
サマーアドベンチャー 「岐阜県郡上八幡にキャンプに行こう！」 活動報告　
　毎年恒例、夏の自然体験プログラム『サマーアドベンチャー』　今年は、8月17日（火）～18（水）に岐阜県の郡上八幡で思い切り自然を
満喫するキャンプを行ないました。
　シャワークライミングや洞窟探検＆魚のつかみ取りなど暑さも吹っ飛ぶ涼しい体験をしましたよ！冷た～い川の中でゲームをしたり、
森のバーベキュー、キャンプファイヤーにクラフト作りなど子どもたちからは終始笑みがこぼれていました。

<参加者募集＞ チャレンジテニス （全10回コース）

日　程 9月22日（水）～12月1日（水） 全10回 （※予備日12月8日）

時　間 10：00～11：20

場　所 ソシオ成岩スポーツクラブ４Fスカイアリーナ

参加費 ソシオ13,750円（税込）　ビジター20,000円（税込）

定　員 20名（先着順）

※詳細はクラブHPをご覧いただくか、クラブハウスまでお問い合わせください。

　硬式テニスの初心者クラスをおとな対象にて開設致します。テニスを始めてみたい方！昔、少しやったことがあるけど出来るかしら…と
いう方！お友達を誘ってぜひご参加ください。クラブハウス４F屋根付きのスカイアリーナにて行いますので、雨の心配なし！日焼けの心配
なし！ですよ。この機会にぜひ挑戦してみてくださいね。

　ソシオサマースタディルームを7月27日（火）～8月25日（水）の毎週火曜・水曜（合計8回）の午前中に行ないました。参加した子どもは
夏休みの宿題や自分の勉強したいものをもって集まり、目標をたててしっかりと勉強に励みました。分からないところはスタディサポーター
が万全の体制でサポーティング。とっても有意義な夏休みの朝となりました。

　ソシオ成岩スポーツクラブのスポーツスクール活動をご紹介します。スクール活動は小・中学生ソシオを対象とした各スポーツ種
目のプログラムです。

剣道スクール

－ソシオ成岩スポーツクラブではこんな活動をしています－〈ソーシャルプログラム運営事業〉

ＮＰＯ法人ソシオ成岩スポーツクラブはスポーツ振興くじの助成を受けています

スクール紹介 vol.2

－ソシオ成岩スポーツクラブではこんな活動をしています－〈ソーシャルプログラム運営事業〉サークル紹介

卓球スクール
参加者数：23名
活動場所：半田市体育館　卓球室

VAのコメント：厳しさの中に楽しさがあ
り、参加している子どもは一生懸命、球
を追いかけています。”粘り強く””根気強
く””辛抱強く”を方針に活動をしていま
す。小学生の参加者募集中！

参加者数：24名
活動場所：成中　剣道場

VAのコメント：剣道の理念である「剣道は
剣の理法の修練による人間形成の道である」
に基づき練習を行なっています。中学生を中
心に仲間意識をもって楽しく活動しています。
一度見学をして雰囲気を感じてみませんか。

トータルスポーツ
参加者数：74名
活動場所：クラブハウススタジオ

VAのコメント：低学年に最適な全身運
動をマットや跳び箱を使い、楽しみなが
ら行なっています。将来、どんなスポーツ
にも役立つリズム感や柔軟性、バランス
感覚を養います。

　ソシオ成岩スポーツクラブではスポーツサークル活動として全世代のソシオが交流をもてる時間を設けています。家族で健康づ
くり！マイペースに参加していただけます。興味のある方はぜひ見学へ！ご不明な点はクラブハウスまでお問い合わせくださいね。

スナッグゴルフサークル

活動場所：クラブハウススカイアリーナ
活動日時：第2・4月曜日19：00～20：30

内容：今年度新設されたサークルです。
本格ゴルフへの導入として、また家族で
プレイするのに最適な種目です！

ファミリーソフトバレーサークル

活動場所：クラブハウスメインアリーナ
活動日時：月曜日19：00～21：30

内容：３世代で参加されている方もいま
す。和気あいあいとした雰囲気の中で地
域の人と交流しながらプレイします。

中高年健康体操サークル

活動場所：クラブハウススタジオ
活動日時：月曜・火曜9：00～11：00

内容：音楽にあわせて元気に体操をしま
す！仲間とのおしゃべりも楽しいですよ。

太極拳サークル

活動場所：クラブハウススタジオ
活動日時：木曜日10：00～11：30

内容：本格派太極拳ですが、初めての方も
気軽に参加していただけます。指先からつ
ま先までしなやかに集中して動かします。

カローリングサークル

活動場所：クラブハウススタジオ
活動日時：金曜日9：30～11：00

内容：カーリングを室内で気軽に楽しめ
るように開発されたカローリング。誰で
もできてとっても楽しいスポーツです。

グラウンドゴルフサークル

活動場所：成岩小学校グラウンド
活動日時：土曜日・日曜日13:00～15:00

内容：のんびり楽しく身体を動かすこと
ができ、集中力を要するスポーツです。興
味のある方はぜひ見学に。

ユースサッカーサークル

活動場所：成岩中学校グラウンド
活動日時：金曜日19:30～21:30

内容：大人になってもサッカーを続けた
い、また復活したいという方にぜひ。も
ちろん初めての方でも大丈夫です。

硬式テニスサークル

活動場所：クラブハウススカイアリーナ
活動日時：火曜・木曜13：00～15：00
　　　　　　日曜日15：30～17：30

内容：親子や夫婦でラリーもいいですね。３面
のコートで存分にテニスをエンジョイできます。

<保護者の感想>
・以前よりも随分長く泳げるようになりました。
・分かりやすく教えてもらえて楽しかった、と子どもが言っ
ていたので参加させて良かったです。
・苦手な息つぎを克服して25m泳げるようになりました。
・短期集中で泳げるようになりました。他の種目も短期コ
ースがあるといいな。

<保護者の感想>
・子どもが「毎日でも行きたい」というほど楽しめたようなので参加させ
てよかったです。
・子どものペースで学習を進めていくことが出来たようでよかったです。
・夏休みの宿題を「サマースタディルーム」で終わらせることが出来てよ
かったです。
・教えてくれる先生が優しく、気を張らないで学習が出来たようでよか
ったです。

<子どもの感想>
・川が冷たくてとっても気持ちがよかった。
・魚を焼いて食べたのがおいしかった。
・シャワークライミングがスリルがあって楽しかった。
・外でバーベキューをみんなで食べたのがすごくおい
しかった。
・洞窟探検が暗くて怖かったけど、涼しくて気持ちが
よかった。

チャレンジスイミング 「２５ｍ泳げるようになろう！」 活動報告
　今年は成岩小学校のプールで7月30日（金）～8月4日（水）（8月2日（月）は除く）の5日間でチャレンジスイミングを行いました。13：00～
と14：30～の2クラス、合計30人の子どもが参加しました。みんなの目標は「25ｍ泳げるようになること」。ビート板などを使い、先生に息
つぎの方法を教えてもらいながら一生懸命泳いでいましたよ！子どもたちの「泳げるようになりたい」という気持ちがとても伝わってくる
練習風景でした。猛暑日が続く、とても暑い日程となりましたが、プールの水はとっても気持ちが良かったようです。
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