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〇 みんなの学校 地域を学ぶコースはしばらくお休みします
みんなの学校「地域を学ぶコース」は、地元の地名や、さいたまの
貴重な財産見沼田んぼなどについて学びを重ねてきましたが、感染
症拡大防止の観点から、しばらく休校することとなりました。
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本太中体育館で活動する地域のサークル紹介（その２）
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浦和・北浦和でのお気に入りは、調神社。神社の狛犬がウサ
ギ（狛ウサギ）なのがかわいいです。今年は酉の市が開かれず

〇 貯筋体験！
貯筋体験 ！ ま だ 間 に 合 います！
います ！ 脚力を
脚力 を 取 り 戻 そう！
そう ！
に残念でした。
高校時代ボート部に所属、冬の陸上トレーニングで 10 キロ
外出自粛で筋力が落ちたなぁと感じている皆さん。さいたま市のコロナ
対策に係る助成金により、貯筋運動を中心としたシニア健康教室に 無料体
験枠 を設けました！（連続４回参加）

マラソンがありました。学校から蕨駅まで線路沿いを往復す
るのですが、道を間違えて一人だけめちゃ遅れて走っていた
ら、南浦和駅の駅員さんがホームから構内アナウンスで「あと

会場が変更になり、ウラスポ事務所（領家郵便局前）になりました。申込み・
問合せは、浦和スポーツクラブ事務所までご連絡ください。

少しですよー頑張ってくださいね～」とエールを送ってくれ
Ｃコース

1 月 11、18、25 日、 2 月 1 日

9 時 20 分～

ました。ホームにいた人々の注目を一斉に浴びて、恥ずかしい

Ｄコース

1 月 6、13、20、27 日

10 時～

やら、嬉しいやら・・・・そんなことを想い出しました。

通常時の遊具は かなり大型のもの

最近で一番印象に残っているのは、昨年の秋の大雨の時に、
彩湖の公園のカマキリの遊具が顔だけだして水没していたこ

〇 脳卒中・
脳卒中 ・ 心臓病など
心臓病 などの
など の 疾患を
疾患 を 防ぐの
防ぐ の も 運動と
運動 と おしゃべり！
おしゃべり ！
と。大笑いしてしまいましたが、以前、近隣の田島団地に住ん
でいたこともあるので、洪水の怖さ、危機感も感じました。
日本人の死因の第１位は癌であると知られていますが、後期高齢者だけ
まちの小さなクッキー屋「ほっとラウンジ」には、６年間勤
をとってみると脳卒中や心臓病などの循環器系の疾患が 1 位となるそうで
めていました。その間、領家、北浦和の周辺のお店にもいろい
す。また、要介護になる原因の 25％が脳卒中と心臓病だそうです。
ろ行きました。
循環器系の疾患を防ぐのも、適度な運動と、なにより人とのコミュニケ
お気に入りのお店はケーキ屋さん「ポルトボヌール」、焼き
ーション。体を動かして、おしゃべりして、笑って・・・。一人で黙々と
たてパンのお店「エトアール」などです。

驚きの水量

ウォーキングだけじゃなくて、お友達やご夫婦でおしゃべりしながら散歩
特にタイ料理店の「ウアムフアン」は、シェフの丁寧な仕事
したり、体操したりがいいようです。コロナ禍で失いがちになってしまっ
ぶりが味に表れていて、何を食べても美味しくて大好きなお
た習慣ですが、最近は高機能なマスクなど感染症対策グッズも様々です。
店です。

ワムファム

オンラインで一緒に体を動かして、そのままオンラインお茶会なんてい
うのもいいかもですね！
（文章）竹内高子さん
クイーンズ
伊勢 丹

富山県高岡市生まれ（高岡生まれなので高子と命名されま

■ 元気アップサロン

今後の予定
今後の 予定
した）、さいたま市（北区）在住。9 月末までホットラウンジ

１月

２月
に勤務し定年退職。現在充電中…そろそろ満充電で活動再開
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領家公民館

10時～11時
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か？（笑）

竹内さんお気に入りのワムファンはクイー
ンズ伊勢丹横のバスターミナル北側

☆シリーズ「うらわの わわわ」：いろいろな人に、浦和の「好きなモノ・コト・人・店」などを紹介していた
だきます。書いていただいた方には、次の連載をだれかに引き継いでいただきます。ちょっとノスタルジック
に浦和と自分の関わりを紹介しつつ、どっかのお店やお気に入りの場所を紹介していただきます！

本中で活動する地域のサークル紹介（その２）
駒場剣友会

新入会員募集～無料体験受付中～

剣道やりたい！駒剣に入りたい！と思っている小学生のみなさ
ん、いきなり入会して続くか心配…、今年度は入会できないの？
とお悩みの保護者様、稽古無料体験に参加してみませんか？
下記の要領で稽古体験を開催しております。
◇無料体験開催日(学校閉庁日を除く)
毎週木曜日 17 時～19 時

