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さくら総合スポーツ

クラブだより
①第19回チャオテニス　②ジュニアソフトテニス T教室（大会参加）　③ジュニアジャズダンス（月の輪ダンスコンテスト）　④学童野球クライマックスシリーズ　⑤チャオテニス（レッドボール）

　安来運動公園テニスコートにて「第1回さくら杯小学生ソフトテニス大会」を開催しました。
　山陰の小学生55 ペア（男子26、女子29）で試合を行いました。当日は朝から日差しがきつく、選手にとって
は良いとはいえないコンディションでしたが大きな事故もなく終了することができました。
　参加していただいた選手、朝早くから送迎してくださった保護者のみなさん、各チームの監督・コーチのみな
さんありがとうございました。
　また、運営をお手伝いいただいた安来市ソフトテニス連盟のみなさん、保護者のみなさんありがとうございま
した。
　第2回、第3回と継続して開催し、クラブ間交流やレベルアップを目指します！

平成30年7月15日（日）　第1回さくら杯小学生ソフトテニス大会

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

男子の部入賞者 女子の部入賞者
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イベント活動報告

　中海ふれあい公園において“凧あげ＆ニュースポーツ
の集い”が開催されました。安来レクさん、安来凧同好
会さん主催でさくら SSC も共催しているイベントです。
天気も良くほどよい風もあって凧がぐんぐん空に上がっ
ていきました。

平成30年4月29日（日）　親子凧あげ大会
　 や す ぎ 刃 物 ま つ り イ ベ ン ト 会 場 に て Smile Kids 
Tennis を開催しました。
　朝から天気も良く絶好のテニス日和
　75名のキッズが高校生のお姉さんの優しい指導の後、
ラリーを続け、金賞・銀賞・銅賞カードと参加賞をゲッ
トしました。
　 参 加 し て く れ た
キッズのみなさん、
お買い物してくれた
みなさん、朝からお
手伝いをしてくれた
高校生、ありがとう
ございました ! !

平成30年5月5日（土）　Smile Kids Tennis

　今年の夏も“2018 やすぎ月の輪ダンスコンテスト”
に さ く ら SSC よ り 3 チ ー ム（Jr.Hiphop A チ ー ム、
Jr.Hiphop B チーム、よさこいチーム）が出演しました。
　残念ながら入賞はできませんでしたが、子どもたちは
暑さに負けず最高のパフォーマンスを見せてくれまし
た。
　参加者また応援の保護者の方暑い中お疲れさまでし
た。
　来年は絶対に入賞するぞ～～！

　16日（木）は、やすぎ月の輪まつり明治町ステージ
に Jr.Hiphop B教室の、小中学生チームと高校生チー
ムが出演しました。元気いっぱい・笑顔いっぱい踊って
きました。

平成30年8月14日（火）・16日（木）　月の輪まつり

　クラブ会員親子で野球観戦
をする予定で阪神甲子園球場
に出発しました。14時にプ
レイボール、カッパを着て応
援していましたが、天候不良
とグラウンドコンディション
不良のためノーゲームになっ
てしまいました（T_T)
　阪神VS巨人戦の観戦はこれで 2連敗

平成30年9月9日（日）　親子で野球観戦ツアー
　9月23日は日本全国「テニスの日」の共同イベントで【第
19回チャオテニスキッズトーナメント】を開催しました。
　今回は近隣のクラブから 109名の参加者があり、安来
運動公園テニスコートで一日中テニスを楽しみました。
レッドボール、グリーンボール、U11 と U13男女のトー
ナメントに加え、恒例のターゲットテニスでは、試合よ
り気合いが入った子ども達もいたようです！
　また、今回の 100万人ボレーボレーでは 3段（3分間
達成）ペアが一組しかなくちょっと残念な結果でした。
　参加した子ども達、スタッフの皆さん、お手伝いいた
だいた保護者の方お疲れ様でした。
　また来年参加してくださ～い！！
試合の結果は下記URL からご覧ください。
http://yasugi-tennis.kids.coocan.jp/19chao-seiseki.xls

平成30年9月23日（日）　第19回チャオテニス
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　9月24日にキッズテニス交歓大会＆BBQ を開催しま
した。
　選手、保護者、コーチ総勢56名での BBQ は豪快でし
た！子ども達は通常のスクールでは対戦が出来ない他の
クラスとの交流試合で一日中試合を楽しみました。
　お手伝いいただいた保護者の方々、またコーチの方お
疲れさまでした。
　また来年しましょう ! !

平成30年9月24日（月）　キッズ交歓会
　9月24日（月）、グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部にて、

「第8回さくら杯安来市民親善ゴルフ大会」を 105名の参
加をいただき、開催しました。
　心配していた天候にも恵まれ、盛会裡に無事終了する
ことができました。
　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。
総合（ネット）　　　稲田  政美 様
ベストグロス男子　福井  　毅 様
ベストグロス女子　頼田  千穂 様

　9月28日に市民体育館にて表
彰式を行い、稲田政美さまに賞状・
優勝杯をお渡ししました。

平成30年9月24日（月）　第8回さくら杯安来市民親善ゴルフ大会

　「第7回さくら杯クライマックスシリーズ」を安来運動公園野球場で開催しました。
　この大会は安来市軟式野球連盟学童部所属のチームから、1年間の成績にポイントをつけ、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。
　台風の影響で決勝戦は途中で終了となりましたが、なんとか無事終了することができました。
　大会総務にご協力いただきました各チームの保護者の皆様、誠にありがとうございました。
　優勝は「広瀬スタッグス」でした。おめでとうございました !
　結果は以下の通りです。

