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平成 26年 7月 1日 第 2号 

 

 

 

 

 

キャメリアサッカースクール 

夏季スクール 参加者募集!! 
キャメリアサッカースクールでは夏季サッカースクールを 7 月２８日(月)より開催します。

会議室を利用し、宿題もお手伝いしますのでふるってご参加ください!!  

場 所： 押原公園天然芝グラウンド・管理棟２階会議室     対 象： 年中児～小学６年生 

持ち物： 給水・タオル・着替え・帽子・宿題(小学生のみ) 

参加費： スクール会員 １回５００円 ３回１５００円  / 一 般   １回６００円 ３回１８００円 

カテゴリー別日程 

年中・年長児 

7月 28日(月) 

  29 日(火) 

  30 日(水) 

9:00～9:50 3，4年生 

8 月 4 日(月) 

  5 日(火) 

  6 日(水) 

9:30～10：30 

10：30～12：00（宿題） 

1，2年生 
 

ガールズ 

7月 28日(月) 

  29 日(火) 

  30 日(水) 

9:30～10:30 
 

10:30～12:00(宿題) 
5，6年生 

8 月 4日(月) 

 5日(火) 

 6日(水) 

9：30～10：30 

10：30～12：00（宿題） 

 
＊通常のスクールは、毎週火～金曜日 15：30～19：00 開催中です。 (7 月 23 日～9 月 2 日は休業となります) 
 無料体験も可能(初回のみ)ですので、お気軽にご連絡ください。 
 

ＶＦ甲府 ホームゲーム  
エスコートキッズに参加しました      4月 2日 

昭和町のホームタウンサンクスデーとしてナビスコカップ 

VF 甲府 vs 柏レイソル戦にてキャメリアサッカースクール 

の園児・小学 1 年生がエスコートキッズに参加しました。 

みんなとてもかっこよく入場できましたね☆ 

 

親子スポーツの学び舎を 開催しました 5月 11日 

キャメリアサッカースクール生とVF甲府スクール生を対象に

『親子スポーツの学び舎』を開催しました。親子でボール遊び

をしたり、サッカーの試合をました。５月１１日（日）は「母

の日」ということで、試合の終わりには子どもたちからお母さ

んに向けて日頃の感謝の気持ちを伝える場をつくりました！

お忙しい中ご参加いただきありがとうございました☆ 

 

通信 

スポーツをもっと身近に！！ 

キャメリアでは、平成 26年度｢ス
ポーツ振興くじ toto｣の助成を
受けております。 

活
動
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親子ハイキング教室 夜叉神峠に 行ってきました 5月 17日（日） 

山々に囲まれた山梨県。「山梨の山を歩こう!山を知ろう!」をコン

セプトに『第 1 回 親子ハイキング教室』を開催しました。ガイド

は昭和町ハイキング部の方々にお願いし、約 1 時間半かけて峠ま

で登り新緑と白根三山を眺めながらのお弁当は格別でした。帰りは、

温泉で身体を癒して充実した一日となったと思います。 

次回は 8 月を予定しています。夏山を楽しみましょう♪案内はキ

ャメリアホームページまたは町内の小学校への配布を 7 月中旬頃

致しますので、皆様のご参加お待ちしております。 

ヘルスアップウォーキング 白州 台ヶ原宿ウォーク 
5月 28日（水） 

毎週水曜日に開催中のヘルスアップウォーキングでは、遠出と称し

てバスを利用したウォーキングを年間 2 回行っています。今回は、

北杜市白州町にある「道の駅はくしゅう」をスタートして、台ヶ原

宿を参加者約 70 名で歩きました。約 3.5km の短いウォーキングで

したが、台ヶ原宿にある七賢さん、金精軒さん等のお店に立ち寄り、

見学・試食・試飲・買い物を楽しみました。新緑の中のウォーキン

グで気持ちよく汗をかきました。 

ヘルスアップウォーキング 
毎週水曜日 10:00～12:00(7月 23日～8月は夏休みです) 

集合場所：押原公園 ＊通常のウォーキングは管理棟裏の広場に集合します 

対象者：どなたでも!!  ♪無料体験も受付中です!(初回のみ)♪  

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  

今後の予定 
　　　月　日 曜日 時間 主な内容 集合場所

7月2日 水 10:00 ボール運動＆３Ｂ体操 昭和町立総合体育館

7月9日 水 10:00 one-wayウォーキング（約５ｋｍ）

7月16日 水 10:00 ウォーキング（約５ｋｍ）

9月3日 水 10:00 ウォーキング（約4ｋｍ）

9月10日 水 10:00 ノルディックウォーキング

9月17日 水 10:00 ウォーキング(約4km)

9月24日 水 10:00 one-wayウォーキング（約５ｋｍ）

夏休み

管理棟裏　芝生広場

管理棟裏　芝生広場

 
  One-wayウォーキングのご案内 

押原公園から目的地までウォーキング(約 5～6km)を行い、帰りは町のバスまたは公共の交通機関を利用

します。7月は甲斐市・釜無川スポーツ公園方面まで、9月は小瀬スポーツ公園までを予定しています。 

ボール運動＆３B体操のご案内 

VF甲府アカデミースタッフによるボール運動と公認指導者の先生による３B体操を行います。 

 

登山口前でウォーミング 
アップをした後に出発です。 
 
峠では記念撮影をしました! 

