
①下林公園で友達と 

ボールあて鬼や根川 

小学校で野球・サッカーなどして遊んだ。 

②大好きな地元になかなか帰ることができないこ 

とです。 

③今、自分が持っている全ての力を出し切る年にし

ます。 

④２０２８年までに自身の掲げた目標達成に向かい

尽力して参りますので朝日丘から暖かいご声援

の程、よろしくお願い 

いたします。 

（池田選手談） 

①近所の友達たちと集まってテレビゲームで遊んでいた。

外で遊ぶ時は童子山小学校の校庭や新生グランドが多

かった。 

②試合の予定が決まらないため、モチベーションの維持に

苦労している。 

③大幅に記録を伸ばし、飛躍の年にしたいです。 

④コロナ禍初となった 10月のチャレンジカップ京都（マウ

スシールド着用）では、自己ベストを大きく更新すること

ができました。引き続き気持ちを切らさず、パラリンピ

ックを目指して強くなりたいと思います。 

応援をよろしくお願いします。（加藤選手談） 

 

           

 

   朝日丘スポーツクラブは朝日丘地区の小中学校･こども園と連携して子どもたちの体力の向上に取り組んでいます。    

     朝日丘中学校★童子山小学校★根川小学校★衣丘小学校★山之手小学校★根川こども園★童子山こども園★青松こども園★こじまこども園           

 

2021.1.1発行  
NO.36 

【トピックス】 

P１…朝日丘のオリンピアン 
P2…理事長あいさつ 

教室・大会報告 
P3…中学生教室 

大人向け教室案内 

P4…事務局からのお知らせ 
   賛助会員様ご紹介 

  

  

認定 NPO 法人朝日丘スポー

ツクラブ            

0565-32-7812 

 

朝日丘の未来モンスターを探せ!! 
※朝日丘スポーツクラブでは、将来オリンピック 
パラリンピックを目指して頑張っている子どもたちを
地域みんなで応援していきたい！と考えています。 
情報等ありましたら、是非教えてください♪ 

①樹木神社でケイドロ 

②海外へトレーニングや大会に思うように行けないこと 

③東京五輪の舞台で、みなさんの期待に応えられるよう 

精一杯頑張りたいと思います。 

④いつも応援ありがとうございます。みなさんと一緒に  

これからもスポーツの楽しさ・素晴らしさを共有し、広め

ていけたらと思います。（羽根田選手談） 

羽根田 卓也選手 

 

加藤 尊士選手 

 

池田 樹生選手 

 

≪質 問≫ 
①幼少期、よく遊んだ場所や遊びは？ 
②コロナ禍で辛いこと、苦労していることは？ 
③2021年はズバリ、どんな年にしたい？ 
④朝日丘の方達へのメッセージをお願いします

♪ 



 

 

 

 

 

コロナ自粛が明け、やっと始
まったのびるくん・ぴょんたく
ん教室。７月中は体育館が
使えなかったので、クラブハ
ウスや外で夏まつりのゲーム
や水遊び、またオリジナリティ
ー溢れるイルカの仕掛けカー
ドを作ったり、芋掘りを行った
りしました！９月からは通常
通り、体育館が使えるように
なったので、コーディネーショ
ントレーニングも再開し、元気
に楽しく運動しています。 
のびるくん教室は、運動だけ
でなく、野外活動も行う教室
で、子どもの自主性やコミュ
ニケーション能力も養いま
す。興味のある方は、是非一
度体験に来てください♪ 
    COT指導者一同より 

≪2020.9.13≫朝日丘 FCの 
4･５･６年生合同で、クラブ内小
学校別サッカートレーニングマッ
チを行いました。 
今回初めての開催でしたが学年
を超えて戦うことで、いつもとはま
た違う子供たちの姿をみることが
できました 
第一回優勝 FC根川小 

おめでとうございます!! 

日頃は、スポーツクラブの活動にご理解ご協力いただき、ありがとうございます。
昨年はコロナ禍の中、社会生活を始め、スポーツや文化等、あらゆる分野で多大な 
影響を受けました。スポーツクラブにおきましても、教室の休止や縮小を余儀なくされ 
会員の皆様にも大変なご迷惑をお掛けしました。 
新しい年を迎え、今年も地域の皆様に支えられながら 

『 明るく ・ 楽しく ・ 元気よく 』 
をモットーに、コロナウィルス感染予防を徹底しながら、笑顔でクラブ活動に参加   
していただけるよう努力してまいります。本年もよろしくお願いいたします。   

２０２１．１．１  理事長 黒川 照明 
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朝中サッカー部 中三のみなさん 

学校別対抗大会 優勝 FC根川小 



 

 

 ≪2020.８.13≫中京大学バスケットボール部監督の稲葉
さんに指導していただきました。基礎から攻め方まで強くな
るために必要なことをたくさん教えていただくことができまし
た。今後も教わったことを活かして、練習に励んでいきたい
と思います。            朝中 2年 伏見 芽姫 