平成30年10月6日（土）　第7回さくら杯クライマックスシリーズ

最優秀選手
須藤　湊くん
（広瀬スタッグス）

優秀選手
石黒 健太郎くん

（安来ゴールドスターズ）

優秀選手
唐島田 蓮くん
（社日ドジョーズ）

優秀選手
平井 温仁くん

（赤江ファイターズ）

優　勝　広瀬スタッグス
準優勝　安来ゴールドスターズ
第３位　社日ドジョーズ
第３位　赤江ファイターズ
最優秀選手　須藤　　湊くん（広瀬スタッグス）
優秀選手　　石黒健太郎くん（安来ゴールドスターズ）
優秀選手　　唐島田　蓮くん（社日ドジョーズ）
優秀選手　　平井　温仁くん（赤江ファイターズ）

7月1日（土）に予定していた「カヌー教室」と10月7日（日）に予定していた「社日ふるさと祭り」は天候不良のため中止となりました。

食事＆筋力トレーニングセミナー
～効率良く体脂肪を減らす食事法を具体的に伝授！～

各部定員10名

対象：市民体育館トレーニングルーム利用者
費用：各部1,000円（税込） ☆2017年ベストボディ西日本フィジーク

-176cm　グランプリ獲得（松江大会）
☆2018 TOURNAMENT OF KINGS CHAMPIONSHIP

メンズフィジークノービス -175cm　準優勝（大阪大会）
☆2018 WEST JAPAN championship

メンズフィジークオープン -175㎝　4位（広島大会）

講師
青木　宏行 氏

※事前予約が必要です。
　11月の日時が決まり次第、体育館掲示板にてお知らせします。

上手な食事管理と体の作り方

効率的なトレーニング法

1部

2部
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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 ～ 21:45
（トレーニングルームのみ）

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・受付時間 8:30 ～ 22:00
9:00 ～ 18:00

（当日のナイター受付は 17時まで）
◎時間外の受付については、市民体育館で対応します

電話番号 TEL 0854-23-1923 TEL 0854-22-5911

【施設利用のご案内】

今後のイベントのご案内
●12月8日（土）

第4回ジュニアソフトテニスフェスティバル in安来
（広瀬中央公園総合体育館）
●1月6日（日）～ 7日（月）

テニス指導者講習会（広瀬中央公園総合体育館）
●1月～ 2月（開催日未定）

スケート教室、スキー教室、スノーボード教室

申込みについて 工事中のため、新規会員募集の受付は行っておりません。（ダンス教室を除く）
詳しくは、市民体育館TEL 23-1923 へお問い合わせください。

■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 時　　間 11月1日からの予定

11月 12月 1月 2月 3月

月

テニス A 一般男女 14:00 ～ 16:00 運動公園 工事期間中休講
バドミントン 一般男女 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 17:00 ～ 19:00 運動公園 工事期間中休講 運動公園
キッズテニス T㈪　※育成 小学生 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 9:30 ～ 11:30 工事期間中休講
キッズミニテニス 年中・年長 14:30 ～ 15:30 工事期間中休講
テニス B 一般男女 19:30 ～ 21:30 運動公園 工事期間中休講
ジュニアジャズダンス A 年中～ 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～ 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 19:30 ～ 21:00 アルテピアで実施（20:00 ～ 21:30）
キッズテニス D㈬ 小学生 17:00 ～ 19:00 運動公園で実施

木

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

金

レディースバドミントン A 一般女性 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 13:30 ～ 15:30 工事期間中休講
幼児体操B 年中・年長 16:00 ～ 17:00 工事期間中休講
体操競技A 小学1年生～ 17:00 ～ 18:30 工事期間中休講
Jr. HiphopA 満6歳～ 18:00 ～ 19:00 アルテピアで実施（18:00 ～ 19:00）
Jr. HiphopB 小学4年生～ 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年生～ 9:00 ～ 10:30 運動公園 工事期間中休講 運動公園
ジュニアソフトテニス B 小学4年生～ 9:00 ～ 10:30 運動公園 工事期間中休講 運動公園
ジュニアソフトテニス C 小学生 10:30 ～ 12:00 運動公園 工事期間中休講 運動公園
ジュニアソフトテニス T㈯　※育成 小学生 13:00 ～ 15:00 運動公園で実施
キッズテニス A 小学1年生～ 13:30 ～ 15:00 運動公園 工事期間中休講 運動公園
キッズテニス B 小学4年生～ 13:30 ～ 15:00 運動公園 工事期間中休講 運動公園
キッズテニス C㈯ 小学生 15:00 ～ 16:30 運動公園 工事期間中休講 運動公園
キッズテニス D㈯　※育成 小学生 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 17:00 ～ 19:00 運動公園で実施（12月から 15:00 ～ 17:00）

市民体育館は耐震改修工事中です。
工事期間中ご迷惑をおかけいたします。

　「第1回さくら杯小学生ソフトテニス大会」「第
8回さくら杯安来市民親善ゴルフ大会」の参加料
の一部とソフトテニス大会にて集まりました募金
を平成30年7月豪雨災害義援金として安来市社
会福祉協議会に贈呈いたしました。この義援金は
安来市社会福祉協議会を通じて日本赤十字社に送
金し、被災された方に直接渡されます。
　ご協力ありがとうございました。

義援金贈呈のご報告


