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     ２０２０年６月２７日（土）に大船体育館に於いて、２０２０年度鎌倉水泳協会通常総会が開催され、 

２０１９年度事業報告、決算及び２０２０年度事業計画、予算案が賛成多数で可決承認されましたので 

ご報告致します。ご意見やご質問がある方は、鎌倉水泳協会事務局までお問い合わせください。 

                               （会員数１０３名、準会員１名、団体２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年度 鎌倉水泳協会通常総会報告 

         コース名 挑戦者 延達成者

 鎌　倉 ０名    ５７名

 箱　根 ０名    ４２名

 東海道五十三次 １名    ２６名

 中山道 ０名

 四国八十八箇所巡り １名       ７名

 上越新幹線 １名

 日本縦断 ２名       ７名

 日本北上 ２名

 愛知横断 ０名       １名

タートルスイミング

実施数 　　３回

受検数 　７２件

認定数 　５１件

１級 　１２件

２級 　　７件

３級 　１９件

４級 　　６件

５級 　　６件

６級 　　１件

７級 　　０件

泳力検定

コース 月曜 木曜 金曜

５６期 １０名 １９名 １５名

５７期 １０名 ２０名 １５名

５８期 １１名 １９名 １５名

５９期 １１名 １７名 １５名

かなづちクラブ

１２月２６日の水中忘年会に 

指導員５名、受講者２０名が 

参加した。 

１．２０１９年度事業報告

２．活動状況

１ 

2020年

1月

2020年

２月

2020年

３月

その他

４月

５月

6月

第63回市民水泳教室後期４会場３日間実施

第2回役員会（鎌倉体育館）

第2回鎌水協泳力検定会（こもれびプール）

親睦ウォーキング

大雄山最乗寺の紅葉とｱｻﾋﾋﾞｰﾙ工場見学

忘年会（大船千馬店）

かなづちクラブ忘年会

こもれびプール・華屋与兵衛初心者水泳指導員研修会（福祉Ｃ、他）

第63回市民水泳教室前期６会場５日間実施

競泳強化練習会（海浜公園プール）

第13回鎌倉市学童水泳大会（こもれびプール）

１０月

11月

12月

第１回役員会（鎌倉武道館）

第13回プール巡り（中央区総合ＳＣ）

第1回鎌水協泳力検定会（こもれびプール）

受賞祝賀会（詳細は別途記載）

かなづちクラブ：木曜コースよりスタート

総会（大船体育館）

8月

7月

第26回市民スイミングフェスティバル

ﾆﾁﾚｲﾁｬﾚﾝｼﾞ特別泳力検定会（海浜公園プール）

鎌倉市ジュニアスポーツ栄誉表彰

推薦（29名）

第35回鎌倉市体育協会スポーツ祭

ボーリング大会（団体、個人とも優勝）

鎌倉こもれびオープン開催中止

会報７８号、７９号、８０号を発行

第8回かなスポマスターズ水泳大会 第3回役員会中止



 

                             

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

  

◆県水連関係 

①公認競技役員講習会：未定 

②日水連公認水泳指導員養成講習会：中止 

③資格継続義務研修会：レポート提出 

④女子委員会：中止 

⑥表彰式忘年会：中止 

⑤県立スポーツセンター：8/31 迄閉館 

◆その他 

・旧こもれびプール運営会社からビート板 

 ５０枚寄贈、他詳細は略します。  

 

 

 

(敬称略) 

 

