Battle on the ice！昨季の感動と興奮が蘇る！俺達の熱いｼｰｽﾞﾝが始まった。昨季は AL ﾌﾟﾚｰｵﾌ ﾌｧｲﾅﾙ初の王手をかけながらもｺ
ｸﾄﾞ(現西武ﾌﾟﾘﾝｽﾗﾋﾞｯﾂ)の前に敗れた。しかし全日本選手権初の王者になるなどし､一歩ずつ階段を上がってきている。今季は AL 制
覇､全日本連覇､ﾍﾞｽﾄﾎｯｹｰﾀｳﾝ奪回に向け 3 冠を勝ち取る！俺たちもﾁｰﾑと一丸となり「5th set（ﾌｨﾌｽｾｯﾄ）」として戦っていく。高いﾓ
ﾁﾍﾞｰｼｮﾝを保ちながら今季も俺達つるっ子についてきてくれ！
◆クレインズ分析
最強伝説に向け､第一歩を踏み出したｸﾚｲﾝｽﾞ。今季は3選手が引退したが､新たに
4選手の入団となり昨季以上の戦力になったのではないだろうか？
-GKﾌﾟﾚｰｲﾝｸﾞｺｰﾁの大滝が引退､新たに埼玉栄高校出身の大嶋(通称：ﾘｮｳｽｹ：#31)が
加入。U-18､U-20のGKを勤める逸材が将来の守護神となってくれるであろう。正
GKは守護神・次郎(#30)､彼の堅守なくして最強伝説はありえない。それに央(#61)
がどれだけ迫ることができるか。ﾌﾟﾚｼｰｽﾞﾝﾏｯﾁでは持ち味を発揮していた央､今季
試合で見る機会が多くなるのではないだろうか?
-DF1stﾗｲﾝと2ndﾗｲﾝは昨季と変化がなく､1stﾗｲﾝは鉄壁の守備を誇るﾋﾃﾞ(#23)にｱｼﾞｱ
最速ｼｭｰﾀｰﾃﾞｨｯｸ（#7）､2ndﾗｲﾝはｱツい「男・原武」(#34)にｷｬﾌﾟﾃﾝ賢吾（#3）のｺﾝﾋﾞ。
この2つのDFﾗｲﾝが攻撃力のあるFWを活かすことになろう。3rdﾗｲﾝ以下も争いが
熾烈だ。要所で体を張ったﾌﾟﾚｰを見せる友二朗（#72）､30'sの代表格ｺﾊﾞ(#22)､守る
重戦車ﾋﾛﾔｽ（#44）､加えて明治大ｲﾝｶﾚ5連覇達成に貢献したDF2名が即戦力ﾙｰｷ
ｰとして入団。今季はPP,PKが増えDFの働きが重要になってくるが厚くなったDF陣
に期待だ!!
-FW匡史が怪我により戦線離脱､しかしその穴を埋める期待が持てるのが西脇(#11)だ。
昨季の新人王であり､観客を沸かせるﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽは有名。今季はﾗｲｱﾝ(#71)､ﾃﾞﾚｸ
(#26)との1stﾗｲﾝ起用が予想され今季こそ得点王をGetだ!! 2ndﾗｲﾝは ま〜しゃ
（#18）､ﾀﾞｰｼ（#20）のｺﾝﾋﾞにﾊﾞｯｸｽから移籍してきた飯村(通称よっち：#17)が加わる。
昨季では1stﾗｲﾝ､2ndﾗｲﾝのFWで100点以上を叩き出している。得点王はｸﾚｲﾝｽﾞか
ら!が定説になりそうだ。3rdﾗｲﾝはｺﾞﾘ(#10)・ﾀｶ(#21)・ﾋﾛｼ(#19)が予想される。ここぞ
という時に得点を決めﾁｰﾑを盛り上げるのが3rdﾗｲﾝ､彼らには十分その資格､技量
がある。魅せるﾌﾟﾚｰで盛り立ててくれ!4thﾗｲﾝはﾌﾟﾘﾝｽ(#32)､史郎(#27)､ｺﾞﾏ(#24)の
ﾍﾞﾃﾗﾝで構成されるｾｯﾄ。熟成されたﾜｲﾝのごとく味のあるﾌﾟﾚｰでﾁｰﾑに貢献してく
