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■パークゴルフ大会結果
■新企画 !開成水辺カップ
■総合型スポーツクラブ'庸報
■お弁当販売開始のお知らせ
■/Ak園スケジュール
■湘南ベルマーレ
「開成親子サッカー教室」のお矢□らせ



べんとう  ^ おいしい手作りのお弁当販売してます !!

販売時間 :10:30～ 13:30

販売場所 :談話室

6/16(土)第 24回  あじさいカップ (パークゴルフ場 ・野球場)

6/16(上)湘 南ベルマーレ 「開成親子サッカー教室」 (ソフトボール場)

6/23(土)第 3回 開成水辺カップ

7/7(土) マックスバリュ杯  (バ ヽ

7/22(土)・29(日)第 67回足柄上郡総合体育大会 (ソフトボール場・サッカー場)

7127(金)第 4回 開成水辺カップ  (ハ ークゴルフ場)

※パークゴルフ場の貸切利用の日は、貸切利用終了次第一般開放いたします。
※上記イベント開催日を中lbに週末は駐車場が大変混雑いたします。
/AN共交通機関のご利用やお車の乗り合いによる台数制限・混雑緩和にご協力お願いいたします。

◆日時 :

◆文」象 :

◆参加費

6¬ 6(土)14:45～ 16:○○  (ソ フトボール場)
3歳～6歳 (未就学児)と その保護者 ※保護者は16歳以上とさせていただきます。

サッカーだけでな<、親子で体を動かす
プログラムを取り入れています。

親子で楽しく体を動かそう !!
皆さんのご参力0をお待ちしております。

:1組」,○○○円{1組=お 子様」人+保護者1人)

T2月 11層 f諏イI12'田
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◆ 募 集 ◆

広報誌 「M zube TimesJで は、みなさまからのご意見 ・ご要望 ・ご感想を募集しています。みなさまの声をお間かせください

TEL 0465-83-1 331 FAX 0465-83-1332(木 曜休囲)
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< 3/19(月 )ニ ッタクス杯>
【成 績】

男子1位 三橋武重 女子1位 原芳子
2位 北村文雄   2位  露本一江
3位  田代壱伸   3位  氏家スミヱ
4位☆山本修平   4位 ☆小野テル子
5位 藤沢由松   5位 ☆宮川鈴江

記念すべき第1回大会 !参加選手は167名 。大抽選会も盛り上がり、参加選手は大満足でした !!

< 3/31(土 )第 4回  なでしこカップ >

【 成 績 】
1位 中里美智恵
2位 山川洋子
3位 鈴木みち江
4位☆小野テル子
5位 高橋ヒロ子
参加者55名 の女性限定の戦いでした !

< 4/29(日 )第 1回 開成水辺カップ >

【成 績】

男子1位 福元勇治
2位  田辺誠治
3位  藤沢由松
4位  北村文雄
5位 ☆大原克美

女子1位 松下ちづ子  75
2位 ☆坪丼麻有美  76

3位  神名部喜美子 76
4位  高橋ヒロ子  78
5位 ☆露木清子   78

名前の前の
☆は開成町の方です
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・年間10回開催を予定し、各大会27ホールの総合成績で順位を決定
・成績の良い3大会で年間順位を決定
・年間総含優勝～5位(男女別)を表彰(平成31年度第1回大会時)
・参力0費¥500
・開催予定日

5/2506/2307/2708/2509/28010/27014/3002/2303/29



開成親子ゴんフ教室
Fス亥ッグシんフ』
開催日 :6月24日 (日)
日寺間  :8:45～ 9:35(小 学1～2年 生)

:9:45～ 10:35(小 学3～ 6年 生)
料 金  :1人 500円 (保険代等含む) 輛
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■講 師  : 永里 洋一
(」PGA ティーチングプロA級 ・ジュニア指導員)
8:45～ 9:35(小 学1～2年 生)
9:45～ 10:35(小 学3～ 6年 生)
1人 500円 (保険代等含む)

■場 所  :開 成永辺支ポーツ/AN園
 ソフ トボール場  

永里 洋一コーチ

■持ち物  :運 動のできる服装 ・飲み物 ・運動靴 ・タオル
■申し込み :(― 社)開 成町総合型スポーツクラブ事務局

(開成水辺スポーツ/AN園内)
HPか らお申込みいただけるとスムーズです。

・tel.0465-83-1331(受 付時間 8:30～ 17:○ ○ 木曜休園)

LlNE@は じめました !
右記のQRコ ードをLINEで 読み取るか、
Oknim●

―
r とヽLINEの 技だち検索でご入力ください。

クラフの新しい情報やご案内が受け取れます !

※各教室の詳細は総合型スポーツクラブHPをご覧ください。

総合型HP

アクセスはQRコ ードヘ 蠅
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