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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体操教室」、｢グラウンドゴルフ｣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。特に、昨年は毎月開催しているグラウンドゴルフ大会では、毎回、町内
外より多くの参加をいただいております。また、昨年 10月より、気軽に楽しめる場を…と、練習会を開催しております。 
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 28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 

・キャメリアサッカースクール(年中児～小学 6年生) 

・ヘルスアップウォーキング  ・３B体操教室  ・グラウンドゴルフ(昭和町グラウンドゴルフ協会の協力)   

・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・昭和町教育委員会受託事業）を 4～10月開催 

・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４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月 2回開催 
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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。 

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、 

ママにギュッと抱きしめてもらい、 

親子のスキンシップから始まります。 

子どもたちはママと一緒に遊べる!という安心

感があり、気付くとお友達と一緒にボールやベ

ルを使って元気に動いています。子育ての先輩

でもある先生の指導のもと、ママ同士のコミュ

ニケーションの場としても気軽に参加できる

教室です。 

毎週金曜日に開催している｢レディース３B体操 

教室｣は、参加者の笑顔が絶えない教室です。 

教室開始前は世間話に花が咲き、教室が始まればキリッ!!

と真剣に。目的を持った運動を音楽に合わせて行うことで、

1曲終わればかなりの運動量になるようです。ストレッチか

ら筋力アップ、時々レクリエーション的な要素も盛り込み、

楽しく運動しています。 
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ヘルスアップウォーキング 
活動報告    河口湖 紅葉ウォークを開催しました  11月 4日  

年 2 回の「遠出ウォーキング」の 2 回目を 11

月 4日に行いました。押原公園からバスで河口

湖・八木崎公園まで移動し、約 4㎞のウォーキ

ングです。到着ポイントはもみじ回廊周辺が紅

葉まつり会場となっており、紅葉や富士山を楽

しみながら昼食・休憩をとりました。 

今年度の遠出はこれで終了ですが、通常ウォーキングの活動は毎週水曜日に行っています。町内を中心に

歩いたり、One-wayウォーキング等行っているので、興味のある方はぜひご参加ください!! 

歩きやすい季節となり、少し距離も延ばしながら毎回約 30名の参加者で行っています。幸い天候にも恵ま

れ、歩けば少し汗ばむ程度に。体力をつけて冬の寒さにも負けない身体をつくっていきます。 

今後の活動 

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) 

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 
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        

 

介護予防事業 「こぴっと元気倶楽部」開講中♪ 
毎月 2回、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。 

約 1 時間、座位の３Ｂ体操や、筋力アップ体操、ポールを使って公園内をウォーキングと、体に無理なく、楽

しく行えるプログラムを日替わりで行っています。季節に合わせて、ドライブや創作活動を行うことも。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 28年 1月 25日・ 2月 1日 ・ 22日 ・ ３月 7日 ・ 28日（全て月曜日）   

時 間：13時 30～14時 30分 *送迎は 13時より開始します。 

内 容：３Ｂ体操・筋力アップ・レクリエーション・ノルディックウォーキング 等 

対 象：昭和町内の高齢者(花まる運動教室卒業者 ・ 介護予防(二次予防)が必要な方) 

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 

 

月日 時間 内容 月日 時間 内容 

1月 6日 10:00 ウォーキング（約 5km） 
1月 27日 10：00 ウォーキング（約 5ｋｍ） 

1月 13日 10:00 ワン・ウェイ ウォーキング＋親睦会 

1月 20日 10:00 ノルディック ウォーキング 2月 3日 10:00 ウォーキング（約 5ｋｍ） 

体験(初回のみ)、新規入会を随時受付中!! 
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月 1回開催のグラウンドゴルフ大会では、毎回町内外より約 500名の申し込みを頂いて

います。様々な大会で活躍されているベテランの方から公式大会の経験がない方まで混

ざってのゲームです。グラウンドゴルフを通して地域間の交流もあり、押原公園の天然・

人工芝グラウンド両方を利用しての大会は、環境も抜群です！ 

また、気軽にグラウンドゴルフを楽しんでいただきたいと、練習会も開催しております。

大会・練習会の日程は下記の通りとなりますので、興味のある方はぜひご参加下さい!! 

大会日程          練習会日程 
1月 18日(月)   雨天予備日 21日(木) 21日(木＊)・25日(月) 

2月 8日(月)   雨天予備日 15日(月) 1日(月)・15日(月＊)・22日(月)・29日(月) 

3月 14日(月)   雨天予備日 15日(火) 7日(月)・15日(火＊)・28日(月) 

                               ＊大会開催の場合は中止 

活動報告 H27.9月～11月 

親子ハイキング教室 横尾山＆小楢山 開催しました 

 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、10月 31日(土)

は横尾山に、11月 15日(日)は小楢山に登りました。足場が悪いところもありましたが、子

どもたちもママもがんばりました!!頂上に到着したときの達成感、下山後の温泉は格別です。 

次回は 3 月の予定となり、小学校へのチラシ配布または HP で募集をします。 

 

 

 

 

 

昭和町ふれあいラジオ体操 ご参加ありがとうございました 

４月からスタートしたラジオ体操も 10月で終了しました。参加者は延 4,923名となり、皆勤賞の方が

8名おりました。運動の定着、地域交流として活動できたこと、また、昭和町スポーツ推進委員の皆

様の協力をいただいたことに感謝しております。 
 

 親子スポーツの学び舎   9月 19日開催 
運動会直前のシルバーウィークに｢かけっこ教室｣を開催しました。講師は山梨大学大学院の相原先生

です。山梨大学陸上競技部のお兄さん、お姉さんと一緒に、そしてもちろん！お父さんお母さんも一

緒に体の軸を確認しながらしっかり踏み込んできれいなフォームで走るコツを学びながら走りました。 

 

 

 

 

＊次回の｢親子スポーツの学び舎｣は、1月 24日(日)に開催予定です。詳しくは、チラシ・HPにて案内します♪ 
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体験日から 2週間、何回でも体験 OK 

キャメリアサッカースクールでは、随時無料体験参加者を募集しています。 

VF甲府のスクールコーチがサッカーの楽しさ、基礎を中心に指導してくれます。奮ってご参加ください 

 時間 年中・年長児 3：30～4：20  １・２年生 4：20～5：20  ３～６年生 5：30～7：00  

  火曜日      水曜日       木曜日       金曜日 
 

 

 

 

 

いのししコーチ        どばコーチ        ひらいぱんコーチ      やまちゃんコーチ 

 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 12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 

 

 

～未来の“なでしこ”を目指してみませんか～ 

無料体験教室を行っております☆ 

毎週 ： 水曜日・金曜日 １７：３０～１９：００ 

 会場 ： 押原公園人工芝グラウンド 

担当者： 清水たけみコーチ（（一社）山梨県サッカー協会 女子育成担当）が基礎から教えてくれます 

 対象 ： 小学３年～中学生 

 

 

 

 

 

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：055-267-8886 

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

 

 キャメリアサッカースクール無料体験のご案内  

ガールズクラス 参加者募集中!! 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA1J2fwNZVVSYAhCaU3uV7/SIG=129n7s4ci/EXP=1440223775/**http:/illpop.com/img_illust/flower/fautumn01_a07.png
http://www.toto-dream.com/support/growing/interview01.html