れる。また､昨季は控えに回ることが多かった暴れん坊ｼｭｳﾍｲ（#15）がどこで活躍
するのか､戦力的に層の厚いFW陣に匡史が帰ってくれば､鬼に金棒だ。
◆新人＆移籍選手紹介
☆外崎 潤
（とのさき じゅん）
DF＃2 ﾚﾌﾄﾊﾝﾄﾞ
1984.1.9（22才）
170ｃｍ 70kg O型
上野幌東小→
上野幌中→
北海高→
明治大学

☆鬼頭 俊行
（きとう としゆき）
DF＃33 ﾚﾌﾄﾊﾝﾄﾞ
1983.5.27（23才）
178ｃｍ 78kg O型
幕別小→
幕別中→
白樺学園高→
明治大学

☆大嶋 良介
（おおしま りょうすけ）
GK＃31
1987.6.6（19才）
177ｃｍ 80kg B型
河辺小(青梅Jr.）→
霞台中(西武Jr.）→
埼玉栄高

☆飯村 喜則
（いいむら よしのり）
FW＃17 ﾗｲﾄﾊﾝﾄﾞ
1981.8.4（25才）
172ｃｍ 72kg A型
帯広西小→
帯広二中→
白樺学園高→
明治大学→ｱｲｽﾊﾞｯｸｽ

◆他チーム新外国人情報
気になる他ﾁｰﾑの助っ人外国人状況をつるっ子ｻﾎﾟｰﾄ組Ｊｕｎ氏に分析してもらった。
王子製紙
Jarrod Skalde（ｼﾞｬﾛｯﾄ･ｽｶﾙﾃﾞｨｰ）ＦＷ
1971 年 2 月 26 日生。35 歳。ｶﾅﾀﾞ・ｵﾝﾀﾘｵ州出身。1989 年 NHL ﾄﾞﾗﾌﾄでﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ・ﾃﾞﾋﾞﾙｽﾞが 2 巡目で指名。ﾃﾞﾋﾞﾙｽﾞ､ｱﾅﾊｲﾑ・ﾏｲ
ﾃｨﾀﾞｯｸｽ､ｶﾙｶﾞﾘｰ・ﾌﾚｰﾑｽﾞ､ｻﾝﾉｾﾞ・ｼｬｰｸｽ､ﾀﾞﾗｽ・ｽﾀｰｽﾞ､ｼｶｺﾞ・ﾌﾞﾗｯｸﾎｰｸｽ､ｱﾄﾗﾝﾀ・ｽﾗｯｼｬｰｽﾞ､ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ・ﾌﾗｲﾔｰｽﾞで計 115 試合に
出場（NHL 合計 13Ｇ21Ａ34Ｐ）。実質的には AHL などの北米ﾏｲﾅｰ・ﾘｰｸﾞで主にﾌﾟﾚｰしていた。
日光神戸アイスバックス
Mike Henderson（ﾏｲｸ・ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ）ＦＷ
1980 年 11 月 22 日生。もうすぐ 26 歳。ｶﾅﾀﾞ・ｵﾝﾀﾘｵ州出身。ﾚｲｸ・ｽﾍﾟﾘｵﾙ州立大､ｵﾝﾀﾘｵ・ﾎｯｹｰ・ﾘｰｸﾞでﾌﾟﾚｰしたあと､2001 年から
ECHL でﾌﾟﾚｰ。昨季は途中からﾃﾞﾝﾏｰｸでﾌﾟﾚｰしていた。
アニャンハルラ
Pavel Falta（パベル・ファルタ）ＧＫ
1975 年 8 月 15 日生。31 歳。ﾁｪｺ出身。96 年から 06 年までﾁｪｺでﾌﾟﾚｰ。
カンウォンランド
Steve McKenna（スティーブ・マッケンナ）ＤＦ
1973 年 8 月 21 日生。33 歳。ｶﾅﾀﾞ・ﾄﾛﾝﾄ出身。NHL のﾛｻﾝｾﾞﾙｽ・ｷﾝｸﾞｽ､ﾐﾈｿﾀ・ﾜｲﾙﾄﾞ､ﾋﾟｯﾂﾊﾞｰｸﾞ・ﾍﾟﾝｷﾞﾝｽﾞ､ﾆｭｰﾖｰｸ・ﾚﾝｼﾞｬｰｽﾞで計３
