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体育館改修工事終了 ! !
　4月1日から全館使用可能になります。
　工事完了に伴い、休講しておりまし
たスポーツ教室も再開します !
　教室案内は 3 ページをご覧ください。
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■さくら総合スポーツクラブ　ホームページ

4月1日～ 4月27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

壁の補強

壁の増設
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競技場　新しくなった天井・照明
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　2月17日、さくら
号に乗り、湖遊館へ。
履いたことのないス
ケ ー ト 靴 に 悪 戦 苦
闘。やっと履けたと
思ったら、バランス
をくずしそうになっ
たり、歩きづらかっ
たり。
　いざ氷の上へ ! ! ! いっぱい転びました。でも流石こど
もたち、吸収力が凄いです！
　約1時間のレッスンの間にスイスイ滑れる子もいまし
た。最初は壁からなかなか離れられなった子も、自由滑
走ではひとりで何周もしていました。
　午後からはフォーゲルパークへ移動しました。お弁当
を食べて体力回復したあとは、バードショーやペンギン

の散歩、フクロウ
ショーを見学しま
した。腕に鳥をの
せたり、鯉に餌を
あげたり、時間いっ
ぱい楽しむことが
出来ました。お土
産を買って帰路に
つきました。

イベント活動報告

　講師に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、第
4回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。
　このイベントは山陰両県の小学生を対象に、競技力の向上、ソフトテニス
を楽しむことを目的として 4年連続開催しています。今回は市民体育館が改
修工事の為使用できず、広瀬中央公園総合体育館をお借りしました。

　この日は朝から寒さが厳しく、時々雪が降っていて
外は寒かったですが、会場となっている体育館の中は子供たちのやる気と元気でポカポカでした！
　講習会では、日本を代表する選手たちに優しく、わかりやすく、おもしろく、丁寧に指導して
いただき、エキシビジョンマッチでは、ハイレベルなプレーを間近で見ることもできました。さ
らに、アジア競技大会で獲得した 3枚の金メダルも触らせてもらうこともでき、子どもたちも満
足だったのではないかと思います。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☆

平成30年12月8日（土）　ジュニアソフトテニスフェスティバル in安来

平成31年2月17日（日）　スケート教室＆フォーゲルパーク

　1月13日と 14日の 2日間、広瀬中央公園総合体育館で県テニス指導者研修会を
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”からは残念ながら選手での参加はありませんでしたが、コーチ 4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
コーチよりテニス実技と講義でサービスについ
て、同じく S＆C コーチの藤田トレーナーには

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頂きました。
　参加したさくら SSC コーチ陣は、今シーズン 1 つでも多く勝利できるように
今回受講した指導法をさくらジュニアに伝達したいと意気込んでいました。

平成31年1月13日・14日　県テニス指導者研修会ジュニアブロック強化合宿

　2月2日（土）にスキー・スノーボード教室に行ってき
ました。
　当日は天候も良く大山は約100 センチの積雪、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。
　この教室をきっかけに、家族で楽しんでもらえたり、
ウィンタースポーツを好きになってもらえたらうれしい
です。

平成31年2月2日（土）　スキー＆スノーボード教室
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　幼児体操教室、キッズミニテニス教室（年中・年長さん対象）と
ジュニアソフトテニス教室（小学生対象）は定員に余裕があるので、
お友達と一緒に始めることができるよ !(^^)!
　体を動かして元気いっぱい！お友達もたくさんつくろう！　

　工事期間中、ダンス系の教室はアルテピ
アを借りて教室を行っていました。
　場所が違っても元気いっぱい練習しまし
た♪４月からは体育館に戻ります！

　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10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

月 水 木 金 土

●対　　象
●時　　間
●募集人数

さくら総合スポーツクラブ　31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
 Smile キッズ Tennis（5日）
  7月 カヌー教室
 さくら杯小学生ソフトテニス大会（14日）
  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
11月 さくら SSC ビーチボール大会（24日）

12月～ 2月
 ウィンタースポーツ教室
 （スケート、スキー、スノーボード）
  1月 テニス指導者講習会（12日・13日）
  3月 さくらわいわいフェスタ（1日）

さくら総合スポーツ教室  週間スケジュール

テニス A
●一般男女
●14:00 ～ 16:00
●6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