天候にも恵まれ、街
並みや花も楽しみな
がらウォーキングを
行いました。 

活
動
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昭和総合型地域スポーツクラブ Camellia(キャメリア)では、3B体操の教室を定期的に開催しております。 
３B体操とは、3つの「Ｂ」がつく用具－ボール（Ball）、ベル（Bell）、ベルター（Belter）を、運動の助けとして使用
しながら、全ての動きを音楽に合わせて集団で行う健康体操です。 
親子で楽しくふれあいながら行う「おやこ3B体操教室」＆リフレッシュ・体力増進を目的とした｢レディース３B
体操｣でお待ちしております!!  

～お互いに影響しあう親子～ 

幼児期の楽しい体験は生涯の宝物 

子どもには、幼児期、特に３歳までの両親からの心とからだの

影響がとても大切だと言われています。親子で遊びながら多

様な運動を楽しみ、ゆとりのある親子関係を創りましょう。母

親同士、子ども同士のふれあいの場を・・・ 

 

おやこ３B体操教室（年２３回開催） 
日 時：隔週木曜日 10時 30分～11時 30分まで 

 （詳細日程はホームページまたはお問い合わせください） 

会 場：昭和町総合体育館・武道場 

対象者： 2歳くらいから未就学前の幼児とその保護者 

定 員：親子 20組（先着順とさせていただきます） 

 
 

レディース３B体操教室（年４８回開催） 
日 時：毎週金曜日 10時 30分～12時まで 

 （詳細日程はホームページまたはお問い合わせください） 

会 場：昭和町総合体育館・押原公園管理棟 2階 

対象者： 女性 

定 員：20名（先着順とさせていただきます） 
 

おやこ＆レディース３B体操教室 共通内容・お申し込み方法 

持ち物：タオル、飲み物、上履き、運動のできる服装で参加してください。 

参加費：初回無料！！会 員…年会費 5,000円  参加費 200円   回数券 11枚…2,000円 

          非会員…参加費 500円   回数券 5枚…2,500円（プレゼント付きです） 

 

講 師：(社)日本 3B体操協会 公認指導士  矢沢 稔美先生 

申込み方法：お電話またはメールにてお申込みください。 

お問合せ・申込み先：昭和総合型地域スポーツクラブ Camellia          
         TEL:055-275-6851  / メール：camellia@voice.ocn.ne.jp     

 

お誕生日月・季節ごとにお楽しみ
イベントを開催します♪

会員になられた方には会員特典があります

♪ 

お得情報!! 
ヘルスアップウォーキング

も会員登録となります 

TEL:055-275-6851
mailto:camellia@voice.ocn.ne.jp
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いつもの朝も元気に!! 

昭和町ふれあいラジオ体操 
開催日：火・水曜日 ・隔週日曜日 

時 間 ：６：３０～ 

対 象 ：どなたでも!!  

会 費 ：無料!!   
＊ 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のもと行います。 

 

       ２６年度も４月からラジオ体操をスタートしました。 

参加者には、毎回スタンプを押して２５回ごとにプレゼントを差し上げます。 

第１、 第３の日曜日にはスポーツ推進員の皆さんにもお手伝い頂いています。 

どなたでも参加できますので奮ってご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和総合型地域スポーツクラブ Camellia(キャメリア)は、 

平成２６年度｢スポーツ振興くじ toto｣の助成を受けております。 

スクール・ウォーキング・３B 体操・ラジオ体操 その他についての 

【お問合せ・入会申し込み】 

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（火～金 １０：００～１７：００） 

FAX：055-267-8886URL :  http://www.showa-camellia.com/ 

 

 

スタンプを集めて景品を Get しよう!! 

ＨＰ・ブログも

ご覧下さい!! 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=120lba5gd/EXP=1370406555;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUmpaNEUyUjRrQjNkaHZwaHlWMXhiLVBMQlVkRTlqZjNsWFBHWVFodWREQUlrVXBNSUpUSXh1YU5RBHADNDRLSTQ0R1A0NEduNDRHTjQ0Ry40NEdYNDRHZklPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQS0tBHBvcwMxMQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http:/chocoe.com/st/im/2012/20120213AB.jpeg
http://www.toto-dream.com/support/growing/interview01.html

