
第10号 さくら総合スポーツクラブだより 平成26年９月29日 (1)

平成26年9月
第10号
編集・発行

さくら総合スポーツクラブ
〒692-0011 安来市安来町1337-1

安来市民体育館内
TEL（0854）23-1923

http://www7.ocn.ne.jp/~yasu-gym/

さくら総合スポーツ
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■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

さくら総合スポーツ教室 週間スケジュール
（市民体育館）

　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。

    のマークがついている教室は、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
●６人

ジュニアソフトテニスＴ
●小学生（育成）
●17:30～19:30

キッズテニスT

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
●５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
●５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

キッズテニスＴ

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
●６人

Jr.HIPHOP

HIPHOP
●小学生４年～中学生（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

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
●10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・中学生（育成）
●17:00～19:00

●小学生１年～６年
●18:00～19:00
●７人

●小・中学生（育成）
●17:00～19:00

●小・中学生（育成）
●18:00～20:00

★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。

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

①ジュニアジャズＡＢ（がいな祭り参加）　②体操競技Ｂ　③テニスＢ　④ＨＩＰＨＯＰ（月の輪まつりステージイベント）
⑤キッズテニスＴ　⑥カヌー教室　⑦レディースバドミントンＡ

①

②

③

④⑤⑥⑦
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　毎年、ジオパークとその自然を体験する旅を夏休みに合わせ計画
していますが、今年は山陰海岸ジオパークの一部、鳥取県岩美町の
浦富海岸を中心に7月22日（火）より1泊2日の旅を計画し、市内
の小学生8人の参加がありました。全行程さくら総合スポーツクラ
ブ所有のマイクロバスでの移動でしたが、初日は浦富海岸のウォー
キングコース（網代港～城原海岸）2.9Kmをガイドの方の説明を聴
きながらアップダウンの激しい山道や海面上に大小の島や岩が散在
する美しい風景が続く海岸線等、起伏に富んだウォーキングコース
を2時間30分かけて歩きました。2日目の渚交流館では、インスト
ラクターに指導してもらいシーカヤックに挑戦しました。真夏の日
差しの下、海は透き通るように綺麗で、海岸線に点在する入江の浜
を目指して出発しました。波が無く穏やかな港から外海に出ると、
次第に波が高くなり、子ども達もカヤックを操るのに悪戦苦闘して
いる様子でしたが、元気いっぱいにパドル（櫂）を漕いで無事に体
験を終えることができました。また、午後からの山陰海岸学習館で
は、山陰海岸ジオパークの成り立ちや生息する生物などの説明を学
芸員の方から真剣に聴く子ども達の姿がとても印象的で、旅の目的
を充分果たした様に感じました。帰路の途中に鳥取砂丘にも立ち寄
ることができ、自然の雄大さを感じられた2日間となりました。
　来年もジオパークをテーマに夏休みの思い出となるような事業を
企画していきたいと思います。

平成26年7月22日・23日　山陰海岸ジオパーク自然体験の旅

イベント活動報告

　平成２６年６月１日（日）に、グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部
にて「第５回さくら杯安来市民親善ゴルフ大会」を１３１名の参加
をいただき、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。
　プレイ後は表彰式（懇親会）を安来商工会議所で開催し、参加者
全員に当たる抽選会など大いに盛り上がり、１日を通して市民交流
を深めるイベントとなりました。
　また参加料の一部でスポーツ用品を購入し、安来市体育協会に寄
贈いたしました。参加者の皆様、ご協賛各社、ご協力ありがとうご
ざいました。

平成26年6月1日　第5回さくら杯安来市民親善ゴルフ大会結果

種目 氏名 GROSS HDCP NET
総合（ネット） 永島隆哉　様 85 14.4 70.6 

各部優勝者

種目 氏名 GROSS
ベストグロス男子 福井　毅　様 77

種目 氏名 GROSS
ベストグロス女子 長澤静香　様 88

　平成２６年８月２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。
　申込み開始してすぐに定員がいっぱいとなりましたが、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。
　始めに、ライフジャケットの着用方法を学び、陸上でのパドル操作
の練習、その後海上で前進、後退、左右へと漕ぐ練習をしました。
　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、少し遠くの方まで行ってみたり、ボール拾い競
争をしたり、カヌーを楽しみました。