７３試合出場（NHL 合計 18Ｇ14Ａ32Ｐ）。NHL での反則分数合計が 824 分という数字からもわかるように､ﾗﾌ・ﾌﾟﾚｰや乱闘で有名。昨
季はｲﾀﾘｱでﾌﾟﾚｰ。来年春からはｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾅｼｮﾅﾙ・ﾁｰﾑの監督に就任することが決まっている。
Bud Smith（バド・スミス）ＦＷ
1975 年 2 月 1 日生。31 歳。ｶﾅﾀﾞ・ｱﾙﾊﾞｰﾀ州出身。北米ﾏｲﾅｰの ECHL などでﾌﾟﾚｰしたあと､昨季はｲﾀﾘｱでﾌﾟﾚｰ。
Tim Smith（ティム・スミス）ＦＷ
1981 年 7 月 21 日生。25 歳。ｶﾅﾀﾞ･ｱﾙﾊﾞｰﾀ州出身。2000 年 NHL ﾄﾞﾗﾌﾄでﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ･ｶﾅｯｸｽが 9 巡目で指名。ｶﾅｯｸｽの 2 軍、AHL の
ﾏﾆﾄﾊﾞ･ﾑｰｽ等でﾌﾟﾚｰ。
Pontus Moren（ポンタス・モレン）ＦＷ
1984 年 2 月 7 日生。22 歳。ｽｳｪｰﾃﾞﾝ出身。
ホサ（注）
Jiri Hubacek ＦＷ
ﾁｪｺ出身と思われる。93 年から 2000 年までﾁｪｺでﾌﾟﾚｰ。昨季はﾌﾗﾝｽでﾌﾟﾚｰしていた。
Thomas Hruby ＦＷ
詳細不明。
Robert Horak ＤＦ
1982 年 1 月 12 日生。24 歳。ﾁｪｺ出身。99 年から北米のｹﾍﾞｯｸ･ﾒｼﾞｬｰ･ｼﾞｭﾆｱでﾌﾟﾚｰしたあと､ｽﾛﾊﾞｷｱとﾁｪｺでﾌﾟﾚｰしていた。
(注)ﾎｻは現在､AL 公式ｻｲﾄに外国人選手が掲載されていない。これは開幕戦ﾛｰｽﾀｰから調べたものなので､不確かな情報である
ことをお断りしておきます。
◆陸トレ、氷上練習
三冠奪取 最強伝説に向け､6月より陸ﾄﾚ開始。今季はﾙｰﾙ変更ということもあり､ﾊﾟﾜｰよりも
敏捷性とｽﾀﾐﾅを重視した練習方法を展開。また､ｳｪｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞも各自のﾒﾆｭｰに加え､選手た
ちが自主練に取り組み､体作りは万全。8月からは氷上練習が始まった。初日は久しぶりの
氷上に選手の動きもぎこちなかったようだが、2日目以降は生き生きと練習。ｽｹｰﾃｨﾝｸﾞ・ｼｭｰ
ﾄ練習等､三冠奪取へ向け余念がない。
◆地域貢献活動
陸ﾄﾚ､氷上練習の合間を縫いｸﾚｲﾝｽﾞが力を入れて
いるのが地域貢献活動。今年は障害者との交流を
はかる「ｽｹｰﾄ交流会」「釧路市ふれあい広場」「湿原
車いすﾏﾗｿﾝ」､社会貢献として「社会を明るくする運
動」､その他「KDSﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」「一日消防長」に参加した。ｼｰｽﾞﾝ中に応援いただいた地域の
みなさんに社会貢献という形で還元するｸﾚｲﾝｽﾞ。ﾍﾞｽﾄﾎｯｹｰﾀｳﾝ・釧路のﾁｰﾑとしての自覚
は十分だ。
◆釧路湿原マラソン
