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平成 30年 10月 1日 第 3号 

 

 

 

 

 

 

 

子ども達にスポーツを楽しむ環境を！と始まった、「スポーツ教室」です。 

６・７月はソフトボール・ソフトバレーボールを開催しました。 

また、農業体験最終のトウモロコシ収穫も行いました。播種(種まき)から始まり、収穫

できた喜びも体験できました。最後に、シルクの里でランチを楽しみ、トウモロコシを

おいしくいただきました。 

8月は自然体験教室・ボルダリングを開催しました。 

8 日は富士吉田市にある富士山科学研究所に行き、 

自然について学びました。雨天のため、室内での 

活動となりましたが、富士山について話や様々な種(たね)の種類などのお話と、種の模型作りを行いました。 

9 日は富士川クラフトパークへ。カヌー体験を行い、最初は 

慣れないパドルを持って、恐る恐るカヌーに乗った子ども達も、 

あっという間に余裕の表情になりました。 

夏休み終盤の 18，25 日は小瀬スポーツ公園にあるクライミング場 

にてボルダリングを行いました。最初は「無理～」と途中で 

あきらめかけた子もいましたが、気が付いたら真剣な表情で 

登り切ろうと何度もチャレンジをしていました。 

9月は運動会も近いので「かけっこ教室」を開催しました。 

夏休みも明けて、運動会に向けての身体づくりを行いました。 

 

 

 

サッカースクール キャンプを開催しました 

 

 

 

 

夏休み期間中にサマーキャンプを開催しました。八ヶ岳少年自然の家にて 1 泊 2 日のキャンプです。テレビ・ゲーム

が当たり前の日常生活から一転、自然を満喫したアスレチックを体験し、配膳や身支度を自分でできるようになり、

夏休みの思い出の 1ページになったのではないでしょうか？ 

 

 

 

 

10 月は 
テニスを 

予定しています 

10 月７日開催の「昭和町
ふるさとふれあい祭り」に
キャメリアも出店します。 
スーパーボールすくいで 
お待ちしてま～す！  

通信 
スポーツをもっと身近に！！ 

教室体験 随時募集!!  
サッカースクール生 1回 500 円 
一般        1 回 800 円(傷害保険は加入されません)  

興味がある方は、事前にお申し込みの上、当日参加費をお持ちください。 

スポーツ教室とは？ 
隔週で行われる「スポーツ鬼ごっこ」は年間通しての固定種目

ですが、毎週土曜日開催の教室は月毎に種目が変わります。 

興味がある方はぜひ！ご連絡ください。 

2018 年度キャメリアスポーツ教室概要 

年会費 ５，０００円（事務費・スポーツ保険加入） 

月会費 ２，０００円 

キャメリアサッカースクール 無料イベント開催予定!!  
10 月下旬開催予定です。 

詳しくは、HP または町内小学校配布予定のチラシをご覧ください。 
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毎月開催のキャメリア グラウンドゴルフ大会には、県内各地より

多くの参加者が集います。押原公園の天然・人工芝グラウンドでの

プレーは真剣なまなざしです。また、練習会も人工芝グラウンドに

て開催しています。初心者もベテランも楽しめるグラウンドゴルフ

なので、興味がある方はお問い合わせください! 

大会予定  10 月  １日(月) ＊予備日 10月１５日(月) 

11 月１９日(月) ＊予備日 11 月２６日(月) 

12 月 ３日(月) ＊予備日 12 月１０日(月) 

いつもの朝を元気に!! 昭和町ふれあいラジオ体操 

今年度のラジオ体操も 10 月 31 日(水)で終了となります。これまで参加者には、毎回スタンプを押して 15 回毎

にプレゼントを差し上げています。残り少なくなりましたが、ふるってご参加ください!! 

押原公園  ：毎週火・水曜日 /第 1・3 日曜日 

常永ゆめ広場：毎週木・金曜日 

6 時 30 分～ 

 

 

 
＊ 本事業は昭和町教育委員会生涯学習課の委託事業とし、昭和町スポーツ推進委員の協力により行います。 

 

みんな活き生き!! 

キャメリアでは介護予防事業として｢こぴっと元気倶楽部｣を開催します。 

運動を楽しみながら、「こぴっと」できることを維持したいものですね。 

詳細は下記の通りとなりますので、皆様のご参加お待ちしております 

 

 

 

 

 

 

実施日：毎週火曜日 （体育館休館日・夏季・冬季はお休みがあります）   
時 間：10 時 00 分～12 時 00 分 

 

対象者：どなたでも！町内外問わず・年齢制限はありません 体力を維持したい方・運動したい方・介護予防に興味がある方 

内 容：筋力アップトレーニング・ラダートレーニング・ストレッチ・スポレック・ペタンク・３B 体操 等 

スタッフ：キャメリア スタッフ（日本体育協会公認 スポーツプログラマー 等） 

（公社）日本３Ｂ体操協会 公認指導者 杉原政子 先生 

会 場：昭和町立総合体育館 

年会費：5,000 円(ヘルスアップウォーキング・３Ｂ体操等の会員登録者は免除) 

