
第２号 さくら総合スポーツクラブだより 平成22年４月27日 (1)

※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。

初回利用者講習会はキャンペーン期間中　土・日曜日の 10:00 ～ 10:30 と 16:00 ～ 16:30、

水曜日の 19:00 ～ 19:30 週５回開催しますので是非ご参加願います。

（電話にて事前申込が必要です。TEL23-1923）

安来市民

体育館に

平成22年４月
第２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

クラブだより

料　金（１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

トレーニングルーム
 リニューアルオープン!!

トレーニングルーム利用料無料キャンペーン

５月１日～５月31日まで実施（火曜休館日は除く）



(2) 平成22年４月27日 第２号さくら総合スポーツクラブだより

テニスＡキッズテニスＢ

テニスの基礎練習を中心
に、簡単なゲームができる
ようにします。

●小学生１～６年男女
●土13:30～15:00
●２人
●2,000円

初心者・初級者を対象とし
た教室です。基礎練習を中
心に簡単なゲームができる
まで指導します。

●一般男女
●月14:00～16:00
●3,000円

バドミントン レディースバドミントンＡ・Ｂ

満身の力をこめて決めたス
マッシュはストレス解消に
最適です。

●一般男女
●月19:30～21:30
●５人
●3,000円

満身の力をこめて決めたスマッ
シュはストレス解消に最適です。

●A一般女性(初級・中級)
　B一般女性(初心者)
●A金 9:30～11:30
　B金13:30～15:30
●A10人　B７人
●3,000円

キッズテニスＣ キッズテニスＴ
( 選 手 育 成 )

Ｊｒ ＨＩＰＨＯＰ ＨＩＰＨＯＰ 
（ 育 成 コ ー ス ）

ソフトテニス テニスＢ

あなたも白球を追いかけ
て、さわやかな汗を流そ
う。初心者大歓迎！

●一般女性
●木 9:30～11:30
●８人
●3,000円

初心者・初級者を対象とし
た教室です。あなたも明る
い雰囲気の中で友達の輪を
広げよう。

●一般男女
●水19:30～21:30
●11人
●3,000円

試合に参加するための基礎
づくりと、テニスのルー
ル、マナーの指導をしま
す。大会にも参加します。

●小学生３～６年男女
●土15:00～16:30
●2,000円

応用練習を中心に、ゲーム
の組み立てや戦術を指導を
します。大会にも積極的に
参加します。

●小学生４～中学男女
●木18:00～20:00土17:00～19:00
●5,000円 (※ 3,000円)
　※は木曜日、土曜日どちら
　　か一方の参加料金です。

ヒップホップ系のダンス
ミュージックを使用し、
アップダウンのリズムに
のって楽しく踊ります。リ
ズム、カウントの取り方な
ど基礎的な練習をします。

●小学生男女
●木17:30～18:30
●2,000円

「動き」「感情」も込めた
ダンスの練習をします。更
にレベルアップした中上級
レベルの指導をします。

●小学生４～中学男女
●金19:30～21:00
●3,000円

キッズテニスＡ 
( 初 心 者 ク ラ ス )

スポンジボールを使って楽
しくラリーができるように
します。テニスを通して基
礎体力づくりをします。

●小学生１～３年男女
●土13:30～15:00
●２人
●2,000円

さくら総合スポーツ教室新規会員募集!!

申込について
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。
人数表示のない教室につい
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（育成コースを除
く）をしております。
詳しくはTEL23 -1923
へお問い合わせください。



第２号 さくら総合スポーツクラブだより 平成22年４月27日 (3)

※募集人数は４月７日現在のものです。随時募集
　をしていますので変更になる場合があります。●対象　●曜日・時間　●募集人数　●月会費

ジュニアソフトテニスＴ
( 選 手 育 成 )

リフレッシュスポーツ エアロジャズ

毎回バラエティーにとんだ
種目で美容と健康づくり。
ひとつだけの種目に満足で
きないあなたに最適！

●一般女性
●水 9:30～11:30
●７人
●3,000円

ハイテンポなリズムに乗っ
て、あなたも踊ってみませ
んか。汗をたっぷりかいた
後の爽快感は最高です。

●一般男女
●水19:30～21:00
●11人
●3,000円

体操競技

体操の好きな子みんな集ま
れ！鉄棒、マット、跳箱を
中心に基礎体力の増進をは
かります。

●小学生男女
●夏季木冬季金
　17:00～18:30
●2,000円

幼児体操 ジュニアソフトテニスＡ・Ｂ

ボール遊びや、マット運動
などを通して楽しく体力づ
くりを行います。

●５～６歳児
●夏季木冬季金
　15:30～16:30
●2,000円

基礎練習を中心にゲームの
ルール、マナーの指導をし
ます。

●A小学生１～３年男女
　B小学生４～６年男女
●土 9:00～10:30
●2,000円

試合に参加するための基礎づ
くりと、ソフトテニスのルー
ル、マナーの指導をします。
大会にも参加します。
●小学生男女
●月17:30～19:30土10:30～12:30
●5,000円 (※ 3,000円)
　※は月曜日、土曜日どちら
　　か一方の参加料金です。

