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この事業は、スポーツ振興くじ
助成金を受けて実施しています

π΄ޗ̦ΑΗȜΠ̱̳͘Ȋ
◆指 導 者◆原
◆日

阿紀子さん インド政府公認sVYASAヨーガ教師
時◆11月５日〜３月31日 毎週土曜日13:30〜14:30

◆場

所◆格技場畳又は選手控室２

◆対

象◆年齢・性別不問

◆定

員◆15名

◆月 会 費◆2,000円
◆申込方法◆窓口で直接申し込み
◆問合せ先◆さくら総合スポーツクラブ（安来市民体育館内）
℡：0854-23-1923（担当：池田）
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లː

ͼαϋΠڰ൲༭࣬
７月２日、９月17日

カヌー教室

ȁࣽා͈͉ذȂհြಎ؇ΑεȜΜઁා౬͈ঐ൵৪͈͂͜Ȃ૰५Ę̯̑̈́̀ͅΤȜޗͬˎٝٳट
̱̱̹͘ȃ
ȁ˓͉ୀഛͅࠃ̱̹̦ͦ͘͘Ȃ˕͉ర໓23͈́ޣגȂܢװȃ28ͅঔ̱̱̹͘ȃ
ȁΩΡσ͈ௌै༹༷ͬၘષ͍́ڠȂ̞̰٬͈ષ͒ȃड͉ΈσΈσ̱̞̞༷̥̠͂ͩ̽̀͂ͭ́̈́࢜͒࢜͘͘͜
ΤȜ͜ఉșȤȃକ̩ࣞ͜أȂρͼέΐλΉΛΠͬဥ̱̞̹̹̀͛Ȃ٬͒ව̪̽̀חঊ̹̩̯̞̱̹ͭ͘͜ȃ
ȁఘࡑ͈ঊރȂఱ૽̦͕̱̹̦͂ͭ̓́Ȃਞ̭͉ͩͥͧͅٯএ̞ͤͅΤȜͬௌ̧̭̦̠ͥ͂́ͥ͢
̱̹̈́ͤ͘ͅȃ
ȁˎٝ͂͜४༷̹̩̱ͦ̀حȂ̹̹̞ͤ͂͘࡞̩̹༷̹̩̯̞̱̹̽̀ͦͭ͘͜ȃ
ȁြා͜ঔ̱̹̞͂এ̞̳͘ȃ

７月30日、31日

筏くだり＆しじみ採り教室

ȁ˓41͉ോआࡇၛোൽুட܁ΌΫ;Αͤ͢ऎș࿐୶ޟ̤ͬઉ̧̱Ȃಎ٬͈ఠ̞͈̾̀ͅڠਠͬ
࣐̞̱̹͘ȃΑρͼΡ̧̱̞̹̺̥̳̞ͬ̀͂̀ͩͤ͜͞ڠਠ̱̹ٛ̈́ͤ͘ͅȃ൮ͬঀ̹̽ࢃ͉Ȃำ
̩͈̿ͤॽષ̬ैުȃ౷֖͈༞੩֥͈̤̲̯ͭో̦Ȃ̞ಎȂഷಎ́͘ै଼̱̩̞̹̀ͦ̀ำͅȂྴஜͬ
ັ̵଼̫̯̱̹ۖ͘ȃ
ȁ˓42Ȃ̞̞͢͢ำུ͈ͤئ๔ȃুٯ͈ำࣺ͙͒ͤհြఱ̥͈ͣئޘอ̱Ȃฌ
ఊ͈࢛͒عȃൢ̱̹ΈσȜί̥ͣȂΐοτϋ͞Ύσͬঀ̱̲͙̽̀ͬनਬ̱̱̹͘ȃ
ȁਬ̹̱̲͙͉͛४ح৪Ȃ༞੩֥͙̫̻̹̱ͭ̈́́̀ͤ͘ܦȃ
ȁြා͜ٳटْ̧̠́ͥࠗ͢ͅಎ̳́ȃ

