
           

 

 

堀内先生から見た池田樹生選手♪ 
（中学 3 年の時の数学担任・バスケ顧問） 

【当時の様子】友達が多く、人なつっこい感じで 
周りのサポートが自然にできていた。 
チャレンジ精神旺盛で、小学生の時に足を使う 
サッカーを朝日丘 FC でやっていたから、中学校で
は手も使うバスケをやりたい！とバスケ部に入部。
足がとても早くシュートもバンバン決めていた。 
当時からパラリンピックに出る！と言っていた。 
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羽根田 卓也選手 

 

加藤 尊士選手 

 

池田 樹生選手 

 

恩師：堀内先生 

加藤尊士選手：パラパワーリフティング 49 ㎏級 
『2021 年次世代ターゲットプロジェクト』にメンバー選考されました。 

 

 

 

加藤君へ 
3 年間一緒に過ごした時間は誇りです。 

他の先生もみな嬉しい。 
出来ない機能をみつけるよりできる機能を 

        みつけて行ってください！ 
         ずっと応援しています！ 

若旦那へ 
まだマイナーだったカヌーの知名度をあげた 
カヌー界の第一人者！ずっと応援しています！ 

池田君へ 
色々な舞台を経験して立派になった！ 

一流になって「ブレがない」 
「芯の一本通った人としての強さ」 

「言葉にも力がある」「まなざしの強さ」を 
感じています。また会って話がしたい！ 

 

池田樹生選手：パラ陸上１００M、２００M 
              400M日本記録保持者 
『第 32回日本パラ陸上競技選手権大会』 

100M…第３位、200M…第４位 
『第 36回静岡国際陸上競技大会』 

男子パラ 100M…3位 
（シーズンベストタイム5/３現在） 

 

宮部先生から見た羽根田卓也選手♪ 
（羽根田選手の弟の担任） 

【当時の様子】ひょうひょうとした感じ。 
我が道を行く感じ。なぜか、羽根田 
選手を‛若旦那‘と呼んでいた。 
中学生の時はオリンピックに 
出るとは思わなかった。 

宮部先生から見た加藤尊士選手♪ 
（担任はしていないが 3 年間同じ学年） 

【当時の様子】…優等生でとても前向きな子。 
友達も多く愛されキャラで、周りに元気を与える子でした。 
中学時は、車いすバスケをやっていた。 

 

羽根田卓也選手：カヌースラローム カナディアンシングル 
『201６年 リオオリンピック』銅メダル(アジア初メダル) 
『2020 年 ワールドカップ』第４位  ※全日本選手権 14連覇中 

恩師：宮部先生 

現:サウジアラビアジッダ日本人学校 

現:朝日丘中学校 教頭先生 



昨年はコロナウイルス感染予防のため、合宿に行
くことも試合に行くことすらもままならなかった
のですが、限られた時間の中での練習にも関わらず
見事それぞれの大会で優勝しました！おめでとう
ございます！！前向きにひたむきに頑張った子供
たち。これから夏の大会も始まります。さらにチー
ム一丸となって、それぞれの目標達成に向け精進し
てほしいと思います。応援しています！ 
朝日丘 FCは、学年ごとに練習しています。小学

1年生教室も始動していますよ♪1回無料体験でき
ます。申込みはお電話で♪ ☎３２－７８１２ 

 

 

  

ランニング教室の、発足当初から指導に携わっていてくださるコーチ陣♪ 
コーチ陣が手にしているのは、オリンピックの聖火リレーの時に実際に使われたトーチです。 

  
松本コーチ  

  
日高コーチ  

  
竹内コーチ  

  
中島コーチ  

  
三森コーチ  

ランニング教室 
毎週土曜日 AM7:00～
8:30 

雨や風が強かったり、強い相手で
PK 戦になったりと厳しい試合ばかり
でした。それでも最後まで全員が全力
でプレーしたことと、試合に出ていな
いメンバーや先生、その他たくさんの
方がサポートや応援をしてくださった
おかげで優勝できました。 
これからも、夏の大会に向けて頑張

ります。ありがとうございました。       
(朝中２年 木村 蒼翔) 

  

