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さくら総合スポーツ

クラブだより

　３月６日（日）に会員とその家族、役員合わせて、４８０名の参加者により、さくらわいわいフェスタを開催しまし
た。当日は、ラダーゲッター、スラックラインを含む９種類のゲームコーナーを設け、日頃できない種目をレベルクリ
アをめざして楽しんでいただきました。
　参加者からは“大人も一緒に遊べるのでありがたく、来年も楽しみにしています”と声をいただきました。
　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。

４月１日～４月30日までの１か月間、当クラブで開催している
教室の無料体験を実施します。詳しくは4ページ目の「スポーツ
教室無料体験キャンペーンについて」をご覧ください。

さくら総合スポーツ教室
無料体験キャンペーン

http://yasugi-reserve.0ch.biz/sakurassc/
是非ご覧ください。

←フェイス
ブック始め
ました

←ブログも
やっています

■さくら総合スポーツクラブ　ホームページ

さ　く　ら
わいわいフェスタ

さ　く　ら
わいわいフェスタ



(2) 平成28年３月28日 第１３号さくら総合スポーツクラブだより

イベント活動報告

　9月23日は「テニスの日」個別イベント第16回
チャオテニスを開催しました。
　今回はレッドボール大会を新設し過去最高の87
名の参加者がありました。
　ターゲットテニスでは日頃のレッスン時より真剣
な眼差しで希望の賞品をゲットした子どももいた
ようです。また100万人ボレーボレーでは達人が一
組、5段が二組、3段が一組とこれまた過去最高の
結果でした。
　U11とU13男女のトーナメントもあり、子ども達
は一日中テニスを楽しみました。

平成27年９月23日　第16回チャオテニスキッズトーナメント

　「第4回さくら杯クライマックスシリーズ」を開催しま
した。これは安来市軟式野球連盟学童部所属のチームか
ら、一年間の成績上位4チームを招待して総合優勝を争
う！という大会です。少し肌寒い天気でしたが、4チーム
とも元気いっぱいのプレーを見せてくれました！
　結果は以下の通りです。
試合結果
優　勝　社日ドジョーズ
準優勝　島田ビクトリーズ
第３位　安来ゴールドスターズ
第３位　広瀬スタッグス

平成27年11月28日　第4回さくら杯学童軟式野球クライマックスシリーズ

最優秀選手　本田恭也くん（社日ドジョーズ）
優秀選手　　小林晴也くん（島田ビクトリーズ）
優秀選手　　仲田有輝くん（安来ゴールドスターズ）
優秀選手　　細田幹太くん（広瀬スタッグス）

　第33回さくらＳＳＣビーチボール大会を開催しま
した！安来市内を始め松江、出雲、奥出雲から86
名の選手に参加いただき、大きな怪我もなく無事終
了しました！

平成27年11月22日　第33回さくらSSCビーチボール大会

優勝 ２位リーグ１位 ３位リーグ１位
女性の部 ＨＴＪ４８チーム 神風チーム ＲＥＧＵＬＵＳチーム

優勝 ３・４位トーナメント　優勝
男性の部 キングチーム イーグルチーム

　大会にご参加いただき、ありがとうございました！
また、来年もお待ちしております！！！

　広島県から「どんぐり北広島クラブ」の選手をお招
きし、講習会を行いました。集まってくれた小学生は
63名。選手は11名。とても充実した講習会をしてい
ただきました。
　午前中のストローク練習、ボレー練習では、みんな
が大きな声を出し楽しそうに練習し、昼からの応用練
習、選手との4ポイント勝負では、日ごろの練習の成
果を発揮し、点を取るペアも(*^^)v
　最後には、豪華景品のあたるじゃんけん大会まで
準備していただき、こどもたちは大大大満足の笑み
でした。

平成27年12月20日　ジュニアソフトテニスフェスティバルin安来

　グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部にて、「第6回さ
くら杯安来市民親善ゴルフ大会」を121名の参加をい
ただき、開催しました。昨日までは曇りか雨かといっ
た予報でしたが、フタを開けてみるとこれ以上ないぐ
らいの気持ちの良い晴天に恵まれ、盛会裡に無事終了
することができました。1日を通して市民交流を深め
るイベントとなったと思います。