ȁ͈ࣽٝاমު͉Ȃ५༷֮࡞ρͼήjoհြȡ༕ɕா༕ȡ͂ఴ̱Ȃ835Ȫȫհြঌ
ྦྷٛٳ́܁ट̱̱̹͘ȃ༕͂ா༕ͅΑεΛΠ̜ͬ̀Ȃষలͅდ̯̩̞༷ͦ̈́̈́̽̀ͥ࡞͈
̯̱ڢ͙̥͞أȂ࿂ฒ̯ͬࠠ͞ظȂΠȜ·̱̈́̓ͬȂ̷͈ၻ̯ͬठে̱̹̹̱́ȃ
ȁฒସೋঊ̯࣐͉֚ͭȂඵུ͈༕ࠠͬႺȃུ͉֚Ȃനৡ͈ၷਫ਼ͬໍరۛͅ৪͂֓Ȃۭࢌ͈͂ٛდͬησͅຝ̞̹ࠠ
͂Ȃུ̠͉֚͜Ȃ౷ࡓհြ̻̈́ͭ́ͅȂ̲̠̞̓݉ͬͥͩ͡ޗຳິ͂߃ਫ਼͈̤̲̯͈̞ͭ͂̈́ܨةٛდͬ༕̹̲́ࠠ́Ȃ̻͈̓ͣໍ
రٛ͜ા͉ఱบઢȃ̹͘Ȃா༕͉Ȃో̯͈ͭςΐσެȶ݃࿚ȡু൲৬ޗਠਫ਼༎ȡȷ͞ȶၐ͈̠̹ȷ̈́̓ா༕̢̹ͬ͞ظΠȜ
·́ٛા̵̥̱̹ͬͩ͘ȃ̭͈༕͈͉Ȃඵාஜ͜ͅٳट̱ࢡບͬฎ̱̱̹͘ȃࣽࢃ͜౷֖ྛ͈࡞༷̜ͥ́اႁͬഥ̢ͥٳ͈ट
ْܑ̧̱̞̹̞ͬ̀͂এ̞̳͘ȃ̮ܢఞ̩̺̯̞ȃ

７月24日

方言ライブ
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●対象

̯̩ࣣͣΑεȜΜ·ρήġۼΑΉΐνȜσ
月

水

木

リフレッシュスポーツ

ソフトテニス

●一般女性
●9:30〜11:30
●７人

●一般女性
●9:30〜11:30
●５人

●募集人数

金

土

レディースバドミントンＡ ジュニアソフトテニスＡ・Ｂ
●一般女性
●9:30〜11:30
●７人

●小学生１年〜６年
●9:00〜10:30

ジュニアソフトテニスＴ
レディースバドミントンＢ ●小学生（育成）
●一般女性
●10:30〜12:30
●13:30〜15:30
●４人
キッズテニスＡ・Ｂ

テニスＡ

幼児体操

●一般男女
●14:00〜16:00
●５人

●５・６歳児
●14:30〜15:30

ジュニアジャズダンスＡ
●５歳〜小学生３年
●17:30〜18:30

ジュニアソフトテニスＴ

バドミントン

Jr.HIPHOP

●小学生４年〜中１
●18:30〜19:30
●３人

●小学生１年〜６年
●17:30〜18:30
●３人

テニスＢ

エアロジャズ

●一般男女
●一般男女
●19:30〜21:30 ●19:30〜21:00
●７人
●８人

●小学生１年〜６年
●13:30〜15:00
●８人

体操競技Ａ

ジュニアジャズダンスＢ

●小学生（育成）
●17:30〜19:30

●一般男女
●19:30〜21:30
●７人

●時間

■月会費／一般3,000円、子供2,000円

キッズテニスT
●小学生（育成）
●18:00〜20:00

●小学生１年
●16:00〜17:00
●３人

キッズテニスＣ
●小学生３年〜６年
●15:00〜16:30

体操競技Ｂ
●小学生２年〜
●17:00〜18:30
HIPHOP

キッズテニスＴ
●小学生（育成）
●17:00〜19:00

●小学生（育成）
●19:30〜21:00

申込みについて
募集人数を示してある教室については随時参加が可能です。人数表示がない教室については、現在定員に達していますので、キャンセル
待ちの受付をして下さい。※育成コースを除く。
詳しくは、TEL23-1923へお問い合わせ下さい。

