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クラブだより

　中国中学校テニス選手権大会(団体戦)（8/4
～ 5：岡山県備前テニスセンター）に出場しまし
た！安来第一中学校としてキッズＴ教室会員6
名が出場！
　戦績は 1回戦の岡山学芸館清秀中に４－１で勝
利しました。2回戦の岡山多津美中には１－４で

負けてしまいました
が、初の中国大会で
一勝できたことは子
ども達にとって大き
な励みになったと思
います。

現メンバーも、 卒業生も全国、 中国大会で大活躍 ! ! !

　第36回全日本小学生ソフトテニス選
手権大会（7/26 ～ 28：栃木県那須塩原
市）に、ジュニアソフトテニスＴ教室の
池田大輝・浦濱大馬ペアがさくらＳＳＣ
の名前を背中につけて、島根県代表とし
て出場！（ペアでの出場は、さくら初！）
　初めての全国の
舞台で緊張してい
ましたが、いつも
以上の力を発揮す
ることができ、
ベスト３２でした。

大会結果
＜個人戦＞
１回戦　池田・浦濱④－２坂東・尾﨑ペア（徳島）
２回戦　池田・浦濱④－３金澤・萩森ペア（千葉）
３回戦　池田・浦濱④－０甲斐・岩﨑ペア（大分）
４回戦　池田・浦濱０－④木崎・長濱ペア（群馬）

●インターハイ「南部九州総体2019」出場! !
＜テニス競技＞…大下穂高くん（開星高校）㋖／門脇涼くん（開星高校）㋖／井上謙信くん（米子東高校）㋖
＜ソフトテニス競技＞…加納真希さん（安来高校）Ⓙ／鉃本悠斗くん（松江工業高校）Ⓙ

●中国中学校選手権大会2019出場! !
＜ソフトテニス競技＞…三上宗悟くん（安来一中）Ⓙ、飯橋照太くん（安来一中）Ⓙ、中山稜介くん（安来一中）Ⓙ、
	 矢田陽凡くん（安来一中）Ⓙ、米田心くん（安来一中）㋖、山根舷真くん（安来一中）㋖、
	 高橋和夢くん（安来三中）Ⓙ

●いきいき茨城ゆめ国体2019（9/29 ～）出場! !
＜テニス競技＞…成年女子の部ー大和里緒さん（関学大）㋖
　　　　　　　　少年男子の部ー金川哲大くん（安来高校）㋖　井上謙信くん（米子東高校）㋖

フェイスブック ブログ是非ご覧ください。

http://yasugi-reserve.0ch.biz/sakurassc/
■さくら総合スポーツクラブ　ホームページ

募集中！
会員

角森 青戸 長野翔 杉原 安部
佐藤 長野耀

卒業生の活躍 ㋖…キッズテニス教室卒　Ⓙ…ジュニアソフトテニス教室卒
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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。安来レクリエーション
協会さん、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。
当日は平成～令和へ、様々
な願いこめてジャンボこい
のぼりを全員であげました。

平成31年4月28日　凧あげ＆ニュースポーツの集い

　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!
　60名のキッズが１分間の練習の後、テニレンジャーを
相手にラリーを続け、金賞・銀賞・銅賞カードと参加賞を
ゲットしました。
　やはり１番人気はレッドでしたね ! 　 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、ありが
とうございました ! !

令和元年5月5日　Smile Kids Tennis

　社日小学校のグラウンドにおいて“オーストラリアン
フットボール体験教室”が開催されました。講師に大阪ディ
ンゴーズ所属のメンバーを迎え安来市文化スポーツ振興課
とさくらSSCでお手伝いさせていただきました。
　はじめに動画でオーストラリアンフットボールってどん
な競技なのかを見せてもらい、その後はボールの蹴り方、
ハンドパスを教えてもらいました。この競技はボールを投
げると反則になるのでボールを拳で弾いてパスをするそう
です。
　最後は 2チームに分かれてミニゲームを行い、みんな一
生懸命にボールを追いかけていました。参加していただい
た 41名のみなさんありがとうございました。

令和元年5月11日　オーストラリアンフットボール体験教室
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　安来運動公園庭球場にて「第2回さくら杯小学生ソフトテニ
ス大会」を開催しました。
　鳥取県・島根県から 43ペア（男子17、女子26）のエントリー
があり、予選リーグを行った後、順位トーナメントの形式で試
合を行いました。
　天候が心配されましたが、午前中にポツポツと雨が降った程
度ですみました。参加してくれた選手のパワーですね !
　さくらＳＳＣからも 15名の選手が出場しました。
　勝ったペア、負けたペアそれぞれですが、今後の練習に生か
してさらなるレベルアップを目指します。
　参加してくれた選手・監督のみなさん、保護者のみなさんあ
りがとうございました。
また来年もお持ちしております。