ｸﾚｲﾝｽﾞが出るならば！という事でつるっ子もｴｰｽ上妻の半強制的な命令で湿原ﾏﾗｿﾝに参加
した。第34回目となる釧路湿原ﾏﾗｿﾝは7月30日（日）に行われ選手・ｽﾀｯﾌが3kｺｰｽの招待選
手として参加した。選手達は親子連れや小学生など一般走者の方々と共に笑顔で会話を交
わしながらｺﾞｰﾙを目指した。中にはつるっ子とｺﾞｰﾙ手前でﾃﾞｯﾄﾞﾋｰﾄを繰り広げ､ｽﾀﾝﾄﾞの観客
の笑いを誘う選手もいたが､走り終え爽やかな汗を流していた選手達の顔はとても生き生き
としていた。
◆北海道米ＰＲ大使・・・アイスホッケー教室
今年度ｸﾚｲﾝｽﾞはﾎｸﾚﾝより道東地区北海道米ＰＲ大使の命を受けた。北海道米PR大使は日
ﾊﾑﾌｧｲﾀｰｽﾞも命を受けているが､特に消費率の低い道東地区に対し道東地区で人気のあるｸﾚｲﾝｽﾞに白羽の矢が立った。既にﾎｸﾚﾝ
とﾀｲｱｯﾌﾟし､ﾎｯｹｰ教室や各種ｲﾍﾞﾝﾄ抽選会への商品提供も受けている。道産米をﾓﾘﾓﾘ食べて､ｸﾚｲﾝｽﾞ戦士のように強くなろう！

◆激励会
9月13日､釧路ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾎﾃﾙでｸﾚｲﾝｽﾞ激励会が行われた。会場には選手のﾕﾆﾎｰﾑが展示さ
れ、昨季のVTRが流されていた。その後､選手たちが登壇、副市長から今季の活躍を期待し
ている旨の激励をもらい､ﾎｯｹｰ部長､監督による決意表明が行われた。乾杯後はﾌｧﾝとの交
流。各選手にｻｲﾝ、写真撮影を求めるﾌｧﾝが殺到。抽選会ではｻｲﾝ入ﾒｶﾞﾎﾝ､選手写真､ｻｲﾝ
入ｽﾃｨｯｸなどが景品としてのぼり､選手から番号が告げられるたびに会場は一喜一憂、大い
に賑わいを見せた。
◆ｻﾎﾟｰﾀｰ感謝デー
ｻﾎﾟｰﾀｰ感謝ﾃﾞｰが9月15日（金）釧路ｱｲｽアリーナで行
われた。今季は定期戦試合終了後の開催であったにもかかわらず選手達は皆 疲れを見せ
ず笑顔でﾌｧﾝを迎えてくれた。抽選会ではﾁｰﾑｸﾞｯｽﾞをはじめ､ｸﾚｲﾝｽﾞがPR大使を務めている
道産米､更に温泉ﾍﾟｱ宿泊券など盛りだくさんのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄが幸運なﾌｧﾝの手に渡った。氷上で
の選手とのふれあいﾀｲﾑでは記念撮影やｻｲﾝを求めるﾌｧﾝで賑わった。
◆プレシーズンマッチ 9/1(金) （東伏見アイスア
リーナ）vs 王子製紙
△2-2(2-0.0-2.0-0.0-0) ①G10 A33 ②G19 A33-17
ﾙｰｷｰ鬼頭(#33) 2 ｱｼｽﾄの大活躍！あの悪夢の胴上げから約半年余り､ここ東伏見にｸﾚ
ｲﾝｽﾞ戦士が戻ってきた。しかし､今日の相手は王子製紙。ﾏｽｸを被るのは昨季まで日光
神戸ｱｲｽﾊﾞｯｸｽで活躍していたﾊﾞﾀﾌﾗｲ春名。ｸﾚｲﾝｽﾞの GK は注目株の石川(#61)。試合
はﾎｰﾑとして戦ったｸﾚｲﾝｽﾞだが､延長 2-2 の引き分け。ﾙｰﾙ改正があった今季。審判も
選手もそして観客も､とまどいを隠せない様子。ﾘｰｸﾞ戦開幕までには慣れ､面白いｹﾞｰﾑ
が観られることを期待しよう!!