参加費（傷害保険料含む）：会員   1 回 200 円 ・ 回数券（11 回分）：2,000 円(1 回お得です♪) 

非会員  1 回 500 円 ・ 回数券（5 回分） ：2,500 円 

＊昭和町在住の高齢者で、いきいき健康課・包括支援センターによって積極的な介護予防が必要と判断された方は年会費が免除とな

り、別プログラム「介護予防コース」に参加できます。 

送迎可能(送迎希望者は、1 回 100 円 1 週間前までにお申込みください。) 

持ち物：上履き・タオル・給水 

☆ご家族、お友達もご一緒にご参加いただけますので、気軽にご連絡ください☆ 

練習会 

10 月 15・22・29日(月) 

11 月  5・12・26 日(月) 

12 月 10・17 日(月) 
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レディース３B体操教室 
体力づくり・仲間づくりに! 

開催日：毎週金曜日  
時 間：10：00～11：30 
場 所：昭和町立総合体育館 
対象者：女性 
参加費：一般：500 円/回   

会員：200 円/回(別途 年会費が必要です) 
講 師：矢沢 稔美先生 

((公社)日本３B 体操協会 公認指導士) 

持ち物：給水・上履き 

初回のみ無料体験できます！お気軽にご参加ください!! 

   おやこ ３B体操  
親子でいっぱい遊びましょう！運動をして心も身体もリフレッシュ!! 

開催日： 10 月 18 日・25 日・11 月 1 日(木)  
時 間：10：30～11：30 
場 所：昭和町立総合体育館 武道場 

対象者：1 歳半以上のお子様＆保護者 
参加費：500 円(1 回) 
講 師：矢沢 稔美先生 
持ち物：給水・お子様に必要な物 
申込み方法：事前に電話・FAX・メールにてご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

キャメリアサッカースクール 会員募集!! 

ヴァンフォーレ甲府アカデミースタッフが親切に、元気よく指導してくれます。 

サッカーが大好きな友達・スポーツをするのが初めての友達・誰でも大歓迎です！！ 

広い人工芝グラウンドで男の子も女の子も元気に伸び伸び動きましょう!! 

まずは気軽にご参加ください！お待ちしております。 
 
【対象】 キッズ(年中･年長園児)から小学生まで。※ガールズクラスは小学３年～中学 3 年まで。 
【目的】 サッカー技術の向上、心身の育成、基礎体力の向上を目的としています。 
【スクールコーチ】 ヴァンフォーレ甲府アカデミースタッフによる指導。 
【時間】 幼児         １６：００～１６：５０(木・金) 

小学 1～３年生     １７：００～１８：００ 
小学４～6 年生     １７：３０～１９：００ 
ガールズ(3～6 年生) １７：３０～１９：００(水・金) 

【会費】 年会費：5,000 円 
月会費：週 1 回 3,500 円  週 2 回 7,000 円  

【場所】 昭和町押原公園人工芝グラウンド 
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【お問合せ・入会申し込み】 
スクール・スポーツ教室・ウォーキング・３B 体操・ラジオ体操 その他 

昭和総合型地域スポーツクラブ Camellia(キャメリア) 
電話：055-275-6851（平日 １０：００～１７：００） 
FAX：055-267-8886  

URL :  http://www.showa-camellia.com/        ホームページ＆ブログで活動をご覧ください!! 

 

 

月会費 

4,000 円/月 

＊別途年会費 

(キャメリア会員は免除) 

場所 

押原公園 

管理棟 

対象 

小学生 
 

体験教室・教室の 

お問合せは 

キャメリア事務局まで 

ご連絡ください! 

時間 

1 年～3 年生コース 17:00～17:50 

4 年～6 年生コース 18:00～18:50 

兄弟等の都合でコースの調整は可能です 

講師 

皆川恭子先生 

留学経験のある 

熱心な先生です 

随時 見学・体験 

受付中! 

参加者募集!! ヘルスアップウォーキング 
毎週水曜日 10:00～12:00 

集合場所：押原公園 ＊悪天候の場合は、内容・場所を変更します。 
参加費（傷害保険料を含む）：  
会員：年会費 5,000 円 参加費  １回  200 円 ／ 非会員：参加費 1 回 500 円  
＊初回のみ無料体験もできます！当日の受付 OK です！お気軽にご参加ください。 

 

Let’s  enjoy English ! 

英語に初めて触れる 

お子さんでも安心！ 

遠出ウォーキングのご案内 

日程  10月 31日(水)      募集期間 10 月３日(水)～10 月２４日(水)  

行先  南部町白鳥山(山梨百名山)  定員 50 名＊ヘルスアップウォーキング会員含む      

参加費 会員 1,000円 / 非会員 2,000 円 

内容  押原公園 8：30 集合→南部町へバスで移動(途中休憩)→白鳥山森林公園 

→ウォーキング(約１時間)→バスで移動→道の駅なんぶ(昼食・休憩)→ 

1３：00出発→１４：30 押原公園到着 予定 

持ち物 歩きやすい服装・靴・水分・防寒着・雨具・昼食(道の駅でも購入できます)  

お申込み方法  キャメリア事務局までお申し込みください。 

http://www.showa-camellia.com/

