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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

　３月４日（日）に会員とその家族、役員合わせて、350名の方にご参加いただき、さくらわいわ
いフェスタを開催しました。
　当日は、幅広い年代の方が簡単に行える９種類のゲームコーナーで、決められたノルマのクリア
をめざしみなさん悪戦苦闘されました。日ごろやってはいけないスリッパとばしでストレス解消を
したかと思えば、小さな小豆にイ～ライラ! ! 久々のなわとびに“ぐったり”の大人のみなさんとい
ろいろな顔を見ることができました。
　ダンスの発表会は、笑顔いっぱい、衣装もばっちりきまってカッコ良かったです。
　来年もまた、みなさんに喜んでもらえる企画をし、楽しいさくら総合スポーツクラブにしていき
たいと思います。



優　勝 準優勝

男子Ｕ11シングルス 橋川　蒼生
（遊ポートＴＣ）

後藤　大輝
（キッズ安来）

女子Ｕ11シングルス 川合　里奈
（ＹＹkids松江）

金川　珠菜
（キッズ安来）

男子Ｕ13シングルス 加藤龍乃介
（キッズ安来）

安部　隼基
（グリーンベアーズ）

女子Ｕ13シングルス 金阪菜々子
（天満屋遊プラザ）

岡崎有里奈
（ＹＹkids松江）

男子Ｕ11シングルス
コンソレーション

金川　哲大
（キッズ安来）

原崎　朝陽
（テニスプラザ）

女子Ｕ11シングルス
コンソレーション

宮本　真有
（グリーンベアーズ）

金阪　桃花
（TANAKA.TC)

男子Ｕ13シングルス
コンソレーション

別所　　岳
（UMEZUjr.T.T)

池田　文哉
（キッズ安来）

　オフィシャルな大会に参加できない競技レベルの子ども達を対象とし
た、近隣ジュニアクラブビギナー交流テニス大会として開催しています。
また、ターゲットテニス等のイベントも同時開催しました。この事業は日
本テニス協会が制定した『９月23日　テニスの日』の全国イベントに合
わせて開催するものです。

平成23年9月23日　第12回チャオテニスキッズトーナメント

試合結果

　この研修会は、中央からトップの指導者(JTAナショナルコー
チ)を招聘する事によって、地域のジュニア指導者が「世界で活
躍する選手の発掘・育成プロジェクト」をするためのナショナル
の指導法、課題、最新の情報を得ることを目的としています。
　また、同時に参加する地
元ジュニア選手の強化練習
会として、日頃と違った
コーチングを受けることに
よって、島根ジュニア全体
のテニス競技力の向上と地
域指導者の指導力のレベル
アップに、この２日間で貢
献できたものと確信してい
ます。　
　今回の研修会では指導者
26名、県選抜ジュニアＵ
13の選手16名、計42名の
参加がありました。

平成24年１月８日、９日　指導者講習会

　新しいマイクロバスに乗っ
て、湖遊館とフォーゲルパー
クへGO！
　湖遊館でスケート教室を行
いました。約１時間全体で指
導して頂き、残りの時間は自
由滑走。
　たくさん滑って、たくさん
転んで、みんな上達しまし
た。なかには脚が痛くなる子
も…。
　お昼ご飯はフォーゲルパー
クに移動してお弁当を食べま
した。いろいろな鳥やペンギ
ン、フクロウなど観察し、ソ
フトクリームを食べて皆満足
していました。家族にお土産
を買って帰りました。

平成24年２月５日　スケート教室
　２月12日（日）、午前中は先週と同じく出雲市の「湖遊館」
へ行って来ました。今回もほとんどの子どもたちは初めてのス
ケートでしたが、みんな上達が早く、すぐにスーイスイと滑る
ことができました。お弁当を食べて午後から
はお隣の「島根県立宍道湖自然館ゴビウス」
へ。島根県の川や湖に生息する生きものたち
が趣向を凝らした方法で展示してあり、自然
とのふれあいを満喫しました。