◆プレシーズンマッチ 9/2日(土) （東伏見アイスアリーナ）vs日光神戸ｱｲｽﾊﾞｯｸｽ
☆9-0(3-0.3-0.3-0) ①G18 A3 ②G20 A3 ③G11 A20-7 ④G20 A7-2⑤G24 A20 ⑥G10 A23-17 ⑦G17 A10-7 ⑧G24 A20⑨G17
A33-23
ﾌﾟﾚｼｰｽﾞﾝﾏｯﾁ２日目の相手はﾊﾞｯｸｽ。1ﾋﾟﾘ開始からｸﾚｲﾝｽﾞﾍﾟｰｽ。特にﾀﾞｰｼ(#20)が2ｺﾞｰﾙ 3ｱｼｽﾄの活躍。途中､ｵﾌｨｼｬﾙのﾐｽで試合
が中断､ﾉｰｺﾞｰﾙ判定もあったが､ｸﾚｲﾝｽﾞは各ﾋﾟﾘｵﾄﾞ 3点 計9点を奪う攻撃力を見せ､守っては石川(#61)が点を許さず完封勝利を収
めた。
◆プレシーズンマッチ 9/3日(日) （東伏見アイスアリーナ）vs西武
★3-4(1-1.1-0.1-3) ①G20 A11 ②G11 A20 ③G23 A18-20
3日は西武との対戦。ﾌﾟﾚｰｵﾌﾌｧｲﾅﾙを思わせるような白熱したｶｰﾄﾞ！守護神次郎
が今季初ﾏｽｸで見参。試合は1ﾋﾟﾘ、ﾀﾞｰｼのｺﾞｰﾙで先制したｸﾚｲﾝｽﾞだが、西武もす
かさず追いつく。さすがﾌｧｲﾅﾙで死闘を演じた両ﾁｰﾑ。2ﾋﾟﾘは西脇の鮮やかなｺﾞｰ
ﾙでﾘｰﾄﾞするｸﾚｲﾝｽﾞ、しかし、3ﾋﾟﾘ西武に3失点を許してしまった。残り2分30秒の
ところで大澤がｺﾞｰﾙを決め1点差とするも3-4で敗れた。また、残念なﾆｭｰｽではあ
りますがこの試合中に昨季日本人得点王匡史が試合中のﾌﾟﾚｰで､怪我をし東京
都内の病院に運ばれました。（現在も入院中）がんばれ匡史！
◆JTB杯 9/9(土) （東伏見アイスアリーナ）vs西武
☆5-1(1-0.2-1.2-0) ①G32 A22 ②G34 A11 ③G20 A18-24 ④G22 A20-71 ⑤G27
1週間開けて､再び西武が対戦相手。今日のｸﾚｲﾝｽﾞは動きも良く､先週負けを喫した西武を終始圧倒、5-1で勝利を収めた。まだまだ
新ﾙｰﾙへの対応にﾚﾌｪﾘｰも選手も戸惑う場面が多々見られるが、AL開幕には、新ﾙｰﾙに合わせたﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを見せてくれるだろう。
◆第 78 回全道 A 級ｱｲｽﾎｯｹｰ競技選手権大会 9/15(金)(丹頂ｱﾘｰﾅ)vs 王子製紙
☆5-3(0-1.5-0.0-2) ①G71 A20-7 ②G26 A3 ③G26 A23-7 ④G18 A20⑤G20 A18
今日は央(#61)が先発ﾏｽｸ。開始 27 秒に王子の新外人ｽｶﾙﾃﾞｨに決められるも、その後 1 ﾋﾟ
ﾘ、2 ﾋﾟﾘはｺﾞｰﾙを守り抜いた。攻撃陣は 5-3 のﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰを 2 回決め、また 2 ﾋﾟﾘ終了前に
ｷﾙﾌﾟﾚｰからのｺﾞｰﾙなど昨季と変わらない攻撃力を見せた。試合のほうは、3 ﾋﾟﾘ 9 分 55 秒、
ｺﾊﾞと齋藤哲が乱闘、両者にﾀﾞﾌﾞﾙﾏｲﾅｰﾍﾟﾅか･･･と思いきや、丹頂ﾘﾝｸの壁が破壊！？連
盟の判断により試合は終了となり、第 78 回全道 A 級選手権はｸﾚｲﾝｽﾞが制覇した。釧路で
はﾌﾟﾚﾏｯﾁはこの 1 試合のみだったが､ﾁｰﾑは順調な仕上がりを見せた。
◆第31回毎日杯定期戦 9/18（金） （苫小牧王子リンク）vs王子製紙
☆3−0(1-0,2-0,0-0) ①G18 A7-71②G18 A26-3 ③G23 A24-17
王子製紙ｱｲｽﾎｯｹｰ部創立 80 周年を記念する年ということで､王子ﾘﾝｸで開催された今回の定期戦｡会場は､ﾘﾝｸ入り口前で王子選