̯̩ࣣͣΑεȜΜ·ρή

έͻΛΠΥΑ֥ٛ༡ਬಎĢĢ
■会員区分
月額

使用時間

FREE会員

￥2,000 お好きな時間に使用できます。9:00〜21:45

DAY会員

￥1,500

高校生会員

9:00〜17:00まで使用できます。
※最終入場時刻は16:30とします。

￥1,000 お好きな時間に使用できます。9:00〜21:45

■会費納入方法

初回月は現金でお支払いいただき、以後は奇数月の27日
に、その翌月、翌々月分の口座引落（山陰合同銀行orJA）
をさせていただきます。

■申込方法

入会申込書に必要事項を記入していただき、初回月の会費
を添えて事務所へお越しください。

■会員証の発行 フィットネス会員専用の会員証を発行します。
トレーニングルームを使用する際には初回講習を受けていただく必要があります。
日程・予約はTEL23-1923へお問い合わせください。

11月から休館日は無し。毎日開館します。（年末年始を除く）
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Λί

లˎ̯̩ٝͣհြঌྦྷΌσέఱٛ
ȡΑεȜΜ́එ̫̠͢໘̞ͬܐ͈ޟȡ
第２回大会を５月開催で準備を進めていたところ、３.11東日本大震災のためやむなく中止としましたが、復興支援
のためのチャリティー大会開催を望む声が多く寄せられるようになったため本年は11月開催とし、参加料の一部を東北
地方復興のための寄付に充てることで支援していきます。
ȁȁশȁȁ଼34ා2224Ȫȫ
૭ࣺ୨ȁȁ2136Ȫغȫ
ٳटાਫ਼ȁȁು৾ࡇୌฌߴฌ᥏२໐882.2
ȁȁȁȁȁȁȁఱ५ͺȜ·ϋΠςȜ·ρή
ȁȁȁȁȁȁȁഩდ!196:.74.1666

૭!ࣺ!୶ȁȁհြঌհြ2448.2
ȁȁȁȁȁȁȁȁȪհြঌྦྷఘ֗܁ඤȫ
ȁȁȁȁȁȁ̯̩ࣣͣΑεȜΜ·ρήমྩޫ

४حڒȁȁհြ৪Ȃहਯ৪Ȃह৪311૽Ȫ61ழȫ
ȁȁȁȁȁȁུܖഎͅː૽́૭̱ࣺ͚Ȫࡢ૽૭̱ࣺ͙͜خȫ

UFMȆGBYȁȁ1965.34.2:34

ܿއਅ࿒ȁȁࡢ૽ȁΘήσβςͺ༷
ȁȁȁȁȁȁঊ0੫ঊ
ນȁȁઆȁȁΧϋΟȁˍȡ21պȂ͍રȪࣧلհြඅॲȫ
ȁȁȁȁȁȁΈυΑȁˍȡˏպ

ः! ! ٛȁȁࡿࢃ˓শ̥ͣհြঌྦྷٛ́܁ນઆͬ࠳
ȁȁȁȁȁȁ͇̀ٳटȪٛȇ3-111ȫ
ΙλςΞͻȜȁȁ४حၳ͈֚໐ͬཤ౷༷໘̳ͥັܙͅޟ
ȁȁȁȁȁȁထ̜̳͈́ͤ́͘Ȃ̮ၭઇ̞̯ئȃ

४  حၳȁȁ4-111
ȁȁȁȁȁȁȪ༆ഷίτȜȆಓయɁ 9-5:6 ȂःٛȪܛབ৪ȫ
ȁȁȁȁȁȁɁ3-111̀͛܄ͬ̀Όσέા́൚ୈॳȫ

లĳĺٝ

̯̩ͣŔŔńΫȜΙδȜσఱٛȁٳटါࣇ

ɜ ৽ȁट ɜ
අא၌ڰ൲༹૽!̯̩ࣣͣΑεȜΜ·ρή

市民体育館で

ΨΡηϋΠϋをしませんか？

ȁȁশȁ଼34ා2234ȪକȆਿȫ
ٳटાਫ਼ȁհြঌྦྷఘ֗܁

৽ȁȁटȁ̯̩ࣣͣΑεȜΜ·ρή

చȁȁયȁ˝ȇ੫͈໐ȁ֚໐Ȫ56पո͈ئ໐ȫ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁඵ໐Ȫ57पոષ͈໐ȫ
ȁȁȁȁȁȁɦ̹̺̱57पոષ͈༷֚́͜໐͈́ા̳ͬ͛͘ȃ
ȁȁȁȁȁ˞ȇ͈໐ȪාႢߊ̱̈́ȫ
ȁȁȁȁȁȁɦ੫ई଼͈ΙȜθ͈́ા̳͛͘͜ȃ

