『ストラックアウト』
何枚抜けたかな？

第 31 回 須崎市健康ふくしまつり

第 11 回 市長杯グラウンドゴルフ大会

10 月 25 日(土）に行われた『第 31 回健康ふくし
まつり』にて、すさきスポーツクラブは「健康ウォーキング」
を実施しました。

１１月 19 日（金）、横浪運動広場で開催された市長杯
グラウンドゴルフ大会には全 20 チーム、総勢 73 名の
方が集まり、晴れ渡った秋空のもとで熱戦が繰り広げ
られました。

今回は市民文化会
館を出発し、魚市場
通りから西浜歴史公
園（台場跡）へ向か
い、市内約 3 ㎞を歩
きました。

ホールインワンを 3 つ出した方も！

≪大会結果≫
団体の部 〈1 位〉須崎ＧＧ Ｃ
〈2 位〉玉島クラブＢ 〈3 位〉浦ノ内スカイラインＢ
個人の部男子 〈1 位〉松本勲さん
〈2 位〉市村俊英さん 〈3 位〉小野生二さん
個人の部女子 〈1 位〉正木千代さん
〈2 位〉松田富美江さん 〈3 位〉西森万知恵さん

＜子どもソフトボール教室＞
毎週水曜日の夕方５時になると、「吾桑ガンバーズ」の
子どもたちが吾桑小学校グラウンドに集合し、ソフトボールの
練習をしています。
準備運動やダッシュの後、近い距離からだんだん
遠くへのキャッチボールやゴロのキャッチ練習、
トスバッティングやバントなど、コーチから
丁寧な指導を受けながら、また子どもたち
同士で教え合いながら、のびのびと練習して
います。
子どもソフトボール教室では、ただいま
メンバー募集中！
お問い合わせは、すさきスポーツクラブまで。

12 月 7 日（日）、浦ノ内のオートキャンプ場に須崎市内の小学生、中学生、
一般のランナー達が集まり、駅伝競走が行われました。
日ごろは各チームにて個人個人がそれぞれ走り込みなどのトレーニングを積んで
いる選手たちが、この日はチームの一員として自分の力を発揮すべく、懸命に
たすきをつなぐ姿に、沿道からも熱い声援が送られていました。

駅伝結果
＜小学生男子の部＞ 1 位 須崎市少年サッカースクールＡ(40 分 10 秒）
2 位 須崎ＪＡＣ-A（44 分 02 秒） 3 位 須崎市少年サッカースクール B（45 分 12 秒）
＜小学生女子の部＞ 1 位 須崎ＪＡＣ（49 分 13 秒）
＜中学生男子の部＞ 1 位 朝ヶ丘Ｂ（35 分 30 秒）
2 位 朝ケ丘Ａ（39 分 03 秒） 3 位 須崎剣道部（39 分 24 秒）
＜中学生女子の部＞ 1 位 須崎（43 分 53 秒）
2 位 朝ヶ丘（48 分 39 秒）
＜一般男子の部＞1 位 須崎市役所ＲＣ（39 分 08 秒）
2 位 上分少年剣道クラブＯＢ（40 分 14 秒） 3 位 上分少年剣道クラブＣ（44 分 08 秒）

医療法人須崎会

高陵病院

㈱フロムダイム
フラワーガス エージェンシー
株式会社

須崎市横町1-28

須崎市新町1丁目4-2

0889-42-2485

0889-42-0051

しみず商店

千年の美湯

株式会社

Kochi合同会社

みなみ丸

須崎市西崎町6-16 須崎市大谷214-8
0889-42-8977

グラウンド・メンテナンス

0889-47-0770

高知市長浜4361番地67号

088-841-0160

竹虎 ㈱ ふるや酒店 モリサキ

そうだ山温泉 山岸竹材店

スポーツ

さか屋のつまみ倉

須崎市浦ノ内西分3104

須崎市桑田山乙1122 須崎市安和913番地1 須崎市西崎町7-27 須崎市西古市町４－２０

0889-49-0011

0889-45-0055

0889-42-3201

矢野米穀店

有限会社

有限会社

高陵衛生社

高陵モータース

須崎市浜町１丁目２－１ 須崎市須崎619番地128

須崎市池ノ内1058番地1

須崎市多ノ郷字城ケ浦乙25-2

須崎市緑町8-27

0889-42-2388

0889-42-0907

0889-43-2668

0889-42-5893

0889-42-0723

0889-42-5451

0889-42-0211

㈲ パル・

㈲新山商店 ナカイテレビ

㈲松浦運送 ㈲松坂建設 ㈲森田園芸
須崎市桑田山乙14 須崎市吾井郷甲876
0889-45-0207

0889-45-0217

須崎市浦ノ内立目摺木５３番地

0889-49-0352

☆すさきスポーツクラブの活動に賛同し、活動を応援していただける賛助会員を募集しています！☆

○グラウンドゴルフ教室 ➡１／９（金）から
○遊べるんじゃー＆少年少女バレーボール教室 ➡１／１０（土）から
○すさき子どもバレーボール教室 ➡１／１３（火）から
※他の教室の開始日等、お気軽にお問合せください。

種 別
個人（高校生以下）

個人（一般）
個人（60歳以上）
ファミリー
賛助会員（１口）

年会費
1,500円
3,600円
1,800円
6,000円
5,000円

スポーツ安全保険料
中学生以下
高校生～６４歳

６５歳以上

８００円
１，８５０円
１，０００円

〒785‐0163 高知県須崎市浦ノ内東分2688
☎ 0889-49-0200 FAX 0889-49-0231
メール：sportc@sea.scatv.ne.jp

ホームページ：http://kawasemi.ne.jp/