僕たちサッカー部は、4月２５日に開催された市民総合体育大会で、新体制になって初め
てのタイトル獲得ができました！今回、タイトルを獲得できたのは、色々な人のサポートの
おかげです。顧問の先生はどの様な練習をしたら試合で活かすことができるのかを一緒に考
えて指導して下さいました。コーチは僕らの練習時間を確保して下さり、技術や戦術につい
て熱心に指導して下さいました。家族は朝早くからお弁当作りや会場への送迎などをサポー
トしてくれました。今回の大会はコロナ禍で色々な制限がある中での開催でしたが、多くの
方が応援に来て下さいました。試合中、苦しい場面が幾度もありましたが、応援して下さる
存在が、僕らの自信につながり、最後まで戦うことができました。本当にありがとうござい
ました。これから 3年生にとっては最後の夏の大会の予選が始まります。一日一日の練習を
大切にし、周りの方々への感謝を忘れずにサッカー部全員で戦っていきます。これからも 
応援・サポートをよろしくお願いします。         (朝中３年 片桐 彪雅) 



 

③お下がりコーナー 自分には不用でも他の人には宝物？！ 
     お下がり絵本・ベビー服・子ども服・マタニティー服などなど 
      無料でお持ち帰りいただけます。なにがあるかはお楽しみ♪ 詳細はインスタで→ 

 
◆◇◆毎月２５日 13:00～16:00 は『朝日丘にこにこマルシェ』の日◆◇◆ 
 今後も毎月開催していくことが決定いたしました！ぜひお越しください♪ 

 

 

 

 

 

どの教室も初心者の方、大歓迎です。 
公認指導者が優しく指導いたします。 
開催時間、料金等教室により異なります。 
お気軽にお問合せください。 

☎３２－７８１２ 
※感染予防しながら教室を開催しています。 

 
ふまねっと教室 

 麻雀教室 

 
ヨガ・爽快体操教室  毘森公園テニスコートにて 

②かわいい手づくり雑貨のミニショップ♪ 
  子ども用布小物・木のぬくもりを感じる積み木やおもちゃ 
   メッセージカードやスクラップブックなどなど可愛いものがいっぱい♪ 
    お気に入りの一品をぜひ見つけに来てください。(どなたでもご覧いただけます) 

① わいわいワークショップ♪今話題の、簡単「ベビークラウン」作り♪ 
同じ時間を共有し子育ての悩みやこれからのあれこれについて？！  
お話ししながらベビークラウン作り＆赤ちゃんと一緒に撮影会!! （※事前予約制） 

          お申込みはメールにてお願いします。 aspc.event@gmail.com 
      ※本文に氏名・連絡先・お子さんのご年齢をご記入ください。 

お子さんと一緒にご参加いただけます。 

ベビークラウン 
(イメージ) 
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【  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 

◆◇第９回朝日丘ギネス大会を開催します♪◇◆ 
 

日にち：令和３年９月20日（祝・月） 

時 間：AM9:30～12:00 

場 所：童子山小学校 体育館・運動場 

対 象：小学４・５・６年生（先着100名） 

参加費：会員200円 ・非会員300円 （険代込 み） 

申 期限：令和3年9月 13日(月)まで 

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 

 

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 492名     
(内指導者 81名) 
５月20日現在 

朝日丘スポーツクラブで、毎年恒例となっている 
ギネス大会。全７種目を競技し、得点を競います。 
自分自身の総合的な運動能力をチェックしてみませんか？ 
新たな発見、今後の目標が見つかるかも♪ 

上位入賞者には、素敵な賞品が授与されます。また全員に
参加賞もありますよ！ぜひ、参加してくださいね♪♪         

～事務局より～  

【バスケ】フリースロー大会 
  シュート５回で入った数が得点となる 

【野 球】的あて大会 
的の当たる部分により点数が決まる 

  的あて５回の合計点が得点となる 

【テニス】リフティング大会 
20秒間でリフティングできた数 

２セットの合計点が得点となる 
【ラグビー】キャッチ大会 
  20秒間でキャッチできた数 

  ２セットの合計点が得点となる 

【サッカー】PK大会 
  ボールの入る場所により点数が決まる 

  シュート５回の合計点が得点となる 

【ハンドボール】シュート大会 
  ボールの入る場所により点数が決まる 

シュート５回の合計点が得点となる 

【ソフトバレー】サーブ大会 
ボールの入る場所により点数が決まる 

サーブ5回の合計点が得点となる 

朝日丘スポーツクラブ 
ホームページQRコード 


