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平成 27年 7月 1日 第 2号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度も 4 月 27 日(月)、5 月 25 日(月)、6 月 8 日(月)と、町内外より多くのご参加を頂いている

グラウンドゴルフ大会です。県の公式戦でも上位に入る上級者の方から、大会は初めての方まで楽しく

ゲームを行っています。真剣なまなざしや笑顔があふれるゲームが繰り広げられています。 

月 1 回の開催で行っておりますので、興味のある方はぜひお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30 日(木)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 30日(木) 

  31 日(金) 

  

10：00～11：00 
1.2 年生 

ガールズ 

7 月 30日(木) 

  31 日(金) 
8:30～９:30 

10：00～11：00（宿題） 

３～６年生 

８月３日(月) 

  ４日(火) 

  ５日(水) 

9:30～11:00 
 

11:00～12:00(宿題) 

キャメリアスクール生 ３～６年生は 

午後も強化練習＆交流戦を行います。 

 
＊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～8 月 31 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。 
 

 

通信 

スポーツをもっと身近に！！ 

キャメリアでは、平成 27年度｢スポーツ振
興くじ toto｣の助成を受けております。 
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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 22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

アルビレックス新潟戦にてキャメリアサッカースクール生がエスコート

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☆ 

サッカースクール  
ＶＦ甲府サッカースクール 交流戦   ５月２日 

キャメリアサッカースクールとＶＦ甲府サッカースクールの交流戦を行いました。 

暑さ厳しい中、がんばりましたね!今後も、試合経験を積んでいくことを目的として、他チームとの交流戦を開

催する予定ですので、楽しみにしてください!! 

 

 

 

 

 

ヘルスアップウォーキング 活動報告 
毎週水曜日に開催中のヘルスアップウォーキングでは、季節に合わせてコー

スを選定しています。時折、会員の方から｢○○の花が見ごろだよ｣等と提案

を頂き、早速コース変更も。7 月 22 日をもって夏休みに入りますが、初回

のみ無料体験ができますので、ご参加お待ちしております。 

 

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 ＊通常のウォーキングは管理棟裏の広場に集合します 

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  

7月の予定        7月 1日  ノルディック・ウォーキング 

7月 8日  Ｏｎｅ－ｗａｙウォーキング(小瀬スポーツ公園) 

7月 15日 ウォーキング(約 5ｋｍ) 

7月 22日 ニュースポーツ体験会 

9月の予定      9月 2日  ウォーキング(約 4ｋｍ) 

9月 9日 ノルディック・ウォーキング 

9月 16日 ウォーキング(約 4㎞)  
 

こぴっと元気倶楽部 開催中 
毎月 2 回、はなまる(介護予防)運動教室卒業者を中心に「こぴっと

元気倶楽部」を開催しています。３Ｂ体操や筋力アップ運動、時に

は脳トレなどを行っています。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。  

4月は One-wayコースで甲斐市の釜無川
スポーツ公園まで行きました。 
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毎月 2 回(隔週木曜日)開催している「おやこ３Ｂ体操教室」では、ひろーい体育館を利用して子どもたちが元

気に活動しています。ママとふれあいながら、お友達と一緒に体操をする様子は社会性も身に付き、身体も心

も良い刺激となっているようです。 

 

 

 

7 月 2 日(木)は押原公園 管理棟 2 階 

  
                        

「りぼ～ん」と頭にのせてみました(^^♪     ママと一緒にベルの穴からのぞいてます   ｢おとな遊園地｣と称してママがメリーゴーラウンドに  

 

 

 

毎週金曜日に開催しているリフレッシュ・体力増進を目的とした｢レディース３B 体操教室｣では、教室が始まる

前から笑い声が聞こえ、楽しい会話から始まっています。プログラムは先生の指導のもと、ストレッチや筋力ア

ップにつながる体操を行い、負荷も少なく、続けていくうちに身体のラインがきれいになった方も… 

気持ちの良い汗をかいて、この夏を乗り切りましょう!! 

 
 
 
 
  
 
 
 
ベルを持って体幹を意識した体操をします      スロージョギングやひねりの体操です     最後はマットを用意してストレッチ 

 
 
 
今年度より、かおり幼稚園において特別教

室・３Ｂ体操教室を開催しています。 

子どもたちの笑顔と共に、身体づくりをお手

伝いしています!!  

 

 

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 

講 師：(社)日本 3B 体操協会 公認指導士  矢沢 稔美先生 

会 場：昭和町総合体育館 または 押原公園管理棟  

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     
 

TEL:055-275-6851
mailto:camellia@voice.ocn.ne.jp
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親子ハイキング教室 三ツ峠に 行ってきました 5月 23日（土） 

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『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

り富士山と新緑を眺めながらのお弁当は格別でした。 

次回は7月18日(土)に信州峠から横尾山まで登る予定です。 

親子で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致しますので、皆様の

ご参加お待ちしております。 

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!!   

 

今年度も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。 

今年のプレゼントは、「はくばく」さんの、そうめんまたはうどんです。 

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ふるってご参加ください。 
 

＊ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

昭和総合型地域スポーツクラブ Camellia(キャメリア)は、平成 27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/ 

 

 

ＨＰ・ブログも

ご覧下さい!! 

登山中に山荘に向かうジープ
と遭遇。チェーンを巻いて坂道
を登る姿は力強いものです。 
 
 
峠では記念撮影をしました! 

スタンプを集めて景品を Get しよう!! 

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