平成26年８月２日　カヌー教室

★子どもたちの感想★

・ウォーキングは、思っていたよりもきつかったけど、景色がきれ
いで楽しかったです。汗をいっぱいかきました。

・（ウォーキングは、）予想よりだいぶ疲れました。
・とても大変でしたが、ウォーキングの後に食べたお弁当は、最高

でした。
・バーベキューは、すごく楽しくておいしかったです。特に焼きそ

ばが美味しかった。
・シーカヤックでは、水がたくさん入ってきて大変でした。
・船（シーカヤック）から落ちないかなど、不安もあったけど、無

事ゴールまで行けて良かったです。
・山陰海岸学習館では、お魚、土地のことを知ることができて、と

ても良かったです。特に3Dシアターが分かりやすかったです。
・ジオパークの勉強で、ここが世界ジオパークに登録されていると

教えてもらった時は驚きました。でも山陰に2つ登録されている
と聞いた時は、更にビックリしました。

・鳥取砂丘では、靴に砂が入ったり、急で大きな砂の坂を登り降り
するのが大変だったけど、この2日間はとても楽しかったです。

・鳥取砂丘の丘から見た海の景色がすごくきれいでした。
・この会のおかげで、友達とも更に仲良くなれました。僕の中では、

山陰海岸ジオパーク自然体験の旅が今までで一番楽しかったです。

開会式安来市体育協会へスポーツ用品を寄贈
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　旧市民体育館キッズテニス教室が基盤となりジュニアテニスクラブ“キッズ安来”として
発足から12年が経過しましたが、この４月から新たに中学生もメンバーに加わりクラブ名を
“さくらＳＳＣ”と改名して安来運動公園庭球場で週３回の練習に励んでいます。現在のメ
ンバーは市内の中学生４名、小学生10名の計14名で活動しています。発足当時はなかなか
大会で勝つことが出来ませんでしたが、近年では島根県大会、中国大会で優勝する選手もい
て、出身会員の中には高校に進学後インターハイ、国体、全日本ジュニアに出場するまでに
なりました。中学生は部活動との両立でハードなスケジュールのようですが、目標は大きく
ここ安来より第二の“錦織圭”を目指して日々頑張っています。

キ ッ ズ テ ニ ス

今後のイベントのご案内今後のイベントのご案内

クラブ活動報告

ジュニアソフトテニスT（育成コース）

★2014年の主な戦績
◎全国小学生県予選男子2位:金川哲大、3位:大下穂高、同女子3位:内田彩也香、5位:朝山朋夏
◎全国中学生県予選男子ダブルス3位: 岩田悠希・生和成壱斗ペア、女子5位: 青戸玲奈・細木　遥ペア
◎中国ジュニア県予選Ｕ12男子シングルス優勝:金川哲大、3位:大下穂高、同女子: 4位:細田くるみ、
5位:山本　華、同男子ダブルス優勝:金川哲大・大下穂高ペア、同女子ダブルス2位:細木　遥・朝山朋夏ペア、
3位:内田彩也香・岩田京華ペア、同Ｕ14男子ダブルス3位: 岩田悠希・生和成壱斗ペア
(※上記入賞選手は各中国大会へ参加しました。)

　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31日に男子３ペア、
女子３ペア計６ペアが出場しました。
　初めて参加、昨年に引続き参加にかかわらず皆緊張した面持ちで、試合に臨
みました。
　結果は、1年生男子の部で寺本・鉄本ペア（荒島小・広瀬小）が３位、１年
生女子の部で中村・石橋ペア（十神小）が３位、今年は２ペア入賞することが
できました。
　優勝を目指し週２回の練習を頑張ってきましたが、一歩及ばず。来年また
チャレンジです！

11月23日（日） 第32回さくらＳＳＣビーチボール大会
１月11日（日） テニス指導者講習会（～12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１日（日） さくらわいわいフェスタ
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日　　時　平成26年11月23日（日）
場    所　安来市民体育館
対　　象　Ａ：女性の部　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。
チーム編成　１チーム５名（選手４名、補欠１名）
参 加 料　１チーム3,000円
申込方法  申込み用紙にて11月９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。
詳しくは　市民体育館　TEL0854-23-1923
担当：池田、高井までお問い合せ下さい。

日　　時　平成26年10月19日（日）18:30スタート
場　　所　安来市民体育館

対　　象　小学生

参 加 料　半期10回　2,000円

回　　数　後期10回　10/19～2015/3/15

申込方法　申込開始日10/12（日）から随時受付します。

          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

　　　　　安来市民体育館内

　　　　 TEL0854-23-1923（担当：高井）

第32回

さくらSSCビーチボール大会　開催要綱

市民体育館で

バドミントンをしませんか？

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（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13日（月㊗）までに、市民体育館ま
でお申し込み下さい。

①トップアスリートによる支援
　国体以上大きな大会で活躍した人の

支援を得て地域のジュニアアスリート
等を支援する活動。

※今年度は、ソフトテニスのトップ指
導者「安達和紀」氏をコーチに、市内
の中学校を巡回指導！！

②地域課題解決の取組
　地域の抱える課題に視点をあて解決

していく活動。
※今年度は、幼児に「遊びの楽しさ」に

触れてもらい運動好きな子を増やし、
社会性を培おうと願い、市内の幼稚
園、保育所を巡回指導している。

③体育の授業等の支援
　小学校の体育活動を支援する活動。

※今年度は、小学校の体育の中で、要

望のあった種目の指導者を送り、授業

の手助けをしている。

　（水泳、表現・ダンス、器械運動等）

②の幼・保への「運動あそび」を広げる活動は、直接的な幼・保への訪問指導は
5月から始め、幼児の楽しい笑顔に包まれながら、好スタートをしています。
平成27年2月まで続きます。この活動の一環として、5月末には、安来市保育
協議会（市保育所）とさくらの事業との共同で、中央から「太田昌秀」氏を招
き、『運動あそびとその大切さ』と題した実技講習会・講演会を催し、100名
余りの方々に集まっていただいた。

③の小学校授業支援活動は、5月から、
母里小学校へ表現、水泳、山佐小学校
へ器械運動、布部小学校へ水泳、器械
運動の授業支援に指導者を派遣してお
り、学校からは好評を得ている。

♦事業の中身と特色

♦事業の様子
＊①のトップアスリート事業は9月からスタートします。

平成26年度　文部科学省委託事業　

「地域スポーツとトップスポーツの好循環推進プロジェクト」事業への取り組み


