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      今号の主な内容 
●2010年度総会開催 
●新プログラム開始 
●新会員証を配布しています 

２０１０年度ＯＮスポーツクラブ総会 

 平成２２年度ＯＮスポーツクラブの総会

が去る４月２５日（日）、西白井複合セン

ター視聴覚室に於いて開催された。 

 白井市教育委員会教育長・米山一幸様

をはじめ、近隣の自治会長さんを招き、午

前１０時半開会、石崎会長の挨拶に続き、

来賓の米山一幸・教育長の挨拶を受け

た。米山教育長は、白井市におけるスポー

ツ振興の策定について、、年次とともに会

員数は減少する傾向にあるが、運営委員

の力で右肩上がりになるよう努力してもら

いたい。それには組織力を増すしか無い。

また、学校も先の建築物耐震問題の事も

あり、耐震補強工事を行い、特に体育館な

どの改修を本年度に行うため、不便をおか

けするがご協力を願いたい。また、臨席の

自治会長さんの紹介に続き、議長及び書

記の選出を行い、議長に岡田氏、書記に

平野氏を選出した。 

  議題の２１年度の事業報告、会計報告

を各担当者により報告。つづいて平成２２

年度の事業計画、予算案、新運営委員案

を審議し、いづれも承認された。 

 引き続き行われた臨時運営委員会にお

いて、右表のように平成２２年度の各部担

当を決定し、会のスムースな運営と安全管

理を行って行きます。 （総務部） 
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会   長 石崎 忠和 

会計部長 深沢 裕子 

会   計 新井 厚子 

監事兼会員管理部 坂口 福寿 

監事 斉藤 彰三 

副会長兼総務部長 岡田 崇志 

     総務部・記録 平野 寛 

     総務部 高橋 幸男 

     総務部 高橋 徳雄 

副会長兼安全管理部長 遠藤 吉英 

     安全管理部 河本 静枝 

     安全管理部 川上 美津子 

     安全管理部 森本 明美 

副会長兼企画部長 国島 広高 

     イベント企画部 佐々木 征郎 

     イベント企画部 竹内 正一 

     プログラム管理 青木  稔 

     プログラム管理 逸見 輝雄 

     指導者管理部 伊東 政信 

     指導者管理部 森川  拓 

副会長兼広報部長 森岡 義人 

     広報部 市場 正明 

     広報部 武田 勲忠 

     広報部 田中 宗隆 

     広報部 向島俊明 

平成22年度 運営委員  

           イベント企画部 山田 耕理 

     イベント企画部 田島 経明 

           総務部 軽部 恵子 

新会員証を発行しています 

 会員の有効期間は１年で更新と

なっていますので、その度に高価な

会員証は経費の面でもそぐわないた

め、ソフトケースに入れた物に決定

し、昨年度皆さんへ配布しましたが、

本年度も新しい会員証を皆さんへ配

布します。有効期限の部分が青い網

掛けになっているのが本年有効の

会員証です。写真は各自で好きなも

の（例えばプリクラなど）を貼っても結

構です。 

大きさは3.0ｃｍ×2.4ｃｍのサイズで

免許証などに貼る大きさです。名前

の下段は各自の会員番号で、２２は

平成２２年度の入会、次の番号はそ

の年度の通し番号です。継続の場合

は会員番号は変わりません。継続申

請をしないと退会となり、再度会員に

なると新規の番号となります。 

旧会員証は使用できないのでご注意

ください       （会員管理） 

新規（継続）会員は常時受付
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↓議長の岡田氏（右)
と書記の平野氏 

↑来賓挨拶をする

米山教育長 

総会参加者→ 

↓臨席された管内

の各自治会長さん 

ＯＮＳＣのホームページ は 
        http://www.shiroi-onsc.com/ 



 

ソフトバレーが新プログラムに参入します。 

平成２２年度のプログラム案内（事業計画） 

平成２２年度から「ソフトバレーボール」が、
ＯＮＳＣのプログラムに新しく参入しました。
会場は第三小体育館で、毎日曜日の午前
９時半～１２時まで、新運営委員の軽部恵
子さんの指導の下行います。 

競技者は１チーム４人、コートはバドミントン
の外ラインを使用します。ボールもソフトと名
がつくように柔らかいボール。ルールはほぼ
６人制のバレーボールと同じです。 

現在、新規会員を募集していますが、現会
員はどのプログラムへの参加は自由ですの
で、一度体験してみては如何ですか。 

尚、７月から第三小学校体育館の改修工
事が始まります。その関係で工事期間中は
七次台小体育館で午後３時から午後５時３
０分までに変更になりますのでご注意くださ
い。（卓球もこの期間清水口小体育館で、１
２時３０分～１６時３０分に変更となります） ソフトバレー競技風景 ＝ネットから 
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新規（継続）会員は常時受付中 

曜日 種     目 実施条件 時  間 ＆ 場  所 備   考 

木 筋力トレーニング＆ストレッチ教室 
毎週 19：30～21：30   

  清水口小体育館   

  金   バウンドテニス教室 

第1･3週 16：00～19：00   

第2･4週 18：00～21：00   

  西白井複合センター   

                  

土                       

ウォーキング＆ストレッチ教室 
毎週 9：30～12：00   

  七次台小体育館   

テニス教室 
毎週 9：00～13：00 

千葉県スポーツ振興基金助成事業   
  野口多目的広場 

模型飛行機教室 
毎週 6：00～ 8：00 

  清水口小校庭 

インディアカ教室 
毎週 14：00～17：00   

  七次台小体育館   

ソフトボール教室 

第1･3週 7：00～9：00   

第2･4週 9：00～11：00   

  中木戸公園グランド   

卓球教室 毎週 
13：30～16：30 

千葉県スポーツ振興基金助成事業  
第三小体育館 

バドミントン教室 

毎週 
12：30～15：15 

千葉県スポーツ振興基金助成事業   
清水口小体育館 

毎週 
15：30～18：00 

千葉県スポーツ振興基金助成事業   
大山口小体育館 

筋力トレーニング＆ストレッチ教室 
毎週 13：30～15：30   

  大山口小体育館   

低学年スポーツ教室 
第1･3週 9：00～11：00   

  七次台小校庭   

日 ソフトバレーボール教室 
毎週 9：30～12：00   

  第三小体育館   

祝・休 模型飛行機教室 毎祝休 
6：00～ 8：00    

清水口小校庭   

  ＊問合せ先：ＯＮＳＣ各教室窓口担当      

       ：生涯学習課 ４９２－１１１１ 内線３４３４    

 ＊第3週は飛行機作り(併設） クラブ

事務所 にて  9：00～12：00 

※第三小学校の体育館を改修工事しています。 改修工事期間中（～１２月予定）は、 

 ソフトバレーボールは、毎日曜日 １５時００分～１７時３０分 七次台小体育館 

            卓球は、毎日曜日の１２時３０分～１６時３０分  清水口小体育館    に変更となっています。 
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