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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 成２７年１月２２日  	 
田迎・田迎西校区の町民の皆様	 	 スポーツ愛好者 様	 
田迎地域スポーツクラブ加入希望者 様	 
                  	 
	 	  	 	 田迎地域スポーツクラブ設立総会について（ご案内）	 
	 

	 毎朝梅のつぼみを見るのが楽しみな季節になりました。皆様は、元気でお過ごしのこ

とと存じます。	 

	 旧田迎校区体育協会は、１０年以上、校区の体育指導委員が中心になって、「総合型地

域スポーツクラブ」の設立に向けて、町民へのアンケートの実施・体協役員の研修会参加・

地域の各種団体長への説明会等を行いましたが設立には至りませんでした。	 

	 この２年間は、田迎・田迎西校区で、「田迎地域スポーツクラブ設立準備委員会」を組

織し、すでに、関係者の方には、平成２６年７月２１日に、「田迎地域スポーツクラブ」

についての説明会を幸田公民館ホールで行いました。	 

	 今回、「田迎地域スポーツクラブ」の設立総会を行う運びとなりました。	 

「田迎地域スポーツクラブ」は、五つの柱を目標に掲げています。	 

	          ①たくましい子どもたちを育てよう	 
	          ②親子・家族の絆を深めよう	 
	          ③高齢者に生きがいづくりや役割をもたせよう	 
	          ④ふれあい・コミュニティーを育てよう	 
	          ⑤健康で連帯感あふれる明るいまちにしよう	 	         	 
	 町民の皆様方には、スポーツ活動を通して楽しみながら、健康増進・体力向上などに

取り組んでいただき、活力と健康に満ちた田迎・田迎西校区になればと願っています。	 

	 ここに、設立総会にご出席いただきますようにご案内申し上げます。	 

	 なお、設立総会当日は、両校区とも「健康歩け歩け」が実施され、引き続いての設立

総会で、誠に申し訳ありません。	 

	 会場は、田迎小学校体育館です。寒くないようにしてお出でください。	 
	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 記 	 
 	 １	 日	 	 時：平成２７年２月１１日（水曜日・祝）１５時           	 
   ２	 場	 	 所：田迎小学校 体育館	 
	 ３	 設立総会：理念、規約の審議、役員、事業計画、予算等の審議	 

	 ４	 記念講演会：（総会に引き続き）	 

	 	 	 	 	 演題：「熊本と共に	 絆	 １８０万馬力」	 

	 	 	 	 	 講師：（株）アスリートクラブ熊本取締役社長 池谷友良氏	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  （元ロアッソ熊本監督）	 

	 	 	 	 主催：田迎地域スポーツクラブ設立準備委員会	 

  問い合わせ	 田迎地域スポーツクラブ設立準備委員長 石原輝捷 ☎３７８− ４９９４ 
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