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　新年あけましておめでとうございます。
　旧年中は、コロナ禍の中で皆様方から大変なご支援とご協力をいただき、心より
感謝申し上げます。
　今年もコロナウイルスとつきあいながらということになりますが、より多くの方
に体力増進・ストレス発散のためにご利用いただきますようお願い申し上げます。

さくら総合スポーツクラブ  　
理事長　藤 原 常 義　

体育館、運動公園
使用時の感染症対策への
ご協力お願い項目

ソーシャルディスタンス 手指消毒 大声の会話禁止マスク着用
（運動をしていない時）発熱入館不可

レディースバドミントン

キッズテニス

テニス A
体操競技

バドミントン
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　十神山なぎさ公園で、
カヌー教室を行いまし
た。
　安来中央スポーツ少
年団の指導者の皆さんに
講師をお願いし、小学生
1年～6年生の男女8名

と、保護者さん2名の計10名で楽しくカヌーに乗りました。
　まずはパドルの操作方法を陸の上で練習、その後すぐ
に海の上に出発しました。
　初めての人が多かったですが、すぐに上手にカヌーを
操れるようになり、5対5のリレー対決（ピンクチームの
勝利）、球拾い競争を行いました。
　気温も高くなく、風も少しあったため濡れてしまった
ら寒かったですが、おおきなケガもなく無事に終了する
ことができました。
　久しぶりにカヌー教
室が開催できて良かっ
たです！
　参加者・指導者の皆
さま、ありがとうござ
いました。

令和2年9月27日　カヌー教室

　「第9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。
　例年ですとこの大会は安来市軟式野球連盟主催のシー
ズン公式戦5大会の成績にポイントをつけ、上位4チー
ムで総合優勝を争う大会でしたが、今年は新型コロナウ
イルスの関係で 2大会しかできなかったこともあり、全7
チームで大会を開催しました。
　2日間とも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2年9月21日・22日　第9回さくら杯クライマックスシリーズ

　キッズテニス 定期戦を開催
しました。
　AB教室のメンバーは体育館
でレッドボールを使って試合
を、CDT教室のメンバーは運動
公園テニスコートでレギュラー
ボールを使って試合を行い
ました。
　感染対策の為、試合後のあ
いさつはお互いのラケット
でタッチして健闘をたたえ
あいました 。

令和2年10月17日　キッズテニス定期戦

　10月25日から子どもバドミントン
サークル（後期）を再開しました。例
年5月から前期サークルを行ってきま
したが、緊急事態宣言や新型コロナウ
イルス感染症の影響により中止してい
ました。参加者の方から問い合わせを
多数いただき再開をお待ちいただいて
いましたが、何とか 10月より再開で
きて嬉しく思います。
　参加者の皆様には、来館時のマスク
の着用や手指消毒、検温をお願いして実施しています。
　途中からの参加になりますが、興味のある方はお問い
合わせください。ご参加
をお待ちしております。

令和2年10月25日　子どもバドミントンサークル

優　勝　安来ゴールドスターズ
準優勝　十神キッズ
第３位　広瀬スタッグス
第３位　社日ドジョーズ

最優秀選手　須山優飛くん（安来ゴールドスターズ）
優秀選手　　松島厚斗くん（十神キッズ）
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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 ～ 20:00

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16:30 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
●5人入れます

キッズテニスA・B
●小学生1年～6年
●13:30 ～ 15:00
●2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

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
●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

キッズテニスD
●小学生（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。

❶講習会の開催日を確認　※以下より確認できます

安来市民体育館トレーニング室  ご利用案内
トレーニング室ご利用の流れ

初めて利用される方は初回利用者講習会の受講が必要です

❷電話または体育館窓口で受講日を予約
※住所・氏名・電話番号をお聞きします

➌講習会の受講
※必ずトレーニングウェア、室内シューズ、タオル2枚、マスクをご持参下さい

➍利用者カード発行

➎お好きな時間帯での利用可能

さくら総合スポーツクラブ
（安来市民体育館内）

☎（0854）23-1923
または ホームページ

トレーニング室 フリーウエイト室

料  金 1 回につき 回数券（11 枚綴り）
一　　般 310 円 3,100 円
高 校 生 210 円 2,100 円

●利用時間　　9：00 ～ 21：45