4.   ２０１９年度決算／ ２０２０年度予算

3.報告事項

２ 

収入項目 前年度決算 今年度予算 支出項目 前年度決算 今年度予算

前年度繰越 560,859 549,956 市体協加盟費 10,000 10,000

体育協会助成金 83,000 83,000 県水連交際費 0 20,000

水泳協会会費 129,600 120,000 市体協交際費 16,000 16,000

行事会計収入 647,017 450,000 その他交際費 10,000 10,000

運営資金 300,000 300,000 慶弔金 5,000 20,000

雑費 2 0 女子委員会 4,000 4,000

会議会場費 3,900 5,000

印刷コピー代 26,995 25,000

通信費 5,875 5,000

消耗品費 14,503 30,000

雑費 34,783 30,000

指導員保険料 15,938 20,000

参加保険料 88,047 100,000

交通費 300 3,000

団体賛助会費 3,000 3,000

備品費 26,546 80,000

研修費 25,635 30,000

小計 290,522 411,000

運営資金 0 300,000

行事会計仮払 580,000 80,000

予備費 0 170,000

合　計 1,720,478 1,502,956 合　計 870,522 1,502,956

収　　入 支　　出

土田加代子

常盤潤一郎

鈴木直子

馬場好子

石澤　瞳

木村文代

原　奈々

滝沢みなみ

　日本水泳連盟有功賞表彰

　かなスポマスターズ優勝

　神奈川県水泳連盟功労章

２０１９年度受賞

　　２０２０年度受賞

　鎌倉市体育協会優秀選手賞

　かなスポマスターズ優勝

　鎌倉市体育協会優秀選手賞



 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年１１月末時点で一部修正しています。 

 

 

２０２０年度

収　入 前年度支出 予　算

かなスポマスターズ 80,000 74,261 10,000

学童水泳大会 257,000 217,487 10,000

フェスティバル 322,100 327,364 10,000

市民水泳教室 764,000 779,757 10,000

会報作成 50,000 52,819 60,000

会報郵送 20,000 15,287 20,000

タートル：ローカル 20,000 764 30,000

親睦行事 144,500 134,176 30,000

かなづちクラブ 1,808,051 1,275,589 30,000

ＨＰ運営 10,000 0 10,000

泳力検定 100,100 51,230 30,000

合計 3,575,751 2,928,734 250,000

２０１９年度
行　事　名

5.  ２０１９年度行事収支決算／２０２０年度行事収支予算

３ 

6．２０２０年度事業計画

   　   ４月

　      ７月

      １０月

   　１２月

2021年1月

その他

鎌倉こもれびオープン２０２０協力

第２回役員会

タートルスイミング、かなづちクラブ事業、ＨＰ運営、会報発行

    　  ５月

　      ６月

         ８月

      １１月

2021年3月

第２７回市民スイミングフェスティバル（海浜公園プール）➡　中止

第１回役員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鎌水協泳力検定会第１回　　　　　　　　　　　　　　　

親睦行事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➡　中止

かなづちクラブ忘年会　　　　　　　　　　　　　　　　　➡　中止

鎌倉市体育協会スポーツ祭（ボーリング大会参加）　　　　➡　中止

第１４回学童水泳大会（こもれび山崎プール）　　　　　　➡　中止

第６４回市民水泳教室B開催（３会場：５日間）　　　　　 ➡　中止

第９回かなスポマスターズ水泳大会（平塚総合公園）　       ➡　中止

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会　　　　　　　　　　　➡　中止

鎌水協泳力検定会第１回　　　　　　　　　　　　　　　　➡　中止

第６４回市民水泳教室Ａ開催（４会場：５日間）　　　　　➡　中止

強化練習会（海浜公園プール：土、日５日間）　　　　　　➡　中止

総会（大船体育館）                                                            ➡　延期(6/27)

こもれびオープン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➡　中止

第１回役員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➡　中止

祝賀会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➡　中止



 

 

２０２０年 第 1回泳力検定会 

                         

 

“コロナウイルスを持ち込まない、持ち込ませない、会場内で感染させない”を徹底した泳力

検定会が行われました。 

 申込者 28名（内 当日欠席 1名）43件 役員 12 名で開催しました。参加者、役員共に 1週

間前より検温などの「健康チェック表」によるチェックを行い、当日は、こもれびプール 1 階

ロビーで、手指の消毒、備え付けの「感染防止チェックリスト」の記入、受付時刻までは外で

待機をしてソーシヤルディスタンスを取り、検温をしてから入場。参加者は靴箱、ロッカーな

どの使用はせず、更衣室での更衣後、荷物は全てプールサイドの控え場所に持参。保護者は密

を避けながら 3階のギャラリーでの見学とし、参加者、役員共にプールサイドではマスク着用

を厳守。開会式、閉会式ともに行わず、泳ぎ終わった方は速やかに退場するルールで行いまし

た。 

  

 

 

 

 

 

 