さいたま市立針ヶ谷小学校体育館

毎週土曜日 15 時～17 時

さいたま市立本太中学校修道館

木曜又は土曜どちらか一方しか参加できなくても入会 OK です。
◇対

象

さいたま市内在住の小学校 1 年生～5 年生

◇回

数

2 回まで（もちろん 1 回でも）。

星空スポーツ広場

週末のスポーツ仲間を増やしたい！

2007 年 12 月から始まった星空スポーツ広場。最初の半年は、グラウ
ンドのみお借りして星空サッカー。2008 年夏からは、体育館もお借りし
て、バドミントンや卓球を定番プログラムに、ミニテニスやバスケット
ボールなども取り入れてきました。
県民のスポーツ実施率を高めたい埼玉県、会員だけでなく地域の人た
ちが気軽にスポーツをする場を増やしたい浦スポの考えに、浦和高校が
地域貢献・連携の一つの形として賛同したことで実現した、学校スポー
ツ施設の新しい利活用の仕組みです。
開始から 13 年が経ちますが、2018 年にはスポーツ庁の「スポーツ推
進アクションガイド」で事例として取り上げられるなど、一定の評価を
得ていることがわかります。
継続のキーポイントは、参加者に自主性・主体性を求めること。もっ
としっかりとしたマネジメントをしたほうが良いというご意見をいた
だくことがあります。

ご希望の 2 日間をお知らせください。
◇持ち物

運動できる服装(体操服等)、水分(水筒など)、マスク

◇その他
・ 駒場剣友会では、全日本剣道連盟の感染拡大防止ガイドラインに
則し、参加されるお子様、保護者様、駒剣メンバーの安心安全に
配慮して活動しています。
・ お稽古開始の 10 分前までにお越しください。
・ 当日は、検温の上、体調不良や発熱がある場合にはお休みくださ
い。他のお稽古日に振替いたします。
・ 無料体験には、スポーツ傷害保険が適用されませんので、ケガ等
にはくれぐれも気を付けて無理のない範囲でご参加ください。

◇申し込み

以下のいずれかの方法でお申込みください。

①メールにて申込み

komakenkouenbu@gmail.com

【氏名・生年月日・学年・学校名・身長・ご希望の稽古日】を
メール本文にご記入ください。体験当日、会場にて申込書のご記
入をお願いいたします。

マネジメントする人や指導をする人を増やすためには、お金がかかり
⇒参加費が高くなり⇒気軽に参加しづらくなる懸念があります。気軽に
参加する場を増やしたいというのが主な目的の一つにあるので、このよ
うな形態をとっています。
もう一つの狙いに、楽しくスポーツをする＝続ける人を増やしたいと
いう考えがありますが、楽しくの基準が人によって異なるため、この目
的を達成するためには、参加者がお互いを尊重しながら、楽しめるルー
ルを考えることが大切になります。
全員が満足する答えは、なかなか見つかりませんが、限られたスペー
スと時間の中で、工夫をしていくことは、私たちが社会で暮らしていく
ためにも大切なことです。
また、このような場を貸し出してくださっている浦和高校の先生や生
徒の皆さんへの感謝の気持ちを忘れずにいたいと思います。
こんな考え方で 13 年間続いてきた星空スポーツ広場ですが、そもそ
も参加される方がいなければ続きません。
感染症対策を施しながら、これからも地域の多くの皆さんと一緒にス
ポーツを楽しめる場が続けられるようにしたいと思います。

②会場にて申込み
稽古時間内に、各会場にてお申込みください。
◇問い合わせ 駒場剣友会後援部
komakenkouenbu@gmail.com
（受信拒否設定されている方は、ご登録をお願いします）

部活動改革モデル事業の実施にあたり、体育館などの利用について、施設開放会議に参加されている
サークルの皆さんに相談させていただきました。皆さん、子ども達のスポーツ環境の充実のためにと、
時間調整などに協力いただけることになりました。バスケットボール、バレーボール、ソフトバレーボ
ール、チアリーディング、剣道など、様々な団体が活動されています。皆さん、新規メンバーを募集さ
れているとのこと。同じ地域で活動するスポーツ仲間として、中学生だけでなく生涯スポーツも一緒に
盛り上げていければと思います。

ＮＰＯ法人正会員募集！
浦和スポーツクラブの正会員になって、私たちと⼀緒に、⾃分の、家族の、友⼈の、そして地域のスポーツライフを豊
かすることに取組みませんか。好きなスポーツでつながる、明るくなる、元気になる、スポーツの不思議な魅⼒に、皆
さんのアイデアを加えて、楽しいまちにしていきませんか。詳しくは、事務局にお問合せください。

◆土曜日 19 時半～21 時
●サッカー（グラウンド）参加費は一般 200 円。生徒・学生は 100 円
中学生～60 代までが職業も年齢もバラバラですが、がっつりミニゲ
ームを楽しんでいます。サッカー経験の多少ある方のほうが参加しや
すいかと思います。
●バドミントン（体育館 6 面）参加費は 200 円/人
小学校４年生以上（中学部活２・３年生を除く）。友達グループや家
族で楽しんだり、参加者でレベル分けをしてダブルスの試合を何試合
もやったりと、皆さんが同じ時間プレイできるように工夫していま
す。シャトルとラケットは用意してあります。
●卓球（体育館７台）参加費は 200 円/人
参加者でレベル分けをしてショートゲームを、何試合も繰り返して
います。
◆日曜日 19 時半～21 時
●サッカー（グラウンド）：土曜日と同じようにやっています
●バドミントン：中学２・３年生がゲームを中心にしています
●卓球：浦スポの卓球コースの活動です。コーチがいます！（別会費）

2008 年 8 月配布のチラシ

