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平成 27年１月１日 第４号 

 

 

 

 

謹賀新年 
旧年中は本クラブの諸事業に対しまして、ご理解、ご協力を頂き厚くお礼申し上げます。 

昭和総合型地域スポーツクラブ Camellia(キャメリア)では、現在｢キャメリアサッカースクール｣、 

｢ヘルスアップウォーキング｣、「３B体操」を中心に事業を展開しており、その他にも下記事業の 

取り組みを行っております。 

このように、本クラブの事業が充実してきたのも、ひとえに地域の皆様のご尽力、ご協力の賜と深謝致しております。

紙面をお借りして厚くお礼申し上げます。今後も、皆様が笑顔いっぱいに集う場を創っていく所存でございますので、

倍旧のご高配を頂けますようお願い申し上げます。 

年頭にあたり、皆様のご健勝とご多幸をお祈りいたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。 

平成 27年もどうぞよろしくお願い申し上げます。                        職員一同 

○主な取り組み事業 

・ラジオ体操（教育委員会並びに昭和町スポーツ推進委員の協力）一昨年からの継続事業 

・親子ハイキング教室（昭和町ハイキングクラブの協力）を年 3回開催 

・こぴっと元気倶楽部（いきいき健康課からの受託事業）在宅高齢者を対象として開催 

・キャメリアグラウンドゴルフ大会（昭和町グラウンドゴルフ協会の協力）を毎月開催 

 

   キャメリアサッカースクール 会員募集! 

 スキルアップスクール開催中!! 

VF甲府アカデミースタッフの井上コーチによる「スキルアップスクール」を毎月第 2火曜日に開催しています。 
キャメリアサッカースクール生だけでなく、もっとうまくなりたい子、もっとサッカーがやりたい子はぜひご参加ください！！ 

開催日 ： 1月 13日（火） 19：00～20：00押原公園人工芝グラウンド  対象 ： ４年生～６年生  

参加費 ： キャメリアスクール生は５００円 / 一般のお子様は 参加費５００円＋初回のみスポーツ保険８００円 

通常スクールのご案内 
【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～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】 

 

 

 

 

 

 

          ※１：週 1回の場合は、どちらかの曜日をあらかじめ選択してください 

【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 

【場所】 昭和町押原公園人工芝グラウンド   ♪通常のスクールの様子をキャメリアブログにて配信中です!!♪ 

参加者募集!! 1月中にスクール無料体験された方に、3回分の無料体験チケットプレゼント! 

 

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。 

雨の日、学校行事の

場合は、振替えも 

できるよ！ 
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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 ＊イベントも開催します  (少雨決行・悪天候の場合は内容・場所を変更して実施します) 

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!!  
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        

随時、受け付けております。1回からでも、当日参加も可能です。 

月日 時間 内容 月日 時間 内容 

1月７日 10:00 ウォーキング（約 5km） 

1月 28日 

9：50 

（10時に

出発） 

ワン・ウェイ ウォーキング＋親睦会 

電車を利用して甲府駅まで移動してウォーキングを行います。

親睦会会費別途徴収 
1月 14日 10:00 ウォーキング（約 5ｋｍ） 

1月 21日 10:00 ノルディック ウォーキング 2月 4日 10:00 ウォーキング（約 6ｋｍ） 

 

都留市・リニア見学コースを開催しました  １０月２９日・12月 16日  

年 2 回の「遠出ウォーキング」を 10 月 29 日（水）・12 月

16 日（火）に行いました。押原公園からバスで都留市まで移

動、市内約 5 ㎞ウォーキング後、リニア見学センターへ。今回

は、多くの方に安全かつ施設見学を十分楽しんでいただくため、

2 回に分けて開催しました。 

 

介護予防事業 「こぴっと元気倶楽部」開講中♪ 
11 月より、いきいき健康課受託事業として「こぴっと元気倶楽部」を開催しています。座位で

３Ｂ体操を行い、筋力アップ、関節可動域を無理なく広げれるような動作を取り入れています。

約 1 時間のプログラムのため、体に無理なく、楽しく行えます。 

*送迎も事前予約で行っていますので、興味のある方はぜひご連絡ください。 

実施日：平成２７年 1月 5日 ・ 19日 ・ 2月 9日 ・ 23日 ・ ３月 9日 ・ 23日（全て月曜日）   

時 間：１０時００分～１１時３０分 *送迎は 9時より開始します。 

内 容：３Ｂ体操・レクリエーション 等 

スタッフ：（公社）日本３Ｂ体操協会 公認指導者 杉原政子 先生 

    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） 

会 場：押原公園 管理棟１階 会議室 

参加費：1回３００円（初回 無料体験とさせていただきます） 

   回数券（5回分）：１２００円（1回お得です♪） 

＊送迎をご希望の方は、1回１00円となります。1週間前までにお申込みください。 

持ち物：上履き・タオル・飲み物 

 

 

      
 

 

活動報告（平成 26年） 

ヘルスアップウォーキング  ・ ３Ｂ体操 ・ こぴっと元気倶楽部    無料体験チケット 

 

お名前               年齢       性別     お名前               年齢       性別       

ご住所                                 電話番号                                  
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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!!  

 

おやこ３B体操教室         レディース３B体操教室 
日 時：隔週木曜日 10時 30分～11時 30分まで   日 時：毎週金曜日 10時 30分～12時まで 

会 場：昭和町総合体育館             会 場：１月・２月は押原公園管理棟 2階 

対象者：未就学前の幼児とその保護者        対象者： 女性 

定 員：親子 20組                 定 員：20名 

 
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 

 

おやこ３Ｂ体操教室    

毎回、10 組前後の親子が参加いただいている「おやこ３

Ｂ体操教室」では、寒い季節になっても、元気な子どもた

ちが参加しています。ベルをもって色々な遊びを開発!!

最後は体育館をいっぱい走りました。 

レディース３Ｂ体操教室    

毎週、お話あり、笑いありの「レディース３Ｂ体操教室」

は参加者のみなさんの笑顔であふれています。もちろん、

先生のご指導で体操も一生懸命行い、ダイエット効果が出

てきたとか、体力がついたとか・・・この寒い冬も元気な

身体で乗り越えます!! 

      

 

 

 

 

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：055-267-8886 

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

 

会員になられた方には会員特典があります

♪ 

活動報告（平成 26年） 
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平成 26年 10月より始めたグラウンドゴルフ大会も昭和グラウンドゴルフ協会に協力を頂き、12月 8日に第 3回大会

では 300名を越える参加者となりました。町内外より多くの参加を頂き、ありがとうございました。 

下記の通り、第 4回大会を 1月 26日に開催致しますので、奮ってご参加ください!! 

 

12月 8日の大会の様子と上位入賞者の方々です!! 


