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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

4月1日～ 4月30日までの 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、TEL23-1923へお問い合わせください。

さくら総合スポーツ教室
無料体験キャンペーン

　9月23日は日本全国「テニスの日」の個別イベントで【第20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 20回記念として、地元島根出身“錦織圭”以来で初の女子プロテニスプレー
ヤー細木咲良プロを招聘し、咲良プロと 1Gガチンコ勝負! エキシビションゲーム、
細木秀樹コーチによるミニレッスン等の特別イベントを開催しました。
　朝のうちは台風17号の影響で風雨が強かったため、レッドボールトーナメントは
市民体育館へ移動し 2会場での開催になりました。
　咲良プロの参加もあって近隣のクラブから過去最高の 140名の参加者があり、途中
雨も降りましたが一日中テニスを楽しみました。
　また、今回の 100万人ボレーボレーでは 3段が 5組、5段が 3組、達人が 2組と
こちらも良い成績を収めました。
　細木咲良プロ、細木秀樹コーチ、参加した子どもたち、スタッフの皆さん、お手伝い
いただいた保護者の方ありがとうございました。
　試合の結果は下記URLからご覧ください。

令和元年9月23日　第20回チャオテニスキッズトーナメント

http://yasugi-tennis.kids.coocan.jp/20chao-seiseki.pdf

①第20回チャオテニス (細木咲良プロと一緒に）　②子どもバドミントンサークル　③幼児体操教室　④ふるさと祭り（ジュニアジャズダンス）　⑤ジュニアソフトテニス教室

①

② ③ ④ ⑤
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　第15回なかうみマラソン全国大会が和鋼博物館を発着
地に開催され、4,934人の参加者が秋の中海沿いを走ら
れました。
　当クラブから 2人、ランナーの誘導係としてお手伝い
してきました。クラブ利用者の顔も見受けられ頑張って
おられる姿に拍手です。

令和元年11月3日　第15回なかうみマラソン全国大会

　安来市軟式野球
連盟主催の第2回
野球体験会が、あ
らえっさスタジア
ム（安来運動公園
野球場）で開催さ
れました。

　さくら総合スポーツクラブも共催という形で応援させ
ていただきました。
　定番のストラックアウトやトスマシンでのバッティン
グ、ティーボールでのバッティング、野球をアレンジし
たならびっこベー
スボールなどで 31
名のちびっこたち
と「ボールあそび」
を楽しみました！

令和元年10月6日　安来市軟式野球連盟主催 第2回野球体験会

イベント活動報告

　社日ふるさと祭りに、ク
ラブからカレー、かき氷、
ジュースのお店を出店、ジュ
ニアジャズダンス、hiphop
教室のメンバーがダンスを
披露しました。
　台風の影響で風が吹いて
いましたが、徐々に回復し
出店＆出演できてよかった
です。
　ダンス教室の子どもたち
の笑顔がいっぱい見れて良
かったです。

令和元年10月13日　社日ふるさと祭り

　グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部にて、「第9回さくら杯安
来市民親善ゴルフ大会」を107名の参加をいただき、開催し
ました。
　心配していた天候も何とか回復し、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。

令和元年9月23日　第9回さくら杯安来市民親善ゴルフ大会

総合（ネット）	 福井　　毅　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

　「第8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、一年間の成績に
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。

　天候にも恵まれて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「安来ゴールドスターズ」さんでした。おめでとうございました !
　結果は以下の通りです。

令和元年11月4日　第8回さくら杯クライマックスシリーズ

寄付金贈呈のご報告
　9/23（月）に開催しまし
た「第9回さくら杯安来市民
親善ゴルフ大会」の参加料の
一部を、フードバンク寄付金
として安来市社会福祉協議会
に贈呈いたしました。

　ゴルフ大会参加者の皆様、
ご協力ありがとうございました。

最優秀選手	 村社和紀くん（安来ゴールドスターズ）
優秀選手	 池田夢翔くん（広瀬スタッグス）
優秀選手	 福田來樹くん（十神キッズ）
優秀選手	 西　佑稀くん（伯太フレンズ）

優　勝	 安来ゴールドスターズ
準優勝	 広瀬スタッグス
第3位	 十神キッズ
第3位	 伯太フレンズ
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　第36回さくら SSC ビーチボール大会を開催しま
した。
　昨年は体育館の耐震工事の為開催できませんでした
が、今年は出雲、松江、地元安来から 11チームのみな
さんにご参加いただきました。
　どの試合もサーブ権の移動、また移動のシーソーゲー
ムで、選手のみなさんの最後まであきらめないプレーに
拍手でした。
　参加いただいたみなさまありがとうございました。ま
たのご参加お待ちしております。