平成24年２月12日　スケート教室

　男性４チーム、女性８チーム計12チームの選手にご参加いた
だき、さくらSSCビーチボール大会を開催しました。
　今大会には我がさくらSSCも参戦しましたが、練習不足や経
験不足がもろに出てしまい結果は良くはありませんでしたが、怪
我もなく楽しい大会になりました。
　結果は以下の通りです。

平成23年11月23日　第29回さくらSSCビーチボール大会

優勝 準優勝
男性の部 神風 頂天蘭
女性の部 島田体協ｆ 島田体協A

総合（ネット）
順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 恩田　　博 83 12.0 71.0 
２位 原瀬　清正 88 16.8 71.2 
３位 矢田　富夫 93 21.6 71.4 
４位 江戸　知治 80 8.4 71.6 
５位 河原　　薫 78 6.0 72.0 
６位 島田　朝雄 84 12.0 72.0 
７位 遠藤　　孝 84 12.0 72.0 
８位 舩木　誠也 84 12.0 72.0 
９位 重親　友行 82 9.6 72.4 
10位 杉田　弘明 82 9.6 72.4 

　平成23年11月13日（日）に、大山アークカント
リークラブにて「第２回さくら杯安来市民親善ゴルフ
大会」を136名の参加を得て開催しました。
　大会当日は小春日和にも恵まれ、盛会裡に無事終了
できました。
　なお、参加料の一部を東日本大震災の義援金として
寄付させていただきました。皆様のご協力誠にありが
とうございました。

平成23年11月13日　第２回さくら杯安来市民親善ゴルフ大会結果



月 水 木 金 土

テニスＡ
●一般男女
●14:00～16:00
●６人

ジュニアソフトテニスＴ
●小学生（育成）
●17:30～19:30

バドミントン
●一般男女
●19:30～21:30
●６人

リフレッシュスポーツ
●一般女性
●9:30～11:30
●７人

ジュニアジャズダンスＡ
●５歳～小学生３年
●17:30～18:30
ジュニアジャズダンスＢ
●小学生４年～中１
●18:30～19:30
●８人

　テニスＢ　　　エアロジャズ
●一般男女
●19:30～21:30
●５人

●一般男女
●19:30～21:00
●５人

ソフトテニス
●一般女性
●9:30～11:30
●５人

幼児体操
●５・６歳児
●14:30～15:30
●１人

体操競技Ａ
●小学生１年
●16:00～17:00

体操競技Ｂ
●小学生２年～
●17:00～18:30

Jr.HIPHOP
●小学生１年～６年
●17:30～18:30
キッズテニスT

●小学生（育成）
●18:00～20:00

レディースバドミントンＡ
●一般女性
●9:30～11:30
●５人

レディースバドミントンＢ
●一般女性
●13:30～15:30
●４人

HIPHOP
●小学生（育成）
●19:30～21:00

ジュニアソフトテニスＡ・Ｂ
●小学生１年～６年
●9:00～10:30
●６人
ジュニアソフトテニスＴ
●小学生（育成）
●10:30～12:30
キッズテニスＡ・Ｂ
●小学生１年～６年
●13:30～15:00
●８人

ヨガ
●一般男女（2,000円）
●13:30～14:30
キッズテニスＣ

●小学生３年～６年
●15:00～16:30

キッズテニスＴ

●小学生（育成）
●17:00～19:00

■月会費／一般3,000円、子供2,000円
●対象　●時間　●募集人数

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。
　大人の教室500円、子どもの教室300円にて、１日体験ができます。（１教室１回限り）

　第２回大会に引き続き、東北地方復興チャリティー大会として市民交流、地域活性化を目的に第３回大会を開催することといたしま
した。より多くの市民の皆様に参加していただけるよう工夫を凝らしていきたいと考えておりますので、是非ご参加下さい!!

