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さくら総合スポーツ

クラブだより

　３月４日（日）安来市民体育館にて、さくらＳＳＣ会員とその家族あわせて550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、「ラダーゲッター」や「ストラックアウ
ト」などのブースを回り「カローリング」のコーナーでは、先日まで行われていた平昌オリンピックでのカーリ
ングの影響もあってか長蛇の列ができていました。ブース巡りでゲットした抽選番号で大抽選会をも行いまし
た。抽選画面と自分の番号を何回も見返す子どもの目はキラキラしていました☆
　次回は耐震補強工事があるため、１回お休みの予定です。その期間にさらに良いイベントにできるようアイデ
アを出し合って次のわいわいフェスタに備えたいと思います。

４月２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

さくら わいわいフェスタさくら わいわいフェスタ
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イベント活動報告

yyy 結果 yyy
 女性の部
　優勝　　　 　  Fearless　チーム
　２位　　　　　INFINI　チーム
　３位　　　　　virus　チーム
　MVP Fearlessチームの岸野瞳さん 
 男性の部
　優勝　　　　　幻影　チーム
　２位　　　　　KING　チーム
　３位　　　　　レジスタ　チーム
　MVP 幻影チームの吉田大輝さん

　以上のチームの皆さんが入賞されました！
　おめでとうございます！

平成29年11月26日　第35回さくらＳＳＣビーチボール大会

　1月7日と8日の２日間、安来市民体育館にて島根県テ
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、“さくらＳＳＣ”からはコーチ4名と選手2
名が参加しました。
　今回は日本テニス協会Ｓ級エリートコーチの伊東敏宏
さんと、日本テニス協会ストレングスコーチの藤田賀史
さんにお越しいただきました。
　伊東コーチからは、テニス実技と講義では各自のスト
ロングポイント・ウィークポイントについて分析などご
指導頂きました。
　藤田コーチからは、スキルアップトレーニングやト
レーニングの原理原則などご指導頂きました。
　コーチも選手も２日間みっちりと研修・トレーニング
を受けたので今回の内容を生かして今シーズンも頑張り
ます！

　第３５回さくらＳＳＣビーチボール大会を開催しま
した。女性の部６チーム、男性の部６チーム、計１２
チーム５２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。

　どんぐり北広島クラブの監督・コーチ・選手にお越し
いただき、「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。今年で３回目のイベントには山陰
両県から６７名の参加があり、９時から１５時までソフ
トテニスを楽しみました☆
　ウォーミングアップから始まり、フォア・バックスト
ローク、ボレー、スマッシュ、サーブと内容は盛りだく
さん！子どもたちは普段見ることのできないトップレベ
ルの選手たちのプレーに目を輝かせていました。
　また開催してくださいというお声もいただきました1
　参加していただきありがとうございました。

平成29年12月16日　ジュニアソフトテニスフェスティバルin安来
　2月4日（日）にスキーとスノーボード教室に行ってき
ました。
　当日朝から雪が積もり大山は約135センチの積雪、現
地温度計の気温は－8度と寒波の影響でかなり冷え込ん
でいましたが、 ふわふわの新雪の上を滑ることができ気
持ちよかったです。スキーもスノーボードも初めての子
どもが多かったですが、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30年2月4日　スキー・スノーボード教室

　３５回大会を記念して、豚汁（選手無料）やニュー
スポーツコーナー設けました。
　今後も楽しく皆さんに喜んでいただける企画をして
いきたいと思います。

平成30年1月7日・8日　指導者研修会



第１７号 さくら総合スポーツクラブだより 平成30年３月26日 (3)

　「スケート教室＆ゴビウス」を行いました。午前中は湖遊館でスケート教室、午後
からは隣のゴビウスとグリーンパークに行ってきました。
　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、初めはぎこちない滑
り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。子どもの吸収力はさすが
ですね。
　昼食を取って午後からはゴビウスとグリーンパークに行きました。毎年行っています
が、展示内容も変わっていたり、いろいろな工夫がされていたので面白かったですよ！
　グリーンパークではたまたま工作イベントがあり、みんなで「ウグイス笛」を作っ
てみました。
　意外と手先を器用に扱わないと作れなくて大人でも難しかったです。

平成30年2月11日　スケート教室＆ゴビウス

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。

　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１7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

■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

曜日 教　　室　　名 対　　象 募集人数 時　　間
8月1日からの予定

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月

テニスA 一般男女 3名 14:00～16:00 休講 運動公園で実施 休講
バドミントン 一般男女 4名 19:30～21:30 工事期間中休講
ジュニアソフトテニスT㈪　※育成 小学生 ー 17:00～19:00 運動公園で実施 休講 運動公園で実施
キッズテニスT㈪　※育成 小学生 ー 17:00～19:00 運動公園で実施

水

リフレッシュスポーツ 一般女性 3名 9:30～11:30 工事期間中休講
キッズミニテニス 年中・年長 5名 14:30～15:30 工事期間中休講
テニスB 一般男女 4名 19:30～21:30 休講 運動公園で実施 休講
ジュニアジャズダンスA 年中～ 5名 17:30～18:30 アルテピアで実施（18:00～19:00）
ジュニアジャズダンスB 小学4年生～ 5名 18:30～19:30 アルテピアで実施（19:00～20:00）
エアロジャズ 一般女性 5名 19:30～21:00 アルテピアで実施（20:00～21:30）
キッズテニスD㈬　※育成 小学生 ー 17:00～19:00 運動公園で実施