平成27年11月23日　第6回さくら杯安来市民親善ゴルフ大会

【各部優勝者】
総合（ネット）　安井　島一　様
女性の部　　　　鐘築　京子　様
ベストグロス男子
　　　　　　　　中津　玄弘　様
ベストグロス女子
　　　　　　　　鐘築　京子　様

　さくら総合スポーツクラブ２０１５夏のイベント
の最終第４弾として「阪神甲子園球場」に行ってき
ました！
　クラブ会員の親子さんを中心に8組、計21人でク
ラブのマイクロバスに乗り甲子園へ！
　ペナントレース終盤で混戦のセリーグの中、優勝を
争う首位タイガースと、４位ながら好調カープの対戦
カードということもあり、大観衆の球場でとってもエ
キサイティングな試合を見ることができました！

平成27年９月13日　親子で野球観戦ツアー
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　午前中は出雲の湖遊館でスケート教室、午後からは
隣のゴビウスに行ってきました。
　スケート教室では講師の先生方の親切・丁寧な指導
のお陰で、初めての子も終わるころにはスイスイ滑れ
るようになりました。また、経験者の子も更に上のレ
ベルが身についたと思います！
　昼食を挟んで午後からはゴビウスとグリーンパーク
に行きました。身近にある中海・宍道湖でも改めて勉
強になることが多く、子ども達も自然を大事にしない
といけないな！なんて思ってくれた事でしょう！

平成28年２月７日　スケート教室＆ゴビウス

　1月10日と11日の２日間で、島根県テニス指導者
研修会を県ジュニアブロック強化合宿と兼ねて開催
されました。“さくらＳＳＣ”からはコーチ6名と
選手6名が参加しました。
　今回はＪＴＡよりナショナルエリアコーチの植田
さんと、同じくナショナルトレーナーの舘崎さんに
ご指導頂きました。
　コーチも選手も2日間ハードな研修・トレーニン
グを受けたので今シーズンの活躍が楽しみです！！

平成28年1月10日・11日　指導者研修会

　2回目のスケート教室＆フォーゲルパークに行って
きました。湖遊館に到着し、靴を履き替え準備運動。 
運動が終われば、待ちに待ったスケートです。慣れな
い靴と、ツルツルの氷に悪戦苦闘。いっぱい転びまし
た。ターンやバック滑走、いろいろなことを教えてい
ただき短時間で上手になりました。スケートの後は、
ぺこぺこになったおなかを満たすため「フォーゲル
パーク」へ。お友達と一緒においしいお弁当を食べ満
腹になってから園内の見学に。ソフトクリームも食べ
ました！バードショー・ペンギンのお散歩・ふくろう
ショーを見てから帰路につきました。

平成28年2月14日　スケート教室＆フォーゲルパーク

　スノーボード教室に行ってきました。
　申込み時には全然雪がなく開催が危ぶまれていまし
たが、子どもたちの願いが届き、雪が積もりました。
　当日の大山は約130センチの積雪、気温は－10度と
寒波の影響でかなり冷え込んでいました。
初めての子どもたちも、終わるころには上手に滑れる
ようになっていました。
　とても楽しい1日になりました！！！

平成28年1月24日　スノーボード教室

　市民体育館でｂｊリーグの試合が行われました。
ハーフタイムに、さくら総合スポーツクラブ「Ｊｒ．
ｈｉｐｈｏｐ教室」チームがダンスを披露しまし
た！！
　スタンバイしている子どもたちからは、笑みがこぼ
れていますが出番が近づくにつれ本気モードの顔へ。
 いざダンスが始まると、みな最高の笑顔で踊っていま
す♪♪
　大勢の観客が見ている中、素晴らしいダンスを披露
することができました(*^^)v(*^^)v(*^^)v

