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回全日本ノービススピードスケート競技会」では、軽井沢東部小学校
6年の古屋野利軌くん、同5年の小玉隼人くん、東御市滋野小学校 5
年の高藤健吾くんの３名が出場し、古屋野くんが小学生6年男子 500
ｍで準優勝、1000ｍで4位に入賞しました。
　3年目となる今年度は17名で活動スタートです。メンバーも増え、月・
木・土曜の週3回、各2時間、徹底的に体を鍛えることを目標にオフシー
ズンの陸トレを行っています。ジュニアの時期にスケートクラブで経験
できるたくさんの貴重な体験を、今後の人生に生かしてほしいと思い
ます。

活動9年目に入りました
「軽井沢Forest Ranger Dog」
　野生動物との共生を目指して愛犬と飼い主で活動している「軽井沢
フォレストレンジャードッグ」も今年9年目となりました。発足当初から
参加する隊員犬はシニアの域に入ってきましたが、毎月1回、定例の
啓発ウオーキングに参加して元気に活動しています。今後もゲストウ
オーカーを受け入れ、
臭気訓練などを楽しく
行いながら町内各所で
ウオーキングをしてい
きます。愛犬と一緒に
もっとアクティブライフ
を送りたいと思ってい
る方は、ぜひご参加く
ださい。

　大会期間中、軽井沢町主催で
軽井沢アイスパーク2Fふれあい
ホールで7試合のパブリック
ビューイングを開催していただ
きました。町内外から毎回多く
の方にお集まりいただき、2時
間以上の試合にも最後まで軽井
沢から大声援を送ってください
ました。

　2月9日から25日まで韓国で開催された「第23回オリンピック冬季競技
大会」。女子日本代表の銅メダル獲得もあり、カーリング競技を多くの方に
知っていただく絶好の機会にもなりました。
　男子日本代表として初出場を果たしたSC軽井沢クラブは、予選4勝5

さまざまな経験を胸に「軽井沢スケートクラブ」３年目の活動がスタート！
　2016年春から活動を開始した「軽井沢スケートクラブ」。世界に羽
ばたく選手を育てるための一歩として、昨シーズンは平昌五輪スピー
ドスケートの現地観戦、全国大会やクラブ対抗競技会の出場を計画
し、実行してきました。
　まず、今年1月に茅野市で行われた「第25回クラブ対抗スケート競
技会」では、男子が悲願の総合優勝、女子が総合５位と全員一丸となっ
て結果を残すことができ、個人競技とはいえ、チームのまとまりや一
体感を感じることができました。
　また 2月には平昌五輪の観戦に行き、小平奈緒選手が 500m にお
いて五輪新で金メダルを獲得した歴史的瞬間を目の当たりにすること
ができました。世界の大舞台の空気に触れ、大いに刺激を受けたよう
で、「もっと練習を頑張りたい」「オリンピックに出たい」と興奮しな
がら話していました。
　同じく2月に札幌市で行われた、小学生の全国大会にあたる「第４
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　チームが帰軽した2月27日には、軽井沢駅と町役場に
多くの方にお集まりいただき、あたたかいお出迎えをいた
だきました。
　また、3月2日には軽井沢アイスパークで報告会も開催
していただき、会場には420人もの方にお集まりいただき
ました。応援してくださった皆さんに、直接お礼の言葉を
伝えることができ、選手たちも感激ひとしおでした。
　この日、長くチームを率いてきた長岡はと美コーチは退

軽井沢駅や役場でのお出迎えと
平昌冬季オリンピック報告会

ジュニアスポーツ教室の生徒を対象に
「海ツアー (仮称)」を実地します
　当クラブの子ども向け運動教室に通う生徒を対象に1泊2日の海ツ
アーを行うことになりました。行き先は新潟県です。海で泳いだり、
海岸で遊んだり、さまざまな体験をしつつ、ふだん面識のない子同士
コミュニケーションをとったり、集団行動の大切さを学んでもらいたい
と考えています。各教室の先生たちと一緒に電車に乗って旅行気分を
味わいながら、長野県にはない海を思いきり満喫し、みんなで夏の思
い出をつくりましょう！申込詳細は、各教室にて案内します。