木

ソフトテニス 一般女性 2名 9:30～11:30 休講 運動公園で実施 休講
幼児体操A 年中・年長 10名 15:30～16:30 工事期間中休講
体操競技B 小学4年生～ 3名 17:00～18:30 工事期間中休講
キッズテニスT㈭　※育成 小学生 ー 18:00～20:00 運動公園で実施 休講 運動公園で実施

金

レディースバドミントンA 一般女性 3名 9:30～11:30 工事期間中休講
レディースバドミントンB 一般女性 2名 13:30～15:30 工事期間中休講
幼児体操B 年中・年長 0名 16:00～17:00 工事期間中休講
体操競技A 小学1年～ 0名 17:00～18:30 工事期間中休講
Jr．HiphopA 満6歳～ 0名 18:00～19:00 アルテピアで実施（18:00～19:00）
Jr．HiphopB 小学4年生～ 0名 19:30～20:30 アルテピアで実施（19:30～20:30）

土

ジュニアソフトテニスA 小学1年～ 5名 9:00～10:30 休講 運動公園で実施 休講 運動公園で実施
ジュニアソフトテニスB 小学生4年～ 5名 9:00～10:30 休講 運動公園で実施 休講 運動公園で実施
ジュニアソフトテニスC 小学生 ー 10:30～12:00 休講 運動公園で実施 休講 運動公園で実施
ジュニアソフトテニスT㈯　※育成 小学生 ー 13:00～15:00 運動公園で実施
キッズテニスA 小学1年～ 5名 13:30～15:00 休講 運動公園で実施 休講 運動公園で実施
キッズテニスB 小学生4年～ 5名 13:30～15:00 休講 運動公園で実施 休講 運動公園で実施
キッズテニスC㈯ 小学生 ー 15:00～16:30 休講 運動公園で実施 休講 運動公園で実施
キッズテニスD㈯　※育成 小学生 ー 15:00～17:00 運動公園で実施（12月から13:00～15:00）
キッズテニスT㈯　※育成 小学生 ー 17:00～19:00 運動公園で実施（12月から15:00～17:00）

８月から市民体育館は改修工事を行います。
各教室の予定も８月から下表のように場所・時間が変更になります。

●休講   ●運動公園で実施
●アルテピアで実施 ●工事期間中休講
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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

安来市民体育館は耐震補強工事のため使用できません
（１階トレーニングルームを除く）

目的別にトレーニングをご提案！ 安来市民体育館
トレーニングルーム

パーソナルトレーニングパーソナルトレーニング
不定期ではありますが、トレーナーの指導を受けながらトレーニングができます。
今まで通われてきた方や始めたばかりの方、どうぞお気軽にお声がけください！
不定期ではありますが、トレーナーの指導を受けながらトレーニングができます。
今まで通われてきた方や始めたばかりの方、どうぞお気軽にお声がけください！

【第23回やすぎ刃物まつりイベント会場】

－テニスで笑顔に！！笑顔で元気に！！－
ラリーをしてテニスの楽しさを体験しよう！

さくら総合スポーツクラブ
やすぎ刃物まつりイベント会場（本町通りミニコート×2面）
平成30年5月5日（土）こどもの日　10：00～ 15：00
小学生（幼児から参加可）
無料
参加記念ボールペンを差し上げます。
①1分間の練習の後にテニスコーチ相手にラリー開始！
②ラリーのチャレンジ回数は一人3回（ボール3球）です。
③ラリーの回数で金・銀・銅のカードを贈呈します。
※10回：銅賞　　15回：銀賞　　20回：金賞
幼児、低学年はスポンジボール・高学年はレッドボール（PLAY＋STAY）
子ども用ラケットを無料で貸し出します。

何球続けられるかな？

相手はコーチだから
大丈夫だよ！

みんなのチャレンジ
待ってるよ！

〒692-0011 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
TEL・FAX　0854-23-1923
アドレス　  yasugi-tennis@nifty.com

問い合せ

主　　催
会　　場
開催日時
参加資格
参 加 料
参 加 賞
内　　容

ラリー球
ラケット

～こんな方におすすめです～

1人じゃ続かない… 本気で身体づくりをしたい！

ダイエットに効果的な筋トレと有酸素運動の関係

筋力を増やす為の効果的な回数、セット数の設定　などなど・・・

利用者カードをお持ちの方

45分　￥1,000円　（使用料別途）

事前に予約をお願いします（締切：前日の18時まで）

安来市民体育館　℡0854-23-1923

指導トレーナー紹介指導トレーナー紹介

トレーニングルーム or フリーウエイトルーム

4月

指導日

 9 日（月）

15日（日）

21日（土）

時　間

10：00～ 11：00

11：00～ 12：00

19：00～ 20：00

20：00～ 21：00

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

対象者

申込み

受講料

お問合せ

会　場

青木　宏行 氏
2017年ベストボディジャパン
　　　 西日本フィジーク　
-176cmグランプリ獲得！

（松江大会）

筋　力
アップ

シェイプ
アップ

持久力
アップ

健康
維持，増進

期間　平成３０年８月１日～平成３１年３月３１日


