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さくら総合スポーツ

クラブだより

　３月５日（日）市民体育館にて、さくらＳＳＣ会員とその家族、イベントスタッフあわせて５１０名のみなさんに参
加いただき、「さくらわいわいフェスタ」を開催しました！！！ジャズダンス教室の「よさこい」でオープニングを飾
り、その後、「スリッパとばし」や「ストラックアウト」などのブースを回り、普段あまりできないスポーツやゲーム
を楽しみました(*^^)vジャズダンス教室、Jr.hiphop教室のダンス発表会も行い、日ごろの教室での練習の成果を皆さ
んに見ていただきました。豪華景品？の当たる大抽選会では、ゲームでゲットした抽選券を握りしめ、当選番号の発表
を待つ子どもの目はキラキラしていました☆来年は３月４日（日）に開催します！！！

４月１日～４月28日までの約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3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

←ブログ

■さくら総合スポーツクラブ　ホームページ
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イベント活動報告

～～結果～～
 女性の部
　 優勝　　　　　 　 Fearless　チーム
　２位　　　　　　　凛　チーム
　２位リーグ優勝　　神風　チーム
　３位リーグ優勝　　cray‐cray　チーム

男性の部
　優勝　　　　　　　キング　チーム
　２位　　　　　　　幻影　チーム
　２位リーグ優勝　　CIRCUS Tempesta
　　　　　　　　　　　　　　　　　チーム
　３位リーグ優勝　　頂流　チーム
　
以上のチームの皆さんが入賞されました！

【各部優勝者】
総合（ネット）　　野白　夕月　様
ベストグロス男子　井畑　謙二　様
ベストグロス女子　頼田　千穂　様

平成28年11月28日　第34回さくらＳＳＣビーチボール大会

　10月30日（日）、グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部
にて、 「第7回さくら杯安来市民親善ゴルフ大会」を97
名の参加をいただき、開催しました。
　天気が心配されましたが気持ちのいい秋晴れに恵ま
れ、盛会裡に無事終了することができました。
　参加者の皆様、ご協賛、後援いただきました団体、企
業の皆様、ご協力誠にありがとうございました。
　各部優勝者は次の通りです。

平成28年10月30日 第7回さくら杯安来市民親善ゴルフ大会

　第３４回さくらＳＳＣビーチボール大会を開催しま
した。
　女性の部９チーム、男性の部９チーム、計１８チー
ム７９名の選手にご参加いただき無事に終了しました
☆結果は以下の通りです。

　全日本クラブソフトテニス選手権２連覇の「どんぐり
北広島クラブ」中本監督、水間コーチ、濱トレーナー、
榎本選手、小林選手、冨田選手、半谷選手、高橋選手、
田辺選手、三隅選手の１０名を講師にお招きし、約５時
間とても楽しい講習会をしていただきました。
　選手のコントロール力抜群のストローク！破壊力のあ
るスマッシュ！いろいろな必殺技！子どもたちにとって
とても良い経験になりました。参加してくれた、松江、
大田、美郷、羽合のみんなありがとう！
　最後になりましたが、どんぐり北広島クラブの皆さ
ん、ありがとうございました!(^^)!　また、来年もよろ
しくお願いします！！

平成28年12月23日　ジュニアソフトテニスフェスティバルin安来を開催しました！

　来年は３５回大会になります。いつもとは違う企画
を考えたいと思います。来年のご参加もお待ちしてお
りますm(__)m
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　2月5日（日）に親子スケート教室☆スケート＆
フォーゲルパーク見学に行って来ました。
 朝からあいにくの雨でしたが道路の混雑もなく予定
通り湖遊館に着きました。
　子どもたちは日頃履きなれない、ヒモのスケート
靴を苦労しながら履き準備運動をしてから氷のリン
クに上がりました。
　1時間の教室の間にいろいろなことを教わり三角の
コーンを回って帰れるまでに（＾-＾）ｖ
　10時からの自由滑走では、足が痛い～と言いなが
らもスケートを楽しみました。
　「花と鳥の楽園フォーゲルパーク」に移動し昼食
を食べた後は、エサやり、ふくろう、ペンギンなど
のバードショーを見学。ふくろうショーではフープ
を持ってショーのお手伝いもしました。

平成29年2月5日　スケート教室＆フォーゲルパーク

　1月8日と9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しまし
た。“さくらＳＳＣ”からはコーチ3名と選手3名が参
加しました。
　今回は、ＪＴＡより亜細亜大学テニス部の森コー
チ、龍谷大学Ｓ＆Ｇコーチの菊池トレーナーをお招き
しました。森コーチには、実技指導とスポーツマン
シップについての講義を、菊池トレーナーにはスキル
アップトレーニングとコンディショニングについてご
指導いただきました。
　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29年1月8日・9日　指導者研修会

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
●３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

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
●15:30～16:30
●２人入れます

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
●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

体操競技A

Jr.hiphopA

Jr.hiphopB
●小学生４年～高校生
●19:30～20:30

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

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
●３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

●５・６歳児
●16:00～17:00

●１～３年生
●17:00～18:30

●小・中学生（育成）
●17:00～19:00

●5・6歳児
●14:30～15:30
●６人入れます

●小学生２年～６年
●10:30～12:00

●対　　象
●時　　間
●募集人数

●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

　上記の週間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１5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
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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。

さくら総合スポーツクラブ　29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
　　　　カヌー教室
　　　　隠岐ジオパーク　自然体験の旅
  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7・8日）
  3月　 わいわいフェスタ（4日）

4月から　　　　　を導入します!!券売機
○トレーニング　　○トレーニング回数券（引換券）
○卓球　○格技場（個人使用）　○コンセントの利用
○貸し出しボール　○ビーチボールサークル１回券

ご利用方法
①券売機で必要な券を購入。
※初回のみ、窓口で利用者カードを受け取る。
　　　　　　（トレーニング、卓球、格技場）

②利用者カードにあるＱＲコードを読み取り機にかざす。
③発券された券を回収ＢＯＸに入れて利用開始 !!
※卓球の貸出し用ラケットを使用される場合は、ラケットを選び、
ラケットナンバーを券の裏に記入して使います。

※トレーニングを回数券でご利用される方は、購入した回数券を
切り離し、回収ＢＯＸに入れてからご利用下さい。

※詳細は窓口でお尋ねください。

券売機を利用できる種目

購入した券は回収ＢＯＸへ

QRコ
ードを

ここに
かざし

て下さ
い


