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平成 26年 10月 1日 第３号 

 

 

 

 

 

夏休み中の活動報告 

夏季ｻｯｶｰｽｸｰﾙを開催しました   7月 28日～8月 6日 

毎年恒例となった『キャメリア 夏季サッカースクール』を夏休み期間に合わせて幼児から小学

生を対象に開催しました。天然芝グラウンドでボール遊びから身体づくり運動、サッカーゲーム

を楽しみ、小学生はスクール後の宿題タイムも設け、公園管理棟内の会議室にて行いました。 

また、小学 3 年生以上はお弁当持参で午後の『強化練習』に挑みました。まずは、ルールについ

て学習し、ユニフォームに着替えてゲームです。対戦相手は、昭和ＳＳＳ。暑さ厳しい中、大健

闘でした！  

通常スクールにて無料体験もできるので、興味のある方はご参加ください！！（次ページ参照） 

 

 

 

 

年中・年長児も試合をがんばりました＼(^o^)／ 友達やコーチと手をつないで鬼ごっこ！！  1，2 年生は本気モードで試合です。   ガールズは和やかな雰囲気でスタートしました。 

 

 

 

会議室での勉強。宿題もはかどったかな？ 3 年生以上は、ゲームになるとイキイキしてます。昭和ＳＳＳとの試合。試合回数を重ねて上達しました。 ユニフォーム姿がまぶしいです☆彡 

親子ハイキング教室 大菩薩峠に 行ってきました 7月 27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２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、峠まで登り緑とダム、そ

して富士山を眺めながらのお弁当は格別でした。道中では鹿に遭遇、

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 10 月 25 日（土）市川三郷町にある蛾ヶ岳（ひるがたけ）

を予定しています。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 10 月上旬頃致しますので、皆様のご参加お待ちし

ております。 

 

 

 

 

 

 

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。 

峠を越えてもう一息,登り
ました。景色に感激です。 
 
 
 
峠では参加者全員で記念
撮影。ガイドをしてくださ
ったハイキング部の方に
感謝です。 

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/ 

 

ＨＰ・ブログも 

ご覧下さい!! 
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      キャメリアサッカースクール 

平成 26年度新規会員募集!! 
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ます。 

初めての子！女の子！もっとサッカーをやりたい子！ 

素晴らしい環境で元気にボールを追いかけよう☆ 

随時、無料体験もできますのでお気軽にご連絡ください。 
 
【対象】 キッズ(年中･年長園児)から小学生まで。※女子クラスは小学３年～６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。 
【募集内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 
【活動内容】  

① 年間、各クラス４０日開催 (夏休みはスクールを行いません) 
② ヴァンくん CUP への参加・VF 甲府主催の大会、イベントへの参加 
③ VF 甲府のサッカースクールとの交流会 
④ 夏季サッカースクール：夏休みに短期スクールを開催し、自主学習の時間も設けます 
⑤ キャメリアサッカースクールフェスティバルを開催(２月予定) 
⑥ VF 甲府ホームゲームチケットを毎回（指定席２席）抽選でプレゼント 
⑦ (一社)山梨県サッカー協会のイベントへの参加(年２回) 

    
【会費】 入会金：5,000 円 、 年会費（次年度の進級時のみ）：5,000 円 

月会費：週 1 回 3,500 円  週 2 回 7,000 円  
週３回 10，500 円 週４回 14，000 円 
 

【場所】 昭和町押原公園人工芝グラウンド 
 
 

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。 

曜日

時間/グラウンド Ａ面 Ｂ面 Ａ面 Ｂ面 Ａ面 Ｂ面 Ａ面 Ｂ面

15：30～16：20（50） 年中・年長 年中・年長 年中・年長 年中・年長

16：20～17：20（60） １・２年生 １・２年生 ガールズ １・２年生 １・２年生 ガールズ

17：30～19：00（90） ５・６年生 ３・４年生 ５・６年生 ３・４年生 ５・６年生 ３・４年生 ５・６年生 ３・４年生

19：00～20：00（60）

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

スキルアップ（毎月第２）

小学４年生から

雨の日、学校行事の

場合は、振替えも 

できるよ！ 

10月 29日（水）までの開催です!! 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=120lba5gd/EXP=1370406555;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUmpaNEUyUjRrQjNkaHZwaHlWMXhiLVBMQlVkRTlqZjNsWFBHWVFodWREQUlrVXBNSUpUSXh1YU5RBHADNDRLSTQ0R1A0NEduNDRHTjQ0Ry40NEdYNDRHZklPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQS0tBHBvcwMxMQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http:/chocoe.com/st/im/2012/20120213AB.jpeg
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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 ＊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)♪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気軽に楽しく 体力づくりを!! 仲間づくりに!! 

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 / 回数券 11回分 2,000円（1回お得です）  

 非会員：参加費 1回 500円 （初回無料）    / 回数券 5回分 2,500円（終了時サービス付き） 

今後の予定    ＊雨天の場合は場所・内容を変更しての開催をします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4～6km)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。１１月は

小瀬スポーツ公園まで、１２月はアイメッセまでを予定しています。詳細は毎週水曜日のウォーキングにてお伝えします。

遠出ウォーキングのご案内 

年 2回開催の遠出ウォーキングですが、毎回多くのお申込み・ご参加をいただき、1台のバスでは乗り切れず、ウォーキング

の列も非常に長くなっていました。そこで今回開催予定の遠出ウォーキングは、安全かつ施設見学がスムーズに行えるよ

うに一般の参加・申込みを制限させていただき、別の日程で開催を検討しております。ご理解いただけますよう、よろしく

お願い致します。なお、10月 29日の遠出ウォークの詳細は毎週水曜日のウォーキングにてお伝えします。 
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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：(公社)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

