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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

月 水 木 金 土

テニスＡ
●一般男女
●14:00～16:00
●５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
●５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
●３人

　テニスＢ　　　エアロジャズ
●一般男女
●19:30～21:30
●４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
●４人

幼児体操
●５・６歳児
●14:30～15:30

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
●４人

レディースバドミントンＢ
●一般女性
●13:30～15:30
●５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
●８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
●２人

ヨーガ
●一般男女（2,000円）
●13:30～14:30
●５人
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）

★体操競技Ａ、体操競技Ｂ
は、11月から金曜日へ
移動になります。



　３月に改修工事が終了し、さくらSSCとして最初のテニスコート
でのイベントでした。教室参加者から66名が参加してくれ、的当
てゲームではいつも以上の集中力を発揮し、見事景品をゲット！的
に当たらなかった人も残念賞をゲットしました。
　後半の目玉イベントは、キッズコーチとジュニアソフトコーチに
よるエキシビションマッチ。コーチ陣は普段使わないボールに戸惑
いながらも試合は進み、３対１でキッズコーチの勝利！
　子どもたちみんなが応援してくれました。
　綺麗になったコートでのテニスは最高でした!!

平成24年４月14日　リニューアル記念テニス大会

　平成24年５月27日（日）
に、大山アークカントリークラ
ブにて「第３回さくら杯安来市
民親善ゴルフ大会」を178名の
参加を得て開催しました。
　大会当日は天候にも恵まれ、
盛会裡に無事終了することがで
きました。
　なお、参加料の一部を東日本
大震災被災地の総合型地域ス
ポーツクラブへ寄付いたしまし
た。皆様のご参加・ご協力、誠にありがとうございました。

平成24年５月27日　第３回さくら杯安来市民親善ゴルフ大会結果

　４月29日（日）に中海ふれあい公園（島田干拓地内）で親子凧
あげ大会を安来レクリエーション協会、安来凧同好会、島田スポー
ツクラブと共催で行いました。この凧あげ大会は、全国あそびの日
キャンペーンの一環として行われ、157名の参加者がありました。
　開会式直後は、風がほとんど無く凧をあげるには難しい天気で

したが、時間が経つにつれ徐々
に風が吹きはじめ、色とりどり
の凧があがりました。会場内で
は、他にジャンボこいのぼり
作りやグラウンドゴルフ等の
ニュースポーツコーナーも作ら
れ午前中の短い時間でしたが、
親子で楽しめるイベントとなり
ました。

平成24年４月29日　親子凧あげ大会

総合（ネット）
順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 安部　浩二 81 9.6 71.4 
２位 矢上　文博 87 15.6 71.4 
３位 日野　研二 83 10.8 72.2 
４位 伊藤　博章 89 16.8 72.2 
５位 田中　　操 81 8.4 72.6 
６位 石原　培雄 87 14.4 72.6 
７位 足立　祐介 80 7.2 72.8 
８位 佐々木義美 86 13.2 72.8 
９位 前田　正二 104 31.2 72.8 
１０位 岡田　　浩 79 6.0 73.0 

ベストグロス男子
順位 氏名 GROSS
優勝 仲田　八郎 78
２位 岡田　　浩 79
３位 足立　祐介 80

ベストグロス女子
順位 氏名 GROSS
優勝 高橋佐紀子 90
２位 原田奈生子 102
３位 嘉儀　良子 104

　６月３日（日）に
「新緑グルメツアー
“ひるぜん焼きそばを
食べに行こう”」と題
し、昨年のB－１グラ
ンプリを受賞した「ひ
るぜん焼きそば」を食
べに行く日帰りツアー
を企画しました。
　大人14人、子供８人
の参加があり、大人は２
㎞ちょっとのウォーキン
グ、子供はサイクリング
を楽しみました。
　汗をかいた後は、蒜
山休暇村のラドン温泉
に入り、さっぱりした
ところで、ひるぜん焼
きそばをおなかいっぱ
い食べ、蒜山のおいし
い空気も吸ってリフ
レッシュすることがで
ました。

平成24年６月３日　新緑グルメツアー“ひるぜん焼きそばを食べに行こう”



　平成24年９月１日（土）13:00か
ら、十神山なぎさ公園周辺中海に
て、今年も安来中央スポーツ少年
団・野坂さんの指導の下、カヌー教
室を開催しました。
　今年は都合により１回の開催の
為、27名と定員を少しオーバーしま
したが、昨年より多くのカヌーを準
備していただき無事にスタートすることができました。
　参加者のなかには昨年に続いて参加してくれた子どもたちもいて、
陸上での指導無しでカヌーに乗り込み、早速海へ漕ぎ出していました。
　最初はなかなかカヌーに慣れなかった人も次第にカヌーを自在に

