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さくら総合スポーツ

クラブだより

この事業は、スポーツ振興くじ
助成金を受けて実施しています

　3月１日（日）安来市民体育館で「さくらわいわいフェスタ」を開催しました。
　今回は会員、その家族を含め約450名の参加をいただきました。オープニングでジャズダンス教室の「よさこい」が
披露された後、参加者のみなさんは９か所のゲームコーナーで抽選券GETを目指しチャレンジしました！
　その後、ダンス発表会とお待ちかねの大抽選会を行い、盛況裡に終了しました。
　また、屋台を出店。たこ焼き、焼きそば、フランク、ジュースの販売をし、行列ができるほどの大繁盛でした！

さ　く　ら
わいわいフェスタ

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4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

お知らせ Ｈ２７年３月からホームページのＵＲＬが変わりました。

http://yasugi-reserve.0ch.biz/sakurassc/
是非ご覧ください。

←フェイス
ブック始め
ました

←ブログも
やっています
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イベント活動報告

　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。やはり子ど
も達は吸収が早いです！
　午後からはお隣のゴビウスで生き物観察。展示物
をひと通り見た後は宍道湖、中海に生息する生き物の
DVDをスタッフさんの解説付きで鑑賞しました。ス
ポーツと自然に触れ合い、充実した一日でした！

平成27年２月１日　スケート教室＆ゴビウス

　「第3回さくら杯学童軟式野球クライマックスシリー
ズ」を安来運動公園野球場（あらえっさスタジアム）で
開催しました。この大会は一年間の公式戦5試合に勝点を
付け、全試合終了後の合計ポイント上位4チームで総合優
勝を決める大会です。今回は宇賀荘南ベースボールクラ
ブ、広瀬スタッグス、荒島ドリームス、赤江ファイター
ズに参加をいただき、熱戦が繰り広げられました！
試合結果
優　勝　荒島ドリームス
準優勝　赤江ファイターズ
第３位　宇賀荘南ベースボールクラブ
第３位　広瀬スタッグス

平成26年10月26日　第3回さくら杯学童軟式野球クライマックスシリーズ

最優秀選手　木戸駿太（荒島）
優秀選手　　杉原　新（赤江）
優秀選手　　谷川唯人（宇賀荘南）
優秀選手　　横地一心（広瀬）

　安来運動公園テニスコートにおいて、チャオテニ
スキッズトーナメントを開催しました。この大会
は、“テニスの日”に併せ、安来テニス協会と共同で
開催したもので、ジュニアの競技力向上を目的に毎
年開催しています。11歳以下、13歳以下のクラス
に分け男女のシングルスを行い市内外から44名の
参加者がありました。また、保護者と一緒に楽しい
ゲームやアトラクションもあり、テニス三昧の楽し
いイベントになりました。

平成26年９月23日　第15回チャオテニスキッズトーナメント

　１月11日(日)と12日(月)の２日間でテニス指導
者研修会がありました。この研修会は、中央から
トップの指導者を招聘する事によって、地域のジュ
ニア指導者が「世界で活躍する選手の発掘・育成プ
ロジェクト」をするためのナショナルの指導法、課
題、最新の情報を得ることを目的としています。
“さくらＳＳＣ”からはコーチングスタッフが６名
参加し、県ランキングより選手も６名選出され参加
しています。コーチも選手も２日間ハードな研修・
トレーニングを受けました。 今シーズンの活躍が
楽しみです？？

平成27年1月11日・12日　指導者研修会

　社日ふるさと祭りに出店しカレー、ジュース、かき
氷の販売を行いました。当日は台風19号接近の予想の
為、仕入れを減らしての出店となりましたが、曇り空
でも気温が高かったようで、ジュース、かき氷は予定
数以上の売上でした。

平成26年10月12日　社日ふるさと祭り

　一般男女を対象とした第32回さくらＳＳＣビーチ
ボール大会を開催しました。男女合わせて、17チーム
75名の参加があり、安来市内はもとより市外からの
参加もありました。さくら総合スポーツクラブからも
チームを作り、ビーチバレーを通してスポーツ交流を
図るとともに県内のビーチボールの普及状況、大会等
の情報交換もすることができました。