令和元年7月14日　第２回さくら杯小学生ソフトテニス大会

男子の部
▼１・２位トーナメント
優勝　池田・浦濱ペア（さくら）
２位　荒木・山縣ペア（黒坂）
３位　大田・川井ペア（黒坂・明道）
３位　足立・足立ペア（羽合）
▼３・４位トーナメント
優勝　細田・高井ペア（さくら）

女子の部
▼１位トーナメント
優勝　山崎・尾島ペア（羽合）
２位　高住・朝酌ペア（江津・さくら）
３位　井上・末田ペア（はすみ）
３位　勝田・吉川ペア（就将・江府）
▼２位トーナメント
優勝　柴田・大柄ペア（就将）
▼３・４位トーナメント
優勝　木下・木下ペア（羽合）

　2019Tsukinowa明治町ステージに Jr.hiphopB
教室の小学生チームと中学生チームが出演しました。
14日のダンスコンテストは台風の影響により中止で
したが、14日のパワーをすべて 16日のステージに
使って元気よく笑顔で踊ってきました。

令和元年8月16日　月の輪まつり

結　果
今後のイベントのご案内

9月21日	 ・カヌー教室

9月23日	 ・第20回チャオテニス（記念イベント実施）
	 ・第9回さくら杯安来市民親善ゴルフ大会

10月12日	 ・学童野球クライマックスシリーズ
	 　（選抜4チーム）

11月23日	 ・ジュニアソフトテニスフェスティバル
	 　in安来

11月24日	 ・さくら SSCビーチボール大会

12～ 2月	 ・ウィンタースポーツ教室（スキー・スケ
	 　ート・スノーボード）

1月12・13日	 ・テニス指導者講習会

3月8日	 ・さくらわいわいフェスタ

その他の活動報告
・出張スポーツ教室（幼児体操）
・島根県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会＆マネジメ
　ント講習会【参加】
・第13回全国スポーツクラブ会議2019inTokyo【参加】
・宝くじスポーツフェア　はつらつママさんバレーボー　
　ル in安来【協力】
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安来市民体育館 安来運動公園
期　間 4/1 ～ 10/31 11/1 ～ 3/31 4/1 ～ 10/31 11/1 ～ 3/31

休館・休園日 毎週火曜日 年末年始（12/29 ～ 1/3） なし 毎週火曜日
年末年始（12/29 ～ 1/3）

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

予約・受付・問合せ
体育館窓口
8:30 ～ 22:00

（0854）23 -1923

運動公園窓口
11:00 ～ 22:00

当日のナイター予約19時まで
（0854）22 - 5911

体育館窓口
8:30 ～ 22:00

当日のナイター予約17時まで
（0854）23 -1923

【施設利用のご案内】

■月会費／一般3,300円、子供2,200円

月 水 木 金 土

●対　　象
●時　　間
●募集人数

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
●3人入れます

幼児体操A
●5・6歳児
●15:30 ～ 16:30
●8人入れます

幼児体操B
●5・6歳児
●15:30 ～ 16:30
●4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

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
●2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

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。

消費税増税に伴い、令和元年10月１日より、市民体育館・運動公園の施設使用料が改定となります。

月会費改定のお知らせ
　この度の消費税８％から 10％への改定に伴い、2019年10月１日（９月口座振替分）より、スポーツ教室会
費を改定させていただきます。
　これまで、会費の消費税につきましては内税扱いとし、さくら総合スポーツクラブ開設以来12年間、自助努力に
より料金を据え置きにしてまいりましたが、この度の消費税率引上げ分よりご利用の皆様に負担していただくこ
とといたしました。
　今回の税制改正に伴う対応につきまして、皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、今後ともより良い施設ご提
供できるよう、精一杯努めてまいりますので、ご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

スポーツ教室会費の料金改定

※育成コース（週２、週３コース）も一律10％の負担をお願いします。

区　　　分 改　定　前 改　定　後

　スポーツ教室会費（子ども料金） ２，０００円 ２，２００円

　　　　　　　　　  　（大人料金） ３，０００円 ３，３００円