操れるようになり、ボール拾い
競争や、班対抗リレーを時間
いっぱい楽しみました。
　当日は、朝から天気が良く、
しかし暑すぎず絶好のカヌー日
和となりました。

平成24年９月１日　カヌー教室

　８月８日（水）関西国際大学の
方が来館され、『キンボールをと
おしてスポーツの和を広げるプロ
ジェクト』にリフレッシュスポー
ツ教室のみなさん、地域の子ども
たちと一緒に参加しました。
　教授と12名の学生さんによる
指導が始まり、大きいボールを
操るのに悪戦苦闘しながら体全
身を使い練習しました。試合が
始まると、「オムニキン～」の
掛け声とともに皆で心地よい汗
を流しました。
　最後は学生によるエキシビショ
ンマッチを観戦、とても迫力のあ
るプレーを間近で見ることができ
ました。

平成24年８月８日　キンボール

11月25日（日） 第30回さくらＳＳＣビーチボール大会

１月13日（日） テニス指導者講習会（～14日）

１月～２月 スキー教室（開催日未定）
 スケート教室（開催日未定）決まり次第学校を通じて案内させていただきます。

３月３日（日） さくらわいわいフェスタ

　７月29日（日）真夏の暑い日
差しの中、筏下り＆しじみ採りを
行いました。
　はで杭とタイヤチューブで浮か
ぶ筏に風船をくくりつけ、いざ出
発!!
　流れが緩やかなので、大人の力
を借りて河口まで進みました。到
着したチームからしじみ採りを開
始。
　今年は、しじみの数が少ないと
いう情報もあり心配していました
が、なんとか持ち帰れるほどのし
じみをＧＥＴ!!!大きな怪我もなく
無事終了しました。
　また来年のご参加を心よりお待
ちしております。

平成24年７月29日　筏下り&しじみ採り

　さくら総合スポーツクラブ設立5周年記念事業として、2009年
に日本ジオパークに認定され、今年世界ジオパーク国内候補地に決
定した島根のホットスポットのひとつ隠岐の島への旅を計画しまし
た。夏休みの第一週７月24日（火）より１泊２日の隠岐・西ノ島
町への旅には、市内の元気な小学生５人が参加してくれました。
　１日目は隠岐ジオパークにも含まれる国賀海岸で、隠岐の素晴ら
しい景色や摩天崖の怖いくらいの断崖絶壁、また放牧された牛や馬

に子供たちは歓声をあげながら
2.3Kmのウォーキングコースを
大自然を感じながら歩きました。
２日目のＢ＆Ｇ海洋センターで
は、インストラクターに指導して
もらい、ふだん体験したことない
カヌー、ローボートに挑戦しまし
た。真夏の日差しの下、悪戦苦闘
しながらも、子供たちは元気いっ
ぱいにパドル（櫂）を漕いでいま
した。また、帰りのフェリー待ち
の間に港で魚釣り体験もすること
ができ、隠岐を満喫する２日間と
なりました。

　参加して
くれた子供
たち、あり
がとうね！
来年も夏休
みの思い出
となるよう
な事業を企
画したいと
思います。

平成24年７月24日　隠岐の島への旅



※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。
※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。

●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。
※11月からは火曜日も
　利用可能。

市民体育館で

をしませんか？

●●エアロビックトレーニング（有酸素運動）
トレッドミル（ランニングマシン）５台、エアロバイク　５台、
エアロクライム　２台

●●レジスタンストレーニング（筋力）
レッグカール（脚）、アブドミナル（腹）、ラットプルダウン
（背・胸）、チェストプレス（腕・胸）、レッグプレス（脚）、
シーテットロウ（背・肩）、リアデルト／ペクフライ（胸／
背）、ショルダープレス（肩）、レッグエクステンション
（脚）、バックエクステンション（腰）　各１台

その他
体重計、体組成計、血圧測定器、ストレッチマット、マッサージチェア、テ
レビ、冷暖房、更衣室（温水シャワー有）

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!!

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 全て安来市民体育館窓口で行います　　＜受付時間8:30～22:00＞
施設の利用に関するお問合せ 安来市民体育館　TEL0854-23-1923　＜受付時間8:30～22:00＞

施
設
利
用
の
ご
案
内

　市民体育館は、毎年冬場のインドアシーズンになると利用が集中します。
　そこで11月１日から来年３月31日までの期間、定期的な利用を希望されるクラブを対象に、競技場を公平に利用して
いただけるよう使用日の調整を行ないます。
　ご希望のクラブ代表の人は、体育館備え付けの用紙に必要事項を記入され10月８日（月㊗）までに、市民体育館ま
でお申し込み下さい。

市民体育館（競技場）の利用　◆冬期の定期予約受付◆