コロナウイルスの影響で中止イベントが多く「ネットで見つけて！」と遠路山梨、千葉、東

京からの参加者もいました。 

 今回の合格は３３件、不合格は９件で、棄権 1 件でした。１級、２級など、上級にチャレン

ジした方に泳法違反が多く見られました。不合格の方には、せっかく泳力検定を受けるのです

から、練習の時に丁寧にルールを確認しながら泳ぐようにと伝えました。 

  

  

 

後日、参加者の保護者の方から「今年

は新型コロナウイルスの影響もあり、一

般参加者が受けられる検定会の開催が少

ないなかで受けられた事は本当に感謝で

す。開催に当たっては、例年にも増して

大変な準備をスタッフの方々が対応して

頂いていることに本当に感謝申し上げま

す。」とのお言葉を頂きました。 

 

コロナウイルスの流行が収まり大勢の参

加ができる泳力検定会や競技会が開催出

来る日が早く来る事が望まれます。 

 

４ 

写真で分かるように、受検者と検定役

員の双方が、プールサイドでのマスク

着用を遵守し、受検者は横並びで距離

を取って待機しています。 

 

 

 

 



５水中でのバランス感覚をつかむ 

               齋藤登世子 講師 

 水中で思い通りにからだを動かせるようになるために、キックボードに腰かけて浮いてみましょう。 

 キックボードがお尻から外れるのは、①からだが力んでいる、②浮力をうまく使えていない、③バラン

スの悪い座り方をしている等の原因があります。うまく浮けるようになったら舟をこぐような感じで両腕

を左右、前後に動かしてみましょう。この動きに慣れたら 360度回転してみましょう。これでだいぶバラ

ンス感覚がつかめます。 

 

 

 

 

 

③ その場で小さな

円を描くように 

② 

④ 手前の水を

お腹に向かって

書き込むように

両手を同時に動

かす 

 

 

⑤ 回転して、元の位置に

もどる 

ビート板に座っ

て浮いてみる。 

バランスをとっ

て前進してみる 

①両手を広げ進行方向

に向かい前後、左右に

動かして行く 

 

５ 



 

 

 

６ 

前号に続き掲載します。自粛生活が続くなか、自宅で手軽にできる体操です。 



 

８１号では会員の皆様からご投稿をいただきました 

コロナ生活を掲載しまして、大変ご好評をいただき

ました。今回はコロナ生活での新しい挑戦と題しま

してご投稿をいただきました。何方からの投稿か？

ご想像しながらお読みください。 

今回も多数のご投稿ありがとうございました。 

 

特集：コロナ禍での 

      新しい挑戦  

－ 

７ 

プールの閉鎖期間の５１日間の過ごし方は、まず泳げる場所の探索でした。近辺のホテル、老人ホーム、

公営私営のプールに電話をしましたが全部だめでした。 

次は鎌倉３３札所巡りを計画し、最初の杉本寺に行ったら朱印を押す所が閉まっていてこれもだめでした。

次に京急のふれあいパスを利用しての時間つぶしです。横浜、城ケ島、観音崎等へバスを乗り継いで何回か

往復しました。又ＪＲで品川、小田原、上尾（以前の実家）等も往復（昔のキセルで）しました。ゴールデ

ンウイークの頃から、腰越、江ノ島海岸で泳げるようになり、６月からはプールが再開がされました。今は

ほとんど毎日泳いでいます。距離も以前よりも長くなりました。 

 

 
コロナ禍の春、仕事はシフトで出勤していました

が、水泳その他の稽古事がお休みになったのでできた

時間を利用し、15年前に結婚し、家を出てからそのま

まにしてあった息子の部屋を、思い切って片付け、私

の部屋を作りました。 これが思ったよりも大変で、

まず納戸の整理。昔からある茶箱 3個（中に布類、毛

糸、何年も見たことのない衣類等々）捨てるものの多

いこと！ 納戸に空きスペースを作った後、息子がい

なくなったのを良い事に娘が持ち込んだ本箱を納戸

に移し、未だに残っていた息子のＣＤ、ゲームソフト、 

本など、いちいち確認を取りながら処分するのに大変

な労力と時間を使い、何日も廊下は廃棄物の山で、通

るのに身を横に細めても歩きにくい状態が何日も続

きました。整理ができた今は、１４０×７０のテーブ

ルを買求め、いつでも好きな時に自分事が出来る空間

を楽しんでいます。 

 