部活の時間が減っている分、この 
クラブでバレーボールができることは 
ありがたく楽しいです。コーチの教えて
くれることがとても分かりやすくてとても
いい練習になります。ぜひここでバレー
をしたい人は来てください。 

朝中 2年 川上 哲矢 

部活の時間だけでは、やりきれ
ない練習を行うことができ、チー
ムみんなの技術向上にも繋がっ
ていると思います。そして、沢山
の方々に支えてもらい、今も充実
した練習時間を過ごさせていただ
いています。 

朝中 2年 山﨑 友莉乃 

 

 

 

 

【 ふまねっと教室 】 

ふまねっと教室『十枚貯まったで賞』 
黒川妙子さん・笠原さき子さん・岡本智恵子さん 

おめでとうございます♪ 
※賞品はふまねっと指導者で、己書師範でもある 

 中島幹代さん手作りの作品です♪ 

 

【いきいき爽快体操】 

対象◇どなたでも 
日時◇毎週月曜日 10:00～10:30 
会場◇クラブハウス 

【ヨガ教室】 
対象◇どなたでも 

日時◇毎週月曜日 10:45～11:45 
会場◇クラブハウス 

【硬式テニス教室】 
対象◇小学 3年生～大人 
日時◇毎週日曜日 

9:00～11:00（子どものみ/親子） 
        11:00～13:00（大人のみ） 

会場◇ダンロップテニスコート 
【健康教室】 ～チケット制～ 

対象◇どなたでも 
日時◇毎週水曜日 10:00～12:00 

会場◇朝日丘交流館、その他 
【楽らくふまねっと教室】 ～チケット制～ 

対象◇どなたでも 
日時◇毎週月・土曜日 ９：30～11:30 
会場◇樹木会館（月曜日） 

        下林会館（土曜日） 
【健康麻雀教室】 ～当日払い～ 

対象◇どなたでも 
日時◇毎週金曜日 9:30～11:30 
会場◇クラブハウス 

 
※コロナ感染予防対策を行って教室 

開催していますので、安心してご参加ください。 
     

≪ 問合せ ℡３２－７８１２ ≫ 



   ≪ 継続手続きの方法が変わります ≫ 

  発 行 ： 認定 NPO 法人朝日丘スポーツクラブ 
〒471-0852 愛知県豊田市御幸町1丁目34番地    

        TEL 0565-32-7812  FAX 0565-32-7813 
        E-mail aspc7812@hm9.aitai.ne.jp 
        HP：http://www.hm9.aitai.ne.jp/~aspc7812/index.html 

 

  

 

【  教 室  】 
・ころころキッズ・ぴょんたくん・のびたくん・のびるくん・水なれ教室 
・サッカー・バレーボール・バスケットボール・ソフトボール・ランニング 
・ソフトテニス・硬式テニス・ヨガ・爽快体操・健康教室・ふまねっと 
・健康麻雀・冬期スキー・クロスミントン・スタンツ 

【 事務局からのお願い 】 
 
2021年度から、新規入会および継続手続きの方法が新しくなります。 
これまで申請用紙へ記入していた手続きが、電子化されパソコンやスマートフォンでの
Web申請に変わります。Web申請後、クラブハウスにて一ヵ月分以上の月謝を納入してい
ただき本登録が完了となります。  手続きはご自宅から簡単にできますが、インターネット環境がない
方や不安な方は窓口の端末で入力いただくことも可能です。） 
 

≪登録完了までの流れ・・・≫ 
  ①パソコンまたはスマートフォンでWeb申請画面を開く 
  ②必須項目をすべて入力して、申請ボタンを押す(ここで仮登録が完了します) 
  ③後日、クラブハウスで月謝を支払い、健康チェック表を記入(ここで本登録が完了します) 
 
《注意》仮登録の時点では、保険未加入ですので教室への参加はできません。 

Web申請完了後は、必ずクラブハウスまでお越しください。 
 ※継続手続き開始日2021年２月15日） 

資源を大切にする会樹木 

   持ちより資源回収 

※第１月曜日ＡＭ7:00～８::00 

 

☎：45-2595 

株式会社    

土井精密 

☎：33-3003 

きど鍼灸整骨院 

☎：0562-44-1001 

名古屋国際    

観光バス株式会社 

☎：31-3377 

小坂加藤歯科 

☎：31-7600 

加藤税理士    

事務所 

☎：58-2615 

宝昇建設    

株式会社 

☎：32-3538 

大徳工業    

株式会社 

☎：28-0948 

中川給食    

株式会社 

☎：33-1156 

ありらん食堂 

☎：31-0439 

三河印刷    

株式会社 

☎：35-1547 

 

☎：32-0282 

医療法人三九会 

三九朗病院 

☎：31-7750 

 

☎：32-7894 

行政書士法人    

岩崎事務所 

☎：33-0917 

☎：31-9111 

 

 
☎：33-2839 

 

☎：34-3116 

 

☎：31-2326 

 

応援団：パープル理容室・hair salon Leaf・イトウ内科クリニック 

賛助会員・応援団 募集中!! 

会員数 5５８名     
(内指導者 1００名) 
12月 15日現在 