ソフトテニス
●一般女性
●9:30 ～ 11:30
●4人入れます

レディースバドミントン
●一般女性
●9:30 ～ 11:30
●5人入れます

テニスＢ
●一般男女
●19:30 ～ 21:30
●4人入れます

エアロジャズ
●一般男女
●19:30 ～ 21:00
●5人入れます

キッズミニテニス
●5・6歳児
●14:30 ～ 15:30
●8人入れます 幼児体操A

●5・6歳児
●15:30 ～ 16:30
●7人入れます

幼児体操B
●5・6歳児
●15:30 ～ 16:30
●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
●10人入れます

キッズテニス A・B
●小学生1年～ 6年
●13:30 ～ 15:00
●10人入れます

Jr.hiphopB
●小学生4年～高校生
●19:30 ～ 20:30
●1人入れます

体操競技B
●小学生4 ～ 6年生
●17:00 ～ 18:30
●3人入れます

ジュニアジャズダンスＡ
●5歳～小学生3年
●17:30 ～ 18:30
●1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

バドミントン
●一般男女
●19:30 ～ 21:30
●5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
●小・中学生（育成）
●17:00 ～ 19:00

体操競技A
●小学生1 ～ 3年生
●17:00 ～ 18:30

ジュニアソフトテニスC
●小学生2年～ 6年
●10:30 ～ 12:00

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Ｃ
●小学生3年～ 6年
●15:00 ～ 16:30

キッズテニスＴ
●小・中学生（育成）
●17:00 ～ 19:00

Jr.hiphopA
●満6歳～小学生6年生
●18:00 ～ 19:00
●3人入れます

キッズテニス T
●小・中学生（育成）
●17:00 ～ 19:00

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。

教 室 紹 介 コ ー ーナ Jr.hiphop＆ジャズダンス

ジュニアソフトテニス Jr.hiphop ジュニアジャズダンスキッズミニテニス幼児体操
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日　　時：5 月 11 日（土）
場　　所：社日小学校　校庭（雨天時は体育館）
時　　間：13 時 30 分～ 15 時 00 分
対　　象：小学生・中学生（保護者も可）
参 加 料：無料

申 込 先：さくら総合スポーツクラブ
申込締切：4/29（月）
　　　　　当日の受付可
問い合せ：さくら総合スポーツクラブ（池田まで）
　　　　　TEL 0854-23-1923・FAX 0854-23-1924

第24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!

みんなのチャレンジ
待ってるよ!

主　　催 さくら総合スポーツクラブ

ラリー球 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)

ラケット 子ども用ラケットを無料で貸し出します。

会　　場 やすぎ刃物まつりイベント会場
安来市役所おく防災研修棟まえ広場（特設ミニコート×2面）

開催日時 平成31年5月5日（日）こどもの日　10：00～ 15：00

参加資格 小学生（幼児から参加可）

参 加 料 無料

参 加 賞 さくらSSCオリジナルボールペンを差し上げます。

内　　容 ①1分間の練習の後にテニレンジャー相手にラリー開始！
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

〒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  0854-23-1923
アドレス　yasugi-tennis@nifty.com

問
い
合
せ

体験教室では走り方はもちろん、ラダーやハードルを使った動き作り、オーストラリアンフット
ボール独特の楕円型のボールを拾ったり、キックやパンチをしたり、キャッチしたりと、様々な
動きを取り入れて行います。タックルなどの危険なプレーはなく、スポーツ経験を問わず、男の
子も女の子も楽しめる内容です。

必ずスポーツウェアの着用・シューズを履いてください。雨天時は体育館シューズをご用意ください。

日ごろできないスポーツにチャレンジ！

オーストラリアンフットボール体験教室オーストラリアンフットボール体験教室

（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・受付時間 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】

お
知
ら
せ

　安来運動公園正面進入路は、県管理道路改良工事に伴い、平成31年3
月18日（月）から 6月8日（土）まで全面通行止めとなります。
　詳細・迂回路については、事前に公園内に設置してある案内看板で確認
していただくか、当クラブホームページでご確認ください。工事期間中は、
ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。

http://
yasugi-reserve.0ch.biz/
sakurassc/

ホームページ

●年会費　6,000円　保険料別途1,850円（任意）

会場：市民体育館　※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 どの時間にお出かけいただいても結構です。

さくらSSCビーチボールサークルのご案内さくらSSCビーチボールサークルのご案内