暇が出来たのでコロナ太り対策で、7 月から

毎日 8000歩以上を歩こうと決めました。意外と

疲れは残らず、大体歩幅 70㎝、1分で 110歩～

120歩、時速にして 4.2km/h～4.8km/h 、8000歩

あるくには 5.6km の距離を歩く事、時間にして

70分以上掛かる事が解って来ました。当初は我

が家から東西南北にルートを変えて居ました

が、鎌倉市はどのルートも歩道が狭く歩きにく

いですね！それに比べ東ルートは横浜に向かっ

て鎌倉街道を栄警察署の先まで行き、いたち川

を下って笠間十字路から大船駅を経由して岩瀬

に帰るのですが、横浜市に入ると歩道は広く、

いたち川沿いは両岸が整備されて居て、最適で

した。 

他に鎌倉体育館まで、藤沢駅から帰宅、逗子

駅から鎌倉駅まで、新子安から鶴見まで、とか

用事に合わせて、こもれびプールへも週 3 回歩

いて通いました。9 月末まで一日も欠かさず歩

いた結果 85万歩となりましたが、数字が半端な

ので「10月末までに 100万歩」に目標を追加し、

達成しました。 

この結果、体重は最大値から４kg は減量しま

したが、目標の腹囲は 2 ㎝減ったかどうかで、

効果が有ったとは言えません。（効果がゆっくり

出るのか最近 4cm減って居る。）少しは体力が付

いた気もしますが、水泳への効果も見えないの

で、歩くのは終わりにして、プールに帰ります。 

新しい挑戦と言われると、『特にないよ・・』とか

『今までと変わらないわ・・』と言う人も多いのでは

ないでしょうか。私もその一人で、自粛生活が続いて

いる間は近辺を散策する時間が増えただけで、特に何

か新しいことを始める気にはなりませんでした。 

ところが自粛生活が解除され、運動や趣味の時間が

少しずつ増えて来ると、不思議なことに『何かを始め

たい』と言う気分が芽生えて来ました。その切っ掛け

の一つは、１２年間通っていた書道教室がコロナの影

響による閉鎖が決まったことでした。慣れ親しんだ仲

間との別れは淋しいですが、これを機会に新しい挑戦

を始めようと思うようになりました。 

 今は未だ挑戦を始めていませんが、『ピアノを弾

けるようになりたい』、『イタリア料理を覚えたい』、

『数学を学び直したい』等々と夢は膨らんで行きま

す。何時から挑戦が始まるか不明ですが、こんな事を

考え続けている今が一番幸せなのかも知れません。 

 

 

・自粛生活で時間が出来、孫の保育園の送迎と

一緒に遊ぶ楽しさが増えました。整体へ行っ

て体調を整えてゆっくり泳ぐ生活を楽しんで

ます。 

 

・コロナで逆に仕事が増えて水泳もできていま

せん。隙間時間をぬって泳がなくては❗ 

と思いつつ・・・。 

     

 

 

 

コロナに負けず 

水泳を楽しみま 

しょう！ 
 

 



 

                      

今号より順次、大変お世話になっている取次店の紹介をして 

行きます。以前からお世話になっている他の 4店のお店を差 

し置いて申し訳ないですが、最初にミクニ靴鞄店さんを紹介 

させて頂きます。 

  大船、玉縄地区の取次店を探していましたが、どこも受けて頂ける店が無く、困っていたところコロナ堂の 

北村さん（コロナ堂社長）からの紹介でミクニ靴鞄店さんが引き受けて頂けることになりました。 

 

                                                             

   

有限会社 ミクニ靴鞄店   住所 鎌倉市大船１－２０－２５  

社長 長瀬俊一  TEL,FAX：0467-46-3213  木曜が定休日 

取次店紹介 

 

取り扱っているのは靴の有名ブランド「ハッシュパピー（Hush Puppies）」で特約店です。HushPuppies を扱って 

いるのはこの近辺では石川町と茅ヶ崎しか有りません。HushPuppies は本社はアメリカ、世界８０か国に 系列

会社があります。日本国内でも大塚製靴が作っているが、人件費の安い台湾 HushPuppies など海外で作った物も

国内で売られているそうです。特に女性用の靴は色が豊富なので喜ばれています。 

お店は仲通りに面していたのですが、長靴は置かないなど商品のレパートリーを制限したため、広いスペースが必

要無くなり、通り側の半分を貸店舗にし、現在は東側半分で営業しています。 

 