　朝、起きたら一面まっしろ!!
　安来からチェーンを付けていざ大山へ。３m35cmという豪雪。
　２班に分かれ教室スタート、安来スキークラブの方々に指導し
て頂き、初めてスキーをした子も終わる頃には滑れるようになっ
ていました。山の天気は変わりやすく、雪が降ったりやんだりの
くりかえしでしたが、怪我もなく無事に終わることができまし
た。帰りのバスの中ではほとんどの人が眠っていました。

平成24年２月19日　スキー教室
　2月12日（日）安来市民会館におい
て、宝くじ文化公演「吉本バラエティー
ショー」を開催しました。宮川大助・花子
さんを筆頭に個性あふれる５組の出演者が
とっておきの芸を次々と披露して行きまし
た。このような落語、奇術、漫才等様々な
ジャンルのお笑いが一つのステージで行わ
れた公演は、安来では初めてのことで、会
場は終始笑いが絶えませんでした。特に地
元山陰（境港市出身）の宮川大助・花子さ
んの夫婦漫才は、二人の日常生活がネタと
なっており、何気ない行動や会話が、おも
しろおかしく語られ、二人の日常が垣間見
られるような爆笑漫才でした。

平成24年２月12日　吉本バラエティーショー



（4/1～10/31） 安来市民体育館 安来運動公園
休館日・休園日 毎週火曜日 な　　し

利用時間 9:00～22:00
庭球場　　 　　9:00～22:00
野球場　　　　　9:00～日没
陸上競技場　　　9:00～日没

施設の予約、受付 安来市民体育館窓口
＜受付時間8:30～22:00＞

安来運動公園管理事務所
＜受付時間11:00～20:00＞

※ただし、当日の庭球場ナイター使用申込受付時間は19時までです。

お問合せ先 TEL　0854-23-1923 TEL　0854-22-5911

施
設
利
用
の
ご
案
内

※トレーニングマシーンを初めて利用される方は初回
　 利用者講習会に参加いただく必要があります。
　 講習受講者には修了証を発行しますので、以後は
　 お好きな時間帯でのご利用が可能です。
　 日程・予約はTEL23-1923へお問合せ下さい。

※必ずトレーニングウェ
ア、室内シューズ、タオ
ルをご持参下さい。

●料金

一回につき
一般 300円
高校生 200円

回数券
（11枚綴り）

一般 3,000円
高校生 2,000円

●利用時間

9:00～21:45

※4/1～10/31の間、
　火曜日は休館日です。

さらにお得なフィットネス
会員料金もあります！
お問合せ下さい!!

●年会費　6,000円　保険料別途1,850円（任意）

※１回300円のビジター料金の設定もあります。

木曜日　13:30～15:30
土曜日　13:00～15:00  　どの時間にお出かけいただいても結構です。
日曜日　19:30～21:30

アンケート調査報告
2011年10月実施

　さくら総合スポーツクラブでは、利用者の皆様の声を管理・運営に活かすためにアンケート
を実施しております。今回の報告は主な項目を抜粋して掲載しています。
※当クラブホームページには全ての項目の集計を掲載しております。

■性別を教えて下さい。

■年齢を教えて下さい。

■職員の対応は親切ですか？

■施設は清掃が行き届いていますか？

■施設の設備や備品は充実していますか？

0 20 40

・女性
・男性

0 5 10

・55～59歳
・60～64歳
・50～54歳
・65～69歳
・40～44歳
・35～39歳
・45～49歳
・30～34歳
・70歳以上
・20～24歳
・9歳以下
・無回答

0 10 20 30 40

・そう思う

・ややそう思う

・どちらとも思わない

0 10 20 30 40

・そう思う
・ややそう思う

・どちらとも思わない

0 10 20 30

・そう思う
・ややそう思う

・どちらとも思わない
・あまり思わない

0 10 20 30 40 50

・スポーツ教室会員
・フィットネス会員

・一般利用
・サークル会員

0 10 20 30

・ちょうど良い
・やや高い
・非常に安い
・やや安い

■利用区分を教えて下さい。

■施設の利用料はどうですか？

アンケート調査報告

会場：市民体育館

さくらSSCビーチボールサークルのご案内