平成28年２月28日　ｂｊリーグダンス出演 ☆ほかにもこんな事しています☆
●しゃにちふるさと祭り　屋台出店・ダンス発表（Ｊｒ．Ｈｉｐｈｏｐ）

●キッズテニス定期戦（キッズテニスＡＢＣＴ教室）

●正面玄関イルミネーション取付
●なかうみマラソン　ボランティアスタッフ
●キッズテニス・ジュニアソフトテニス各種大会参加
●アンケート調査
　※ホームページに全ての項目を掲載しています。

ジュニアソフトテニスＴ教室
　加納　梓央里さん（十神小）
　村上　未明さん　（明道小）
＊３月２９日～

千葉県白子町で開催される大会
に出場します。

祝 全国大会出場 !!
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（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＞
◎時間外の受付については市民体育館で対応します。

※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

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

月 水 木 金 土

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

バドミントン
●一般男女
●19:30～21:30
●５人入れます

リフレッシュスポーツ
●一般女性
●9:30～11:30
●５人入れます

キッズミニテニス

キッズテニスC・Ｔ

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

ジュニアジャズダンスＢ
●小学生４年～中１
●18:30～19:30
●５人入れます

　テニスＢ　　　エアロジャズ
●一般男女
●19:30～21:30
●４人入れます

●一般男女
●19:30～21:00
●５人入れます

ソフトテニス
●一般女性
●9:30～11:30
●４人入れます

幼児競技Ａ
●５・６歳児
●14:30～15:30

体操競技Ｂ
●４～６年生
●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

体操競技A

Jr.hiphop

Jazz　HIPHOP※
●小学生1年～高校生
●19:30～21:00
●５人入れます

ジュニアソフトテニスＡ・Ｂ
●小学生１年～６年
●9:00～10:30
●５人入れます

ジュニアソフトテニスＣ

ジュニアソフトテニスＴ
●小学生（育成）
●13:00～15:00

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

キッズテニスＴ

■月会費／一般3,000円、子供2,000円
※Jazz HIPHOPの月会費は3,000円です。さくら総合スポーツ教室 週間スケジュール

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。

●小・中学生（育成）
●17:00～19:00

●小学生１年～６年
●18:00～19:00
●４人入れます

●小・中学生（育成）
●17:00～19:00

●小・中学生（育成）
●18:00～20:00

　上記の週刊スケジュール表の色つき（ピンク・ブルー）の教室のみ無料体験が可能です。１教室につき１回限りとさせ
ていただきます。また、定員に空きがあれば無料体験後、入会することができます。なお、表に示してある定員は、３月１
日時点のものです。既に定員に達した場合は御了承ください。キャンペーン期間終了後も大人の教室500円、子どもの教室
300円にて、１日体験ができます。詳しくは、TEL23-1923へお問い合わせください。

スポーツ教室無料体験キャンペーンについて

●５・６歳児
●16:00～17:00
●２人入れます

●１～３年生
●17:00～18:30

  

キッズミニテニス教室開始！！
開講日　水曜日14：30～15：30　　対　象　幼児（年中～年長）
会　費　月２，０００円　　　　　　定　員　１２名　　　　　　

キッズテニスC教室（週２回コース）
キッズテニスT教室（中学生コース）

増　設！！
水曜日　１７：００～１９：００
　　　　　　　　　　　　のコースを増設！

●小・中学生（育成）
●17:00～19:00

●5・6歳児
●14:30～15:30

幼児期からテニスにふれあい、目指すは錦織圭！？

さくら総合スポーツクラブ
28年度のイベントスケジュール

  4月　 新年度スタート
  5月　 子どもバドミントンサークル
　　　　　　　　　　前期スタート
  7月～8月
　　     いかだ下り、カヌー教室
          山陰海岸ジオパーク　岩美海岸の旅
  9月　 チャオテニス（23日）
 10月　 子どもバドミントンサークル
　　　　　　　　　　 後期スタート
 12月～2月
　　　  スキー・スケート教室
　　　  スノーボード
  1月　 テニス指導者講習会
　　　　　　　　　（1月8・9日）
  3月　 わいわいフェスタ（5日）

●小学生２年～６年
●10:30～12:00

ジュニアソフトテニスＣ教室
新　設！！

土曜日　１０：３０～１２：００のコースを新設！

●対　　象
●時　　間
●募集人数


