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さくら総合スポーツ教室 週間スケジュール
月

水
リフレッシュスポーツ

●一般女性
●9:30～11:30
●５人入れます

木
ソフトテニス

●一般女性
●9:30～11:30
●４人入れます

テニスＡ

●一般男女
●14:00～16:00
●６人入れます
ジュニアソフトテニスＴ

●小学生（育成）
●17:00～19:00
キッズテニスT

●小・中学生（育成）
●17:00～19:00
バドミントン

●一般男女
●19:30～21:30
●５人入れます
申込みについて

幼児競技Ａ

ジュニアジャズダンスＡ

●５歳～小学生３年
●17:30～18:30
●３人入れます
ジュニアジャズダンスＢ

●５・６歳児
●14:30～15:30
体操競技Ｂ

●４～６年生
●17:00～18:30

●小学生４年～中１
●18:30～19:30
●４人入れます
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
●４人入れます ●５人入れます

①

④

⑥

⑤

●対象

●時間

金
レディースバドミントンＡ

●一般女性
●9:30～11:30
●３人入れます
レディースバドミントンＢ

●一般女性
●13:30～15:30
●６人入れます
幼児体操B

●５・６歳児
●16:00～17:00
体操競技A

●１～３年生
●17:00～18:30
Jr.HIPHOP

キッズテニスＴ

●小・中学生（育成）
●18:00～20:00

●募集人数

■月会費／一般3,000円、子供2,000円
土
ジュニアソフトテニスＡ・Ｂ

●小学生１年～６年
●9:00～10:30
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
●５人入れます
キッズテニスＣ

●小学生３年～６年
●15:00～16:30

●小学生１年～６年
●18:00～19:00
キッズテニスＴ
●２人入れます
●小・中学生（育成）
HIPHOP
●17:00～19:00
●小学生４年～中学生（育成）
●19:30～21:00

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。
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イベント活動報告
平成27年4月29日 親子凧あげ大会
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、島田交流センター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。
今年は、朝から絶好の気象条件に恵まれ色々な種類の凧
がいくつも空に浮かんでいました。
また、ラダーゲッター、クッブなど８種類のニュース
ポーツも楽しみました。
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27年７月26日 筏下り&しじみ採り

平成27年7月21日・22日 隠岐ジオパーク

今年も夏休みの第一週7月21日（火）より1泊2日で隠
岐・海士町、西ノ島町への旅を計画し、市内の小学生9名と
大人1名の参加がありました。梅雨明け後の不安定な天候
の中でしたが、両日とも概ね晴れて自然体験をするには、
ちょうど良い天気となりました。
1日目は、海士町のジオポイントの一つ明屋海岸へと向かい
ました。案内は、ジオガイドでもある宿泊先の隠岐自然村の館
長さんにお願いし、火山活動によって形成された海士町を含む
島前諸島の成り立ちをガイドしてもらいながら、明屋海岸を歩
きました。中でも、海岸一面に転がっている無数の石の中から
火山岩に含まれる宝石“ペリドット”のかけらを見つけ出す宝
探しでは、子ども達が目を輝かせて宝石を探す姿がとても印象
的でした。その後、海水浴場でもある明屋海岸で、海水浴や磯
遊びを楽しみました。
2日目は、西ノ島町に渡り摩天崖から国賀海岸まで2.3Km
のウォーキングコースを歩きました。途中、放牧された牛
や馬に子供たちは歓声をあげながら、水平線を見渡せる素
晴らしい景色や摩天崖の断崖絶壁等、隠岐の大自然を感じ
ながらウォーキングを行いました。午後は、B&G海洋セ
ンターに場所を移しインストラクターに指導してもらいカ
ヌーに挑戦しました。初体験の子どももいる中、悪戦苦闘
しながらも元気にパドルを漕いでいました。フェリー出航
まで時間いっぱい海洋センターで遊び、2日間の隠岐の旅を
終えました。
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
考えています。

★子どもたちの感想★

昨年は、直前の大雨の影響により中止。今回は、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乗込み、いざ出発！！
今回は追い風で緩やかですが流れもあります。それでもなか
なか進まないので大人の力を借りて河口まで進みました。全員
到着し、しじみ採りを開始。
約１時間しじみを採り、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。天候に左右され
るイベントですが、来年も開催したいと思います。

・フェリーからの景色は、海一面が見えて綺麗だったけど、（陸
地が見えなくなって）少し怖かった。
・僕は石のたくさんあるところ（明屋海岸）で、宝石の入った石
を探し2つ見つけました。緑のガラスみたいなもので、とても
綺麗でした。
・（磯遊びで）ウニや亀の手などがいました。時には小さい魚な
どもいて、すごく自然が多いなと思いました。
・（バーベキューで）大人チーム（添乗の職員）が最後までご飯
を残さず食べていて、偉いと思った。
・摩天崖に登るときには車で楽ちんだった。（ガイドさんの）お
話がとっても楽しかった。
・カヌーに初めて乗って、揺れて怖かった。あまり沖まで行けな
かったけどカヌーができて良かった。
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平成27年８月１日

