今回紹介させていただくのは、新体操の「新体操サ
ークルＴＥＳORO」さんです。音楽やリズムに合わせ
毎週一生懸命練習しています。ふれあいまつりでも
発表・体験を開催しますので、興味のある方は是非
お越しください！

環七
★栗島住区センター

線

「新体操サークルＴＥＳＯＲＯ」さんの講
師をされるようになったきっかけは？
新体操を習いたいお子さんのお母様にお
願いされたからです。
「新体操サークルＴＥＳＯＲＯ」さんの名
前の由来は？
「ＴＥＳＯＲＯ」とはイタリア語で宝物
という意味です。私にとっての宝物は新体
操です。子どもたちにとって新体操から学
んだことが宝物になったらいいなという思
いを込めました。
新体操の魅力とは？
美しい姿勢、やり遂げる力が身に付きま
す。かわいい衣装を着て踊ることができま
す。ふれあいまつりや発表会などの演技発
表を目標にして練習ができます。
読者のみなさんに「新体操サークルＴＥＳ
ＯＲＯ」さんのＰＲをお願い致します！
チャイルドクラスさんはリボンやボール
などを使うのが難しいと感じるかもしれま
せんが、最後まであきらめずに挑戦してが
んばっています。幼稚園から小学生まで元
気いっぱい練習していますので、ぜひ一度
見学・体験に来てください。
会員のみなさんにメッセージをお願い致
します！
これからも楽しく、厳しく新体操の練習
をしましょう！ふれあいまつりの演技発表
でもたくさんの拍手がもらえるようにがん
ばろう！

住区センターは赤ちゃんからお年寄
りまで、地域の 方々が利用でき る
交流の場です。悠々館も児童館も、
毎月楽しいイベントや教室が満載。
気軽に立ち寄ってみませんか！
「新体操サークルＴＥＳＯＲＯ」さんへ入会されたきっか
けは？
◆ふれあいまつりの発表を見て入会しました。◆見学体験
をして本人がやる気になったから。◆壁に貼ってあるポス
ターに興味を持ち、見学・体験したのがきっかけです。◆
衣装も可愛く、娘が入りたがったため。
新体操の魅力とは？
◆リボン・ボールなど使ったり、リズミカルでかわいい。
◆柔軟性がつき厳しさやチームワークなど学べること。◆
柔軟性が身につくこと、姿勢が良くなること。それらが楽
しくできることが魅力です。
◆色々な道具を使い、しなやかで華やかなところ。
読者のみなさんに「新体操サークルＴＥＳＯＲＯ」さんの
ＰＲをお願い致します！
◆柔軟性と良い姿勢は健康の基本で一生の財産です！幼児
期の今から楽しく身につけませんか？◆笑顔が多く活気あ
るサークルです！◆新体操の技術はもちろん、あいさつな
ども楽しく学べるサークルです！◆家では出来ないボール
やロープを使って体を動かしたり、ダンスを楽しめます。
◆かわいくて楽しいですよ！！◆あいさつなど集団性が養
われて良いと思います。
先生へメッセージをお願い致します！
◆毎週楽しく通わせてもらっています。これからも宜しく
お願いします。◆いつも明るく元気な指導をありがとうご
ざいます。◆これからもステキな新体操を子ども達に教え
て下さい。◆先生方との出会いに感謝するとともに、これ
からもよろしくお願い致します。◆毎日毎日新体操はいつ
かと、とても楽しみにしています。彼女に合った習いごと
にめぐり会えて良かったです。

◆活動日 毎週金曜日
◆時 間 １５時３０分～１６時３０分（幼児）
１６時３０分～１８時００分（小学生）
◆場 所 体育館
◆活動内容 新体操
◆連絡先 渡邊 ０８０－３０２７－６４６２
◆入会金 ２，０００円 ◆月会費 ４，０００円
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【あおい住区まつり】
【青井住区まつり】
日時：１１月４日（日）
日時：11 月 4 日（日）
午前９時３０分～午後 2 時３０分
フリーマーケットなど催し物が沢山あります。
ゲームコーナー もぎ店
【シニアスクール】
【クリスマス 工作】
お楽しみ講座
日時：11 月 26 日（月）～12 月 1 日（土）
日時：１１月２７日（火）午後１時３０分
対象：小学生～
場所：大広間
ミニリースをつくります。 申込 20 日（火）から
出前寄席 東京寄席芸能 演目は当日のお楽しみ！
【ドッチビー大会】
【手芸教室】
日時：１１月２１日（水）午後 3 時～
日時：１１月２６日（月）午後 1 時より
場所：館庭
雨天時 広場
11 月 8 日（木）10 時より受付
対象：小学生
先着 25 名 干支押絵 会費９００円
【ひよこママひろば】
【シルバー昼食会】
日時：１１月８日（木）午前１０時３０分～
日時：11 月 22 日（木）12 時～ 定員 30 名
和田則子先生によるベビー体操とママビクスです。
11 月 13 日（火）10 時より抽選 参加費 200 円
【栗島住区まつり）
】
前夜祭 カラオケを楽しむ会 青壮年部
日時：１１月１７日（土）午後６時３０分より
場所：大広間 30 名 会費７００円
本祭り
日時：11 月 18 日（日）午前 10 時～午後 2 時
芸能大会（大広間） お茶席コーナー（会議室）

【住区まつり】
日時：１１月１８日（日）
受付午前１０時～午後１時３０分
もぎ店…やきそば わたあめ みそおでん
ゲーム…ゲートボール ミニけしすくい
マロン喫茶 作ろうコーナー
（フラワーアレンジメント）

【演劇鑑賞会】
日時：1１月１６日（金）午後１時 3０分～３時
場所：大広間
地元の落語家林家たけ平さんをお招きします
【手芸教室】（干支の押し絵）
日時：１１月１４日（水）午後１時～3 時３０分
場所：集会室

【工作の日】
「こっぱを使って自由に作ろう！！」
日時：１1 月 15 日（木）午後２時～４時
場所：工作室（小学生対象）
【みんなでつくろう すいとん・やきいも】
日時：11 月 24 日（土）午前 10 時～１２時
場所：集会室・小学生対象 30 名まで

【開運巳年押絵】
日時：11 月 26 日（月）午前 10 時～12 時
参加費：￥１２００
先着 20 名募集
【紅葉バスハイキング】
富士・山中湖ぐるりんウォーク
日時：11 月 11 日（日）参加費 ￥4500
青壮年部主催 歩程：約 3 時間 3０分！

取材へのご協力ありがとうございました。

★青井住区センター

・栗島中

【ドッチボール大会】
日時：１１月２８日（水）午後２時 30 分～
対象：1 年生～
【クッキング 「あだちっ子せんべい」】
日時：11 月 24 日（土）午後 1 時 30 分～3 時
申し込み 14 日（水）午後 4 時～ 本人がじどう
かんに来てください！ 先着 20 名 1 年生～