手の紹介や YOSAKOI が行われたり飲食ﾌﾞｰｽが設けられる等 80th ANIVERSARY を意識したかのようなｲﾍﾞﾝﾄが開催された｡ﾌｪｲｽ
ｵﾌ前には照明を落としﾗｲﾄｱｯﾌﾟされた中､王子の選手が 1 人ずつ紹介されての入場｡その後､市長による PS が行われ華麗なｽﾗｯﾌﾟｼ
ｮｯﾄを放ち会場を盛り上げた｡ 試合はというと､1P16:53 我らがｺﾞｰﾙﾊﾝﾀｰま〜しゃが先制ｺﾞｰﾙ!しかし 2P 開始 1:41 にはｱﾌﾀｰﾁｪｯｸをし
た相手が流血､ﾒｼﾞｬｰﾍﾟﾅ+ｹﾞｰﾑﾐｽｺﾝでﾗｲｱﾝが退場｡納得のいかない退場だったがそこは『最強』ｸﾚｲﾝｽﾞ!7:42 にま〜しゃが 2 点目を
上げ､続く 14:47 には大澤が豪快に追加点を決め 3-0 と王子を突き放した 3P に入るも､相変わらず PP･PK の連発｡11:26 に原武が
大乱闘を起こしこの試合ﾁｰﾑ 2 人目のｹﾞｰﾑﾐｽｺﾝで退場｡2 度の大乱闘ｹﾞｰﾑの末､落ち着いた好ｾｰﾌﾞを連発､完封した#30 次郎が好
調をｱﾋﾟｰﾙし 3-0 で完封勝利を収めた｡この完封勝利で波に乗り週末に控えた開幕戦から突っ走れ!

ﾍﾞｽﾄﾎｯｹｰﾀｳﾝ奪回に向け今季のホームは一味違う！
〔チーム編〕
・選手がファンとハイタッチ！（開幕 2 連戦限定）
開幕 2 連戦のみ開場時間を 15 分早め会場入口にて選手が出迎えます。（会場時
間 9/30 14 時 45 分、10/1 12 時 45 分）
・試合入場時にハイタッチ！
抽選で 5 名の方が試合前選手入場時､ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ上で選手とﾊｲﾀｯﾁが出来ます。
・キッズロケット
1P 終了後､釧路子供ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「ｷｯｽﾞﾛｹｯﾄ」のみんながｸﾚｲﾝｽﾞの為に踊りと歌を
披露します。曲名は「ｺﾞｰｺﾞｰｸﾚｲﾝｽﾞ」。一般参加自由ですのでみんなで踊ろう！
・抽選会が復活！
今季からお楽しみ抽選会が復活します。北海道米 PR 大使のｸﾚｲﾝｽﾞから北海道
米（3 袋）、選手ｻｲﾝ入りﾊﾟｯｸ+ﾜﾝﾗｯﾌﾟ（10 ｾｯﾄ） 1 ﾋﾟﾘ終了時行われますのでお楽しみ
に。
・選手との記念撮影会
抽選で 3 名の方が試合終了後 希望の選手と記念撮影が出来ます。
〔つるっ子編〕
・ビクトリーフラッグ 2006-2007
恒例となった選手入場時広がるﾋﾞｸﾄﾘｰﾌﾗｯｸﾞ。今季はどんな言葉なのか！？
・紙ふぶき！
ﾌﾟﾚｰｵﾌを再現させる約 2 万枚の紙ふぶきが丹頂ﾘﾝｸに舞います。
ﾃｽﾄを重ね昨季よりも高く大きく舞わせます!楽しいのでぜひ参加してください。
・太平洋太鼓
ﾌﾟﾚｰｵﾌ会場内と皆さんの心を熱く燃えさせた釧路太平洋太鼓。 この開幕 2 連戦
試合開始前に行います。
・矢印でゴールを導け！
2P 開始前 相手 GK がﾎｰﾑ側で守ります。 この時ｺﾞｰﾙ裏から矢印でｺﾞｰﾙを指し
得点を導きます。更に今季はﾋﾞｯｸﾞ矢印も登場！ （西武 GK 菊池談：あのｺｰﾙが始
まったら嫌になります・・それに負けずに頑張ろうと思っていますが、失点するとこの
ｺｰﾙが頭を離れない）
・シュートでポン
ﾎｯｹｰ版ｽﾄﾗｯｸｱｳﾄ｢ｼｭｰﾄでﾎﾟﾝ」は抽選で 2 ﾋﾟﾘ終了時、2 名の方が挑戦できる的
当てｹﾞｰﾑ。（年齢性別問わず）。ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ賞はｽﾃｨｯｸが当たるだけではなく、そのｽﾃ