ミクニと言う店名は、むかし福井県？の港でミクニ丸と言う船が入港 

するとその都度、周りのお店が繁盛したとの話が有り、縁起を担いで 

ミクニとされたそうです。現在は靴しか扱っていないが、以前は鞄も 

扱っていたので、靴鞄店とし、現在も店名は継承されています。 

創業は昭和２０年で、祖父の代から大船に店を構え、現在の社長は３代目

です。お店は大船仲通商店会に所属し、長瀬さんは３年前より大船仲通商

店会の会長を務めています。 

鎌倉水泳協会の会員証を提示すれば 

１割引きにして貰えます。靴を買う 

時は、是非、大船のハッシュパピー 

を訪れて見て下さい。 

 

お店の入口 

店内陳列棚 

大船のハッシュパピー[ミクニ靴鞄店] 
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会員の交流を図るページとして企画しました、趣味や特技の紹介、旅行 

  の思い出、音楽会のお知らせ等々、ご自由にご参加ください。  

🐤連絡先：Kawakam52924@gmail.com（担当：川上） 

             又は水泳協会事務局までお知らせください。 

😲こんなことやってます 
かなづちクラブの和田年枝さんは２０２０東京 

オリンピック・パラリンピック OMOTENASHI 

講座（鎌倉市主催）に参加されました。 

残念ながら大会は延期となってしまいましたが 

開催された際には海外から訪れる大勢の外国人 

に鎌倉の魅力や情報を、海外でも共通のジェス 

チャーを交えて発信して行きたいそうです。 

特に鎌倉市はセーリング競技のホスト会場ですので 

和田さん達のようなボランティアの活躍が大いに期待されています。 

 

                     

                     

 

 

 

 

 

 

                           

 

  

 

 

 

並木ノンちゃんは、このたび水泳協会 

の特別会員に認定されました。 

泳ぎは得意なのか？不明のようですが 

とても人懐っこく、やさしい性格です。 

泳いでるところを見掛けたら、ソット 

知らせてくださいネ。 

☆特別会員の申請申込みが増えています。 

申込みはお早めに！ 

 

 

 
 

 

 

和田さんは手話も出来ます。 

こちらでも活躍中です。 
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Ｓｐｏｔ Ｌｉｇｈｔ（人物点描） 