カヌー教室

平成27年９月28日 (3)

平成27年8月14日 月の輪祭りダンスコンテスト
8月14日～17日の期間開催される「やすぎ月の輪まつ
り」のイベントのひとつ「月の輪ダンスコンテスト2015」
に『さくらSSCよさこいチーム（ジュニアジャズ教室）』
『さくらSSC Jr.Hiphopチーム（Jr.hiphop教室）』の2
チームが参加しました！
２チームとも、日頃の練習の成果を発揮し、元気よくキレの
あるダンスを披露しました。惜しくも入賞はできませんでした
が、踊り終えた後の子供たちの笑顔はサイコ－でした。

平成２７年８月１日（土曜日）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。
今回は少人数での開催となりましたが、その分多くの時間を
海上で過ごしました。その甲斐あってか、カヌー教室が始まっ
て５年目となりますが、初めて『亀島』に上陸しました。近そ
うに見えて、意外と距離があり、また沖の方に出ると風や波の
影響を受け体力の消耗が激しかったです。
天候にも恵まれ、楽しく充実した半日を過ごすことができま
した。

クラブ活動報告
ジュニアソフトテニスT（育成コース）
ジュニアソフトテニスT教室では、毎
年夏休みの終わりに安来市中学生ソフト
テニス大会の1年生の部に参加していま
す。今年も8月30日に男子５ペア、女子
３ペア計８ペアが出場しました。早朝は
少し雨が降っていましたが、子どもたち
の願いが通じたのか、試合が進むにつれ
天気もどんどん良くなりました。
結果は、１年生男子の部で飯橋・三
上ペア（社日小）が準優勝、深田・井
塚ペア（宇賀荘小・南小）が３位、１
年生女子の部で加納・村上ペア（十神
小・明道小）が準優勝。その他のペア
も頑張りましたが、惜敗。
過去最高の成績を収めることができ
ましたが、優勝には一歩届かず。来年
またチャレンジです！

今後のイベントのご案内

11月22日（日） 第33回さくらＳＳＣビーチボール大会
１月10日（日） テニス指導者講習会（～11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）・スノーボード教室
※決まり次第学校を通じて案内させていただきます。

３月６日（日） さくらわいわいフェスタ

(4) 平成27年９月28日
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カップ

第６回 さくら杯安来市民親善ゴルフ大会

集!!
参加者募

平成27年11月23日（月）勤労感謝の日

申込締切

10月31日（土）

開催場所

鳥取県西伯郡南部町荻名753
グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部
電話 0859-64-2111

申 込 先

安来市安来町1337－1
（安来市民体育館内）
さくら総合スポーツクラブ事務局

参加資格

安来出身者、在住者、在勤者 160人（40組）
基本的に４人で申し込む（個人申し込み不可）

TEL・FAX

0854-23-1923（担当：長谷）

競技種目

ダブルペリア方式
個人戦 男子/女子

懇 親 会

今回は中止とさせていただきます。

チャリティー

参加料の一部を安来市の地元団体へ寄付
する予定ですのでご了承下さい。

表

参加賞
ハンデ戦

日

時

彰

グロス戦
参 加 料

1～10位、ゾロ目賞、飛び賞、BB賞、
BBM賞、特別賞など
男子1～3位 女子1～3位

①参加料＝3,000円
②プレー代（ビジター料金）＝9,240円
（※消費税等込、食事代1,000円割引つき）
③キャディー代（希望者）＝2,200円
※全てゴルフ場で当日精算

●主

催●

特定非営利活動法人

さくら総合スポーツクラブ

市民体育館で

第33回

バドミントンをしませんか？

さくらSSCビーチボール大会 開催要綱

10月18日（日）18:30スタート

日

時

平成27年11月22日（日）

日

時

平成27年

場

所

安来市民体育館

場

所

安来市民体育館

対

象

Ａ：女性の部

対

象

小学生

一部・二部

Ｂ：男性の部（年齢区分なし）
※男女混成のチームでの出場も認めます。

参 加 料

半期10回

2,000円

後期10回

10/18～2016/3/20

チーム編成

１チーム５名（選手４名、補欠１名）

回

参 加 料

１チーム3,000円

申込方法 申込開始日10/11（日）から随時受付します。

申込方法

申込み用紙にて11月８日（日）までに参加料を
添えて市民体育館内さくら総合スポーツクラ
ブまでお申込みください。

数

受付時間は、9:00～17:00までとします。
問 合 先 さくら総合スポーツクラブ事務局

詳しくは 市民体育館 TEL0854-23-1923

安来市民体育館内

担当：池田、高井までお問い合せ下さい。

TEL0854-23-1923（担当：高井）

市民体育館（競技場）の利用

◆冬期の定期予約受付◆

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12日（月㊗）までに、市民体育館ま
でお申し込み下さい。

施設利用のご案内

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