ｨｯｸに好きな選手がｻｲﾝしてくれます。 この開幕戦 つるっ子はどんなﾈﾀで皆さんを
楽しませるのか？
・みんなでＹＭＣＡ
今季からｼﾞｪｯﾄﾌｰｾﾝの変わりに企画したｲﾍﾞﾝﾄ。会場内のﾌｧﾝが一つになり楽し
めるｲﾍﾞﾝﾄを用意しました。 3P 開始前ｺﾞｰﾙ裏でつるっ子とｷｯｽﾞﾛｹｯﾄが踊りますの
で、皆さん一緒に楽しみましょう！(ｱﾌﾛ､ｻﾝｸﾞﾗｽ､気合棒があれば更に楽しい）
◇集まれ！つるっ子メンバー＆ML 募集
6 月に 2 名のﾒﾝﾊﾞｰが海外へ約 2 年間の期限付き転勤となるつるっ子だが先日 2 名のﾙｰｷｰの入団が決定した。現在 10 名で活動しています。
今季も更に力強い応援をするにはまだまだﾒﾝﾊﾞｰが足りません。つるっ子として活動したい方はぜひご連絡ください。
またつるっ子としてはちょっと・・でも活動を体験したい､応援してみたい。と密かに思っている方!つるっ子をｻﾎﾟｰﾄするﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ組から参加し
てみてはどうですか？応援ｸﾞｯｽﾞの製作、ﾆｭｰｽ作成など応援についてﾒｰﾙ上で討議をしています。ぜひ俺達と一緒にﾁｰﾑの為に活動しません
か？釧路在住では無くとも OK。応援できる時に盛り上げましょう！希望者は直接つるっ子にか下部連絡先まで！年齢性別問いませんよ！

◇メルマガ

『居酒屋「つるっ子」CRANESで乾杯』

すでに知っていると思うが､つるっ子が携帯版「ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ」を開設。「試合結果」「ｸﾚｲﾝｽﾞ情報」や「応援企画」を伝えています。
○登録方法※登録無料 ただしパケット代は負担
ミニまぐ（携帯登録用） ht t p: //mi ni. mag2. c om/
検索で「つるっ子」と入力か、「ｽﾎﾟｰﾂ／娯楽」→「ｼｰｽﾞﾝｽﾎﾟｰﾂ」から検索。 ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝの場合は｢ﾛﾝｸﾞﾒｰﾙ対応｣→｢ﾒﾙﾏｶﾞ一覧｣から検索

◇ＨＰ｢ｸﾚｲﾝｽﾞだよ全員集合｣
つるっ子で開設している HP はｸﾚｲﾝｽﾞ情報や選手写真､動画､掲示板は旬な話題で一杯だ！ｸﾚｲﾝｽﾞﾌｧﾝなら必見だ。現在写真ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ中
○HP「ｸﾚｲﾝｽﾞだよ全員集合」 http://www.horae.dti.ne.jp/˜
cranes/
○携帯掲示板 http://www.pstown.com/bbs03/i01.cgi?room=terayama
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◇ 作成 つるっ子〔代表：寺山､ﾘｰﾀﾞｰ：上妻､久保埜､今野､達川､松坂､ゆーすけ､鈴木､ﾙｰｷｰ：久保､ﾙｰｷｰ：成田
渡部ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ支部､小菅ｱﾒﾘｶ支部〕
つるっ子 ML 組（まさ､本田､ゆず母､ゆみた､佐々木､たま､まり､きゅう､ひろき､Hiro､Ｊｕｎ､まり坊､かんたろ）
◇ 連絡先 〒084-0905 釧路市鳥取南 2 丁目 1 番 47 号 日本製紙 釧路工場 工務部保全課 寺山博道
TEL 0154-52-7619 E ﾒｰﾙ cranes@horae.dti.ne.jp

