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1期・2期
4月から1期5回、2期5回コースでちびっこスポーツ教室を行いました。運動遊び、からだであそぼう、楽しく走
る･跳ぶ、サッカー、卓球、ラグビーフットボール、ヒップホップダンスなど、毎回、様々なスポーツ指導者や選
手にお越し頂き、体を動かすことの楽しさを、色々な遊びを通して教えていただきました。
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■本社･工場 新潟県新発田市富塚1419
TEL 0254−27−2101（大代）FAX 0254−21−5013
ISO14001認証登録
■新潟事業部 ■東京事業部 ■関西営業所
登録場所 本社・工場
■仙台営業所 ■山形事業部
登録場所 本社・工場／新潟事業部

ヒップホップダンス

サッカー
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運動遊び

ǽʹᗵୖаႆȻʩʕʙ˂ʓʵɥΈȶȹǾߴ ǽᯚڷҟᮓаႆȻȫɖɦȤɦᤅɆɗʒʽʗ
ҩɒȾᠨȶȲɝǾᒈɥᯚȢ˨ȥȽȟɜᠨȶȲ ʵȢȣɝǾʚʳʽʃᤅɆǾȞȨɥоɟɞʝ
ɝȢᠨɞȲɔɁʧɮʽʒɥଡ଼țȹɕɜȗɑ ʕ˂ʵᚨɥɈȢɜɑȮʃʧʋʭʽᤅɆȽȼ
ȪȲǿऻԡɂʨʍʒɥΈȶȹǾȰɁکᡆɆɗӒ ɥȪȹȲȢȨɦͶɥӦȞȪɑȪȲǿ
ᠨɥȷȤȹᡆɉᎃǿఊऻȾɂǾʚʒʽɥΈȶ
ȹᠨɞᎃɗʴʶ˂ɕଡ଼țȹɕȗɜȗɑȪȲǿ

trymu.com

通 信

【第１０号】

trymu.com

通 信

【第１０号】

地域や学校行事を応援します！

教室の紹介

とらい夢では、主な活動のひとつとして、行政、学校ＰＴＡ行事や企業等に講師を派遣するという活動も行っています。
講師派遣の依頼も年々増加し、１回の依頼から通年の依頼まで様々です。

「ランニングクリニック」
昨年に続き、新潟アルビレックスランニングクラブの「ランニングクリニック」の開催において、とら

小学校ＰＴＡ・保育園

幼稚園・公民館

い夢もお手伝いさせていただきました。
雨の心配をしながらの教室でしたが、毎回、この時間にはお天気が回復し、スマイルアップコース（初
心者）
・エンジョイアップコース（中級者）
・タイムアップコース（上級者）に分かれ、姿勢づくり、正しい
姿勢での歩行、ランニングの仕方から毎回鬼コーチ？の指導のもと楽しく行なわれました。最終日には、
各自で目標タイムを設定し全員で３０００ｍを完走することができました。
猿橋小学校・東豊小学校・中浦小学校・松浦小学校・たか
ら保育園からは、ＰＴＡ行事として「親子エアロビクス」
「親
子レクリエーション」
「トッキッキダンス」
「親子あそび」等
で依頼を受けました。様々な講師の方を派遣し、親子で楽し
く汗をかいていただけたようです。

加治地区公民館からは、
「トランポリン」の依頼を受け、た
くさんのこどもたちに喜んでいただけたようです。
新発田幼稚園ＰＴＡ・加治地区公民館からは、
「ヨガ」の依
頼も受けました。初めてのお母さん方でもできるようにスト
レッチなども取り入れ無理なく体験していただけたようです。

胎内市教育委員会

新発田ガス
（株）

「やさしいヨガ教室」

毎週金曜日１０時〜１１時１５分

この教室では、
「呼吸」に目を向けていきます。絶えず繰り返されている呼吸に意識を向けることで何を
感じとるか、積極的にそんな自分のためだけの時間を作ってみてはいかがでしょうか。マットの上に立ち頭
の中をリラックスして深く気持ちのよい呼吸をしてみます。そこから始まる、立つ、座る、寝る、それぞれ
のポーズを呼吸の流れを感じながらゆっくりと動いていきます。動きは自分に無理のない心地良いところで
十分です。自分の今の状態を確認するような感覚で気軽に参加してみてください！

（講師 桐生 智子）

新発田市産業振興部観光振興課

新発田市教育委員会生涯学習課

『健康づくり大学』の中の「軽運動」
・
「ヨガ」
・
「マッサー
ジ講座」の依頼を受けました。県外から参加された方にも
楽しんでいただけたようです。
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月１回行っている『キッズ教室』の運動指導の依頼
を受けました。１年間を通して同じ講師の方を派遣し
ております。
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長

᷷ಅࠞዢᕔʟɫɹʒʴ˂ᄉႎࡾک
新発田市岡田1824-3 TEL0254-24-7373

5回コースで「卓球教室」の依頼を受け、新発田
ジュニア卓球の姚天明先生にお願いしました。
大好評のようで皆さんとても熱心に取り組んで
いました。

昨年に引き続き、社員向けにメタボリック対策として、講義
と運動指導の依頼を受けました。就業後社内の会議室というこ
とで、たくさんの方に参加していただき、講師の方に職場でも
座りながらできるストレッチなどを教えていただきました。
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『新発田リトルシニアリーグ』
新発田リトルシニアリーグは、新発田市及び近隣の市町村の中学生を対象とした硬式野球チームです。
中野昭一監督のもと、火・木曜日の夜は小学校の体育館で、土・日曜日は、敬和学園大学のグ
ラウンドをお借りし、全国大会出場を目指して練習に励んでいます。

加盟団体紹介

新発田リトルシニアリーグでは、硬式野球の技術の習得はもちろんですが、あいさつ、言葉遣
い、礼儀、身だしなみや仲間への思いやり、好きな野球を思う存分やらせてくれる保護者への感
謝の気持ちを大切にするなど立派な社会人となるための基礎づくりを目的としています。
ヘッドコーチ 池田 至
2004年 第32回リトルシニア日本選手権信越大
会優勝
全日本中学野球選手権大会（ジャイアン
ツカップ）ベスト8
2007年 第35回リトルシニア日本選手権信越大
会準優勝
2008年 新潟県硬式野球連盟会長杯優勝 など

『SHIBATAマーチングバンド「vivo」
』
「vivo」
＝ヴィーヴォとは音楽用語で「快活に、元気よく！」という意味です。音楽が好きな
人、マーチングが好きな人が集まったバンドです。メンバーは小・中学生から高校生、専門学校
生、社会人まで現在26名で4月の活動開始から約2ヵ月半、ようやく演奏もかたちになってきた
ようです。経験のある半数の人たちがとても
丁寧に初心者をサポートし、和やかな雰囲気
で活動しています。
これからは、8月のマーチング県大会に向
けてフォーメーションの練習に入ります。
ディズニーリゾートで演奏、演技が出来る
事を夢見て活動しています。
練習日
金曜日 19：00〜21：00 車野小学校体育館
日曜日 13：00〜16：00 住吉小学校体育館

大会結果
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