ވȁȁटȁհြಎ؇ΑεȜΜઁා౬
ঐ!൵!৪ȁհြಎ؇ΑεȜΜઁා౬ঐ൵֥
ȁȁশȁ଼34ා22˒Ȫȫ2:;11ΑΗȜΠ
ાȁȁਫ਼ȁհြঌྦྷఘ֗܁

ΙȜθ༎଼ȁˍΙȜθˑྴȪːྴȂ༞ࠧˍྴȫ
ȁȁȁȁȁঊ0੫ঊ

చȁȁયȁڠ

४  حၳȁˍΙȜθ4-111

४  حၳȁܢ21ٝȁ3-111

૭༹ࣺ༷ȁ૭ࣺ͙ဥঞ̀ͅ22˕́͘ͅ४حၳͬഞ̢̀
ȁȁȁȁȁঌྦྷఘ֗܁ඤ̯̩ࣣͣΑεȜΜ·ρή̤́͘
ȁȁȁȁȁ૭ࣺ̩̺̯̞ȃ
ȁȁȁȁȁɦঌ͈ٸ४حΙȜθ͈༷͈͙Ȃ४حၳ͉൚́͜ࢹ̞
ȁȁȁȁȁȁ̵ͭ͘ȃ

༗ȁȁࡏȁΑεȜΜհ༗ࡏȪ711ȫ༗ࡏ͈حව͉හփ̳́

দ༹ࣣ༷ȁڎ໐ͅވȂˍΓΛΠ˕ത୶͈৾ˏΓΛΠζΛΙȂ
ȁȁȁȁȁထςȜΈࢃȂࠨੳΠȜιϋΠ
ȁȁȁȁȁȪ̹̺̱ȂાΙȜθତͤ͢ͅ་ࢵ̳ͥાࣣ̜̳ͤ͘͜ȃȫ
ੱٺ༗ࡏȁΑεȜΜੱٺ༗ࡏ̞͉̾̀ͅȂ৽ट৪́حව̱̳͘ȃ
̷!͈!ఈȁσȜσ͉۰ౙ̳͈́́Ȃ̹̓̈́́͜४̧̳́͘حȃ
ȁȁȁȁȁ४ح৪֥ͅ४حરͬૺ೮̱̳͘ȃ

ٝȁȁତȁࢃܢ21ٝȁ2207ȡ4029
૭༹ࣺ༷ȁ૭ࣺ͙ဥঞ̀ͅ४حၳͬഞ̢̀ঌྦྷఘ֗܁ௗ࢛
ȁȁȁȁȁ̤̞̩̺̯̞ͅȃ
ȁȁȁȁȁ૭ࣺٳই21041Ȫȫ̥ͣଟশັ̱̳͘ȃ
ȁȁȁȁȁັশ͉ۼȂ:;11ȡ28;11̱̳́͂͘͘ȃ
࿚!ࣣ!୶ȁ̯̩ࣣͣΑεȜΜ·ρήমྩޫ
ȁȁȁȁȁհြঌྦྷఘ֗܁ඤ
ȁȁȁȁȁUFM1965.34.2:34Ȫ൚ȇࣞ֔ȫ

宝くじ文化公演

吉本バラエティーショー

平成24年２月12日（日） 安来市民会館
般 2,000円（当日2,500円）
全席 一
自由 高校生以下 1,000円（当日1,500円）

施設利用のご案内

宮川大助・花子

シンクタンク

桂三風.

瀧川一紀

平和ラッパ・梅乃ハッパ

前売り開始日 11 月３日（木・祝）

冬期（11/１〜３/31）

安来市民体育館

安来運動公園

休館日・休園日

12月29日〜１月３日

毎週火曜日
12月29日〜１月３日

利用時間

9:00〜22:00

庭球場9:00〜22:00、野球場9:00〜17:00
陸上競技場9:00〜17:00

施設の予約、受付
施設の利用に関するお問合せ

全て安来市民体育館窓口で行います

＜受付時間8:30〜22:00＞

安来市民体育館

＜受付時間8:30〜22:00＞

TEL0854-23-1923