さくら総合スポーツクラブ主催のサークル活動も
あります。スポーツをしてみたい、始めたいと
思っている方お待ちしています。

※ビーチボールのみビジター料金（１回料金）300円で
　参加できます。
※途中参加の会費もありますので、スタッフにご相談く
　ださい。

申込方法

ビーチボール

ジュニアジャズダンスＡ
( 初 心 者 ク ラ ス )

ジュニアジャズダンスＢ

音楽にのって体を動かし、
子供の表現力を高め全身持
久力を養います。

●５歳～小学生２年女子
●水17:30～18:30
●５人
●2,000円

音楽にのって体を動かし、
子供の表現力を高め全身持
久力を養います。

●小学生３年～中学１年女子
●水18:30～19:30
●５人
●2,000円

子供バドミントン

みんなで楽しくおしゃべりしながら、
気持ちの良い汗を流しましょう。日・
木・土曜日すべてに参加することがで
き１ヵ月に何回来てもＯＫ！です。
●一般男女
●日19:30～21:30木13:30～15:30
　土13:00～15:00
●138回（予定）　●50人

●7,000円（保険料込み）※年会費

月に２回（第１・３）みんなで和気
あいあいと楽しく練習しましょ
う。今年度より安来中央スポ少
から引き継いで行います。

●小学生男女
●日(第１・３)19:00～21:00
●24回　●50人

●5,000円（保険料込み）※年会費

さくら総合スポーツクラブ

主催のサークル活動

分からないことがあれば、市民体育館にＴＥＬ
してください!! スタッフが説明します。

電話番号は23-1923です。
（火曜日は休館日です。）



(4) 平成22年４月27日 第２号さくら総合スポーツクラブだより

　さくら総合スポーツクラブの活動理念「いつでも・どこでも・だれでも・いつまでも」をより多く
の人々に実感してもらい、新たな出会いをきっかけとして、閉塞した日常を打破し、気力・体力溢れ
る生活と社会を目指します。
　また、単なるコンペに終わるのではなく、賞品に特産品を充てることで地域再発見の端緒とした
り、参加料の一部を医療研究施設へ寄付することでささやかながらも社会貢献を果たしていきたいと
考えています。
日　　時　　平成22年５月23日（日）

開催場所　　鳥取県西伯郡伯耆町三部771-1

　　　　　　　大山アークカントリークラブ　

　　　　　　　　電話 0859-63-0374

参加資格　　安来出身者、在住者、在勤者

　　　　　　基本的に４人で申し込む

　　　　　　（個人申し込みも可）

競技種目　　個人戦　ダブルペリア方式

　　　　　　・男子/女子

表　　彰　　ハンデ戦　１～５位、飛び賞

　　　　　　グロス戦　１～３位

　　　　　　特 別 賞

参 加 料　　3,000円

　　　　　　別途プレー・昼食+１ドリンク代＝8,495円

　　　　　　（懇親会費を含めてゴルフ場で当日精算）

申込締切　　５月10日（月）

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

TEL・FAX　　0854-23-1923
懇 親 会　　午後７時から安来商工会議所で表

　　　　　　彰式を兼ねて開催（会費：2,000円）

チャリティー　　参加料の一部を島根県難病研究所

　　　　　　に寄付する予定でありますので、

　　　　　　ご了承下さい。

さくら総合文化事業 宝くじ文化公演

明るく元気なパワフルコンサートをご期待ください。
※開演時間・入場料等の詳細は、決まり次第ポスター・チラ
　シ等でお知らせします。

平成22年５月より、スポーツ教室の１日体験がスタートします!!

大人の教室　500円／こどもの教室　300円
※１日体験参加は１教室１回限りとします。

１日体験料金

第１回さくら杯
カップ

安来市民親善ゴルフ大会　開催要綱

スポーツ教室1日体験参加が可能になります！

大ホールの広い空間をひとりじめして、おもいっきり練習してみ
ませんか？…気分は有名ピアニスト!?安来市民会館では、ピアノ
練習希望者に大ホールのステージを有料で開放いたします。
（使用するピアノは、KAWAI製　最高級フルコンサートグランドピアノ
EXです。）
♬会　場　安来市民会館大ホール舞台
♬日　時　平成22年５月29日(土)・30日(日)
　　　　　＊ご利用時間／午前10時～午後5時
　　　　　（お一人様１時間のご利用となります。）
♬参加料　１時間　1,000円

５月１日(土)午前9時より受付開始！

＊定員になり次第締め切らせて頂きます。
＊受付は、市民会館窓口・電話にて行います。
　その他FAX等での受付はできませんので、ご了承ください。

★申し込み・お問い合わせは。。。
　安来市民会館（ＮＰＯ法人　さくら総合スポーツクラブ）
　〒692-0011　安来市安来町878-1
　TEL:0854-22-3308

おもいっきり♪ピアノ練習

●主　催●

特定非営利活動法人 さくら総合スポーツクラブ

開催月日
平成22年10月15日（金）

場　　所
安来市民会館大ホール

お問合せ
安来市民会館

（NPO法人 さくら総合スポーツクラブ）
〒692-0011 安来市安来町878-1

TEL 0854-22-3308