　市民体育館で県テニス指導者研
修会兼公認Ｓ級コーチブロック派
遣ジュニア強化合宿が開催され、
“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 JTAより山口テニスア
カデミー所属の田中コーチによりステップ（足の動き）
&インパクトについて、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ストレッチの重要
性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。

　ウィンタースポーツ教室の第一弾、「スケート教室＆
ゴビウス見学」開催のため湖遊館とゴビウスに行ってき
ました。
　午前はスケート教室。講師の先生方の指導のお陰で
みんなスイスイ滑れるようになりました。初心者の子
も 1時間経てば形になっていて、やっぱり子どもは吸
収が早い !
　午後からはお隣のゴビウスと宍道湖グリーンパーク
で生き物観察。展示物をひと通り見て回り、スタッフさ
んのクイズ式の解説コーナーもあり、楽しく勉強にもな
りました。
　スポーツと自然に触れ合い、充実した一日になりました。

令和元年11月24日　第36回さくら SSCビーチボール大会

令和2年1月12・13日　県テニス指導者研修会兼ジュニア強化合宿

令和2年2月2日　スケート教室＆ゴビウス見学

　北広島町より【どんぐり
北広島クラブ】の監督・コー
チ・選手をお招きし、第
5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。
　山陰の小学生43名に、

ソフトテニスの楽しさ、技術、たくさんのことを教えて
いただきました。
　最初は緊張からか元気が出なかった子どもたちも、選手
のみなさんにひとりひとり優しく声をかけてもらい、笑顔
も出始め、とても楽しそうでした。
　世界選手権の金メダルも見せて
もらい、記念撮影をして終了とな
りました。
　監督、コーチ、選手のみなさん
ありがとうございました。

令和元年11月23日　第5回ジュニアソフトテニスフェスティバル in安来

　安来商工会議所青年部さん
の事業「仕事と人生のパフォー
マンスを上げるセミナー」で
講習をさせていただきました。
　まずは講座として、仕事を
する上でも筋力トレーニング

が不可欠な点、食事の大切さ、筋力アップに必要なこと
を説明させていただき、その後、現状の体力を測るため
に簡単な体力テストを行いました。そしてパフォーマン
スをあげるためのトレーニング方法の実技を行いました。
　限られた時間の中ではありましたが、参加者の皆様に
は継続していただいて成果がでるように頑張ってもらえ
たら嬉しいです !
　さくら総合スポーツクラ
ブでは、団体でのグループ
トレーニング講習も行って
いますのでご興味のある方
はお問合せください。

令和元年11月5日　仕事と人生のパフォーマンスを上げるセミナー
　キッズテニスレッド
ボール定期戦を開催し
ました。
　今回は試合に参加す
るのが初めての子ども
たちもいて、開会式の
時は通常のレッスンの
時とは違った緊張感が
あり、みんなのドキド

キ感が伝わってきました。しかし試合が始まると子ども
たちの思い切ったプレーが随所に見られ、また見に来て
いた保護者の方からもたくさんの声援があり、子どもた
ちと一緒になってテニスを楽しんでいました。

令和元年11月16日　キッズテニスレッドボール定期戦

２月16日（日）に予定していた、「スキー・スノーボード教室」は積雪不足の為
３月８日（日）に予定していた「さくらわいわいフェスタ」は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、中止となりました。



(4) 令和2年3月30日 第21号さくら総合スポーツクラブだより

0
2

3
1

2
6

5
4

2
3

1
6

0
0

0 5 10

70
65 69
60 64
55 59
50 54
45 49
40 44
35 39
30 34
25 29
20 24
15 19
10 14
9

さくら総合スポーツ教室  週間スケジュール

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
●3人入れます

リフレッシュスポーツ
●一般女性
●9:30 ～ 11:30
●3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
●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

ジュニアジャズダンスＢ
●小学生4年～中1
●18:30 ～ 19:30
●6人入れます

バドミントン
●一般男女
●19:30 ～ 21:30
●8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
●1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。

アンケート調査報告
2019年10月実施
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■性別を教えてください。
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■職員の対応は親切ですか？

■施設は清掃が行き届いていますか？ ■施設の利用料はどうですか？
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■施設の設備や備品は充実していますか？

　さくら総合スポーツクラブでは、利用者の皆様の声を管理・運営に活かすためにアンケートを実
施しております。今回の報告は主な項目を抜粋して掲載しています。
※当クラブホームページにはすべての項目の集計を掲載しております。