        今回は前衆議院議員の浅尾慶一郎さんにご登場をお願いしました 

ところ快くお受けしていただき、ご丁寧な手記をお寄せくださいま 

した。浅尾さんは、１９９６年に水泳協会に入会されてから、２４ 

年間に渡って会員を続けられてる古株の一会員です。大変興味深い 

お話しをご披露されていますので、編集することはご遠慮しまして 

            手記の全文を掲載いたします。どうぞ皆様お楽しみください。  

（浅尾慶一郎さん手記） 

 私は、東京オリンピックの年、昭和３９年２月１１日（１９６４年）に東京で生まれました。 

２月生まれですので、もちろん前回のオリンピックの記憶はありません。３歳の時に父の仕事の 

関係でアメリカに行きまして、確か５歳か６歳位の時に首都ワシントン郊外の大きな家のプール 

で泳いだ覚えがあります。後に聞いた話ではその家は亡くなったロバート・ケネディ上院議員の 

家だということでした。当時、幼稚園にケネディ家出身のマーク・シュライバー君という同級生 

がいてそのご縁で遊びに行ったとのことです。ちなみにシュライバー君の弟のティモシー・シュ 

ライバー君は現在のスペシャル・オリンピックス大会の理事長です。 

 幼稚園当時は遊びに行った先にプールがあれば泳ぐ程度でしたが、小学校低学年で日本に帰国 

後、スイミングスクールに入って結構練習をしました。結果として小学校卒業時には 25 メート 

ルの標準記録も超えることが出来ました。また、小学校の最後の方では、２０メートル位は潜水 

して泳げるようになり、もう少しで２５メートル潜ったままいけるのにと思って想い出もありま 

す。夏、プールで泳いで後のアイスキャンデイィーや少し涼しくなった頃に当時販売されたばか 

りのカップラーメンを食べた時の美味しさは今でも覚えています。残念ながら、受験して入った 

栄光学園にはプールがなく、水泳部も無かったので、部活はサッカー部を選びました。 

 その後は、大学、社会人時代を通じてジムのプールで泳ぐ程度ですが、今でも泳ぐことは大好 

きです。泳ぎとの関連でマリーンスポーツも好きな方です。実は、私はスタンド・アップ・パド 

ルというあまり知られていないスポーツの全国協会の会長も務めております。これは、ウィンド 

サーフィンのボードに立って櫓で漕いで海を一寸法師の様に走るスポーツです。水泳もスタンド 

・アップ・パドルも私が現在力を入れている地球環境に優しいスポーツです。その運動をする限 

において二酸化炭素排出はゼロですし、さほど大きな施設も必要ありません。地球温暖化防止に 

人工光合成の実現を掲げる私は、地域活動の際にも、出来る限り自転車を使って二酸化炭素排出 

を無くそうとしております。 

 話は変わりますが、日韓ワールドカップの際に、昔サッカーをしていたので声をかけて頂き、 

日本対韓国の国会議員の親善試合に出場したことがあります。久しぶりにサッカーをしたので、 

自分のイメージにある自分の位置と実際に自分がいる場所とボールとの距離に戸惑いましたが、 

今後、世界水泳の大会が日本で開催される時とかに、それに合わせて世界の国会議員による親善 

大会を開催出来たらという夢を持っております。それには、もちろん来るべき衆議院選挙で当選 

していなくてはいけません。 

 現在、私は鎌倉市植木に妻と１５歳のトイプードルと暮らしております。運動は先述の様に極 

たまに泳ぎ、スタンド・アップ・パドルに乗る以外は、愛犬の散歩位しかしておりませんが、見 

かけたら是非お声をおかけ下さい。自転車で活動している際も、結構スピードが早いかもしれま 

せんが、お声かけ下さい。 

皆さまと街でお会いし、あるいはプールでお会いすることを楽しみにしております。 
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※表紙の写真は、田代斉さんよりご提供いただきました。 

 

 

 

 

  

 

 

     

発行者 鎌倉水泳協会 

〒247-0051  鎌倉市岩瀬 700-4-301 

TEL：0467-44-4220 FAX：0467-95-8720 

E-Mail:info@ksuikyo.sakura.ne.jp 

                会長：内田 節夫  発行人：中野 嘉博 

 

 

 

水泳協会よりお知らせ 
 

コロナの感染拡大が第 3 波に入って居ると言われています。これから冬に向かって三密を

避ける事が難しく成って来ますが、充分注意して守って行きましょう！ 

 

・鎌水協 HP は、この度リニューアルオープン致しましたのでお知らせします。 

今後はスケジュールやイベント案内に加え、会報も掲載して行きますので、活用して下さい。 

 

・表彰 3 件 

①内田会長：鎌倉市の市政功労賞受賞 

  15 年に亘り水泳協会会長として、協会の発展と市の体育行政の伸展に寄与されました。 

11 月 3 日市議会議事堂で表彰式が行われ、市長より表彰状が授与されました。 

 

②鎌倉水泳協会：神奈川県スポーツ協会の団体功労賞受賞 

  1953 年創設以来、長年に亘り、水泳教室を始め、各種の水泳関係事業を開催して来た実

績に対し表彰推薦されて居ます。授賞式は来年 1 月 11 日の予定です。 

 

③内田会長：神奈川県水泳連盟の永年功労賞受賞 

  15 年に亘り鎌倉水泳協会の会長を務めると共に、県水泳連盟の理事として、神奈川県の

水泳界の発展に寄与されました。来年 2 月 21 日に相模原グリーンプールで開催される

県水泳選手権会場で授賞式が行われる予定です。 

 

・会員募集 

  入会金は要りません、年会費 1200 円だけです。下記までご連絡下さい。 

 
 

    

 

 

 

 

齊藤登世子さん撮影 

(ｱｶｼﾏｼﾗﾋｹﾞｴﾋﾞ) 

 