平成26年11月23日　第32回さくらSSCビーチボール大会

優勝 ２位リーグ１位 ３位リーグ１位
女性の部 ＪＡＮＮＥチーム Ｌｉａｎチーム 緑さんチーム
男性の部 傾天零チーム
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　大山スキー場を会場に親子スキー教室を開催し
ました。当日は１４名の参加があり、初心者から
数回の経験者まで３班に分かれ安来スキークラブ
の皆さんに熱心にご指導いただきました。初心者
も始めは怖がりながらのスタートでしたが、滑る
のが楽しくなり５回リフトに乗ることができまし
た。時間が経つのは早く“おわり”の合図はとて
も残念そうな顔をしていまいた。指導者の「楽し
かった人～」の問いかけにみんなが手を挙げてく
れ、教室が無事開催できて良かったと思います。

平成27年２月15日　スキー教室
　２回目のスケート教室を開催しました。
　毎年ですが、最初は滑れなかった子どもたちが、終
わる頃にはひとりで滑っています。
　やはり子どもの吸収力は凄いと実感しました。
　午後からは場所を移し、フォーゲルパークへ。様々
な鳥や花を間近で観察しフクロウショーへ出演する子
もいました。楽しい１日でした。

平成27年２月８日　スケート教室＆フォーゲルパーク

さくら総合スポーツクラブ
27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
  7月～8月
　　     いかだ下り、カヌー教室、隠岐の旅
  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
 12月～2月
　　　  スキー・スケート教室・スノーボード
  1月　 テニス指導者講習会
　　　　　　　　　（1月10・11日）
  3月　 わいわいフェスタ（6日）

　さくらＳＳＣ初開催となる「スノー
ボード教室」を開催しました。
　天候不良により、開催日が変更にな
りましたが、当日は天気が良く無事終
了することができました。
　最初は滑れなかった子も最後には転
ばず滑れるようになりました。

平成27年３月８日　スノーボード教室
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（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 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

●年会費　6,000円　保険料別途1,850円（任意）

※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 会場：市民体育館

さくらSSCビーチボールサークルのご案内
どの時間にお出かけいただいても結構です。

月 水 木 金 土

テニスＡ
●一般男女
●14:00～16:00
●６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

バドミントン
●一般男女
●19:30～21:30
●５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

ジュニアジャズダンスＡ
●５歳～小学生３年
●17:30～18:30
●４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
●９人入れます

　テニスＢ　　　エアロジャズ
●一般男女
●19:30～21:30
●４人入れます

●一般男女
●19:30～21:00
●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

幼児競技Ａ
●５・６歳児
●14:30～15:30

体操競技Ｂ
●４～６年生
●17:00～18:30
●５人入れます

キッズテニスＴ

レディースバドミントンＡ
●一般女性
●9:30～11:30
●５人入れます
レディースバドミントンＢ
●一般女性
●13:30～15:30
●６人入れます

幼児体操B

体操競技A

Jr.HIPHOP

HIPHOP
●小学生４年～中学生（育成）
●19:30～21:00

ジュニアソフトテニスＡ・Ｂ
●小学生１年～６年
●9:00～10:30

ジュニアソフトテニスＴ
●小学生（育成）
●10:30～12:30

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

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

■月会費／一般3,000円、子供2,000円
●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

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。

    のマークがついている教室は、スポーツ振興くじ助成金を受けて実施しています。

●小・中学生（育成）
●17:00～19:00 ●小学生１年～６年

●18:00～19:00
●８人入れます

●小・中学生（育成）
●17:00～19:00

●小・中学生（育成）
●18:00～20:00

　上記の週刊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１
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

●５・６歳児
●16:00～17:00
●３人入れます

●１～３年生
●17:00～18:30
●４人入れます

  体操競技教室リニューアル!!
　２７年度から体操競技教室を、木曜日（４～６年生）金曜日（１～３年生）
に学年を分けて開催します。
『継続する子、新しく参加する子』みんなで楽しく体操しましょう！！

幼児体操教室（金曜日コースを増設!!）
　２７年度から幼児体操教室を２教室に拡大します。多くの子どもたちに参加してもらい楽しく運動
遊びをします。
　なお、幼児体操教室から体操競技教室への自動進級はできませんのでご了承ください。