対象：当クラブの教室に通う
　　　小学1年生～中学生
期日：7月30日(月) ～ 31日(火)の1泊2日
場所：新潟県
　　　（詳細は参加者に案内します）
お問い合わせ：TEL0267-48-0077
(軽井沢風越公園総合体育館・小林)

軽井沢から全力応援！  パブリックビューイング

いつもより少し遅れて、クラブニュース春号をお届けします。4月、当クラブ
では2名の新しい職員を迎えて新年度をスタートしました。クラブミッション
である「軽井沢に集う全ての人々に健康で明るく楽しいスポーツライフを実現
させる」べく、全員で気持ちを新たに取り組んでまいります。

スケートクラブの今後の予定
５月　登山
６月　マラソン大会　
　　　水中運動
７月　夏合宿
８月　海でトレーニング
９月　軽井沢町強歩大会出場
10月　エムウェーブ練習

敗、8位入賞となりました。メダルには手が届きま
せんでしたが、強豪ノルウェーや金メダルを獲得
したアメリカに対して貴重な勝ち星をあげるなど、
今後につながる日本のカーリングを世界に発信す
ることができました。
　大会前からカーリングサポーターズクラブ
NAGANO2018を中心に、地元軽井沢をはじめと
する多くの皆さんからあたたかい応援をいただきま
した。また、大会中にチームや男子カーリングのこ
とを知り、さらに支援の輪が大きく広がりました。
チーム、関係者一同、心より御礼申し上げます。
　チームは5月18日から20日まで北見市で行わ
れた「パシフィックアジアカーリング選手権大会
2018年日本代表決定戦」に出場。勝利し、LS北
見とともに再び日本代表となりました。パシフィッ
クアジア選手権大会は今年11月に開催予定です。

任し、今後は次世代の選手育成に携わ
ることを発表しました。

カーリング男子日本代表　平昌五輪8位入賞

応援ありがとうございました！

お問い合わせ：info@karuizawaclub.ne.jp
　　　　　　　TEL0267-46-8960(担当：西山)

※写真はイメージです
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　今年度は男子カーリング
チーム・SC軽井沢クラブの
コーチとして、長年世界の
第一線で戦ってきた長岡は
と美氏が、チームコーチ退
任後、同アカデミーのヘッ

毎週火曜、第1・3土曜　10：00 ～11：00　1回500円
ランニングを始めたばかりの方から、マラソン大会でタイムを縮め
たい方まで、さまざまなレベルのメンバーが在籍しています。ただ
走るだけでなく、「怪我をしないランニング」をコンセプトに、怪我
を防ぐための筋力トレーニング、ストレッチ、各種体操を取り入れ、
ランナーとしての身体づくりも行います。

●ランニングサークル ●スロラン（初心者向け）

●ハイドロアクアRUN×3（初心者～上級者向け） ●正しいランニングフォーム習得講座（初心者～上級者向け）

毎月第1・3土曜　18：00 ～19：00　1回500円
「日常生活のウオーキングをフィットネスに」をテーマに、まず正しい歩
き方を体得し、ウオーキングで運動効果が得やすいようにします。ま
た、ゆっくりしたペースのランニングによって筋持久力やスタミナを身
につけます。体力に自信のない方や姿勢が気になる方、普段なかなか
運動する時間がない方におすすめです。

不定期開催（月1回程度）　1回1,000円
水中で水の抵抗を大きくするトレーニングツールを装着し、音楽に合わせて
ランニングに必要な筋肉を鍛えます。浮力があるので、膝などの関節痛に
悩む方でも心肺機能を高めることが可能です。開催情報はFacebookで「風
越ランニングサークル」を検索いただくか、電話でお問い合わせください。

風越ランニングサークル（担当：依田）
TEL：050-3699-3556（スカップ軽井沢・トレーニングルーム）　　Mail：yoda@karuizawaclub.ne.jp　　Facebook@scap.gym

不定期開催　※料金はお問い合わせください
正しいランニングフォームを講義とエクササイズで習得しましょう。まず、
現在のフォームを動画撮影し、不自然な動きはないか、力みすぎていな
いかなどを分析し、講義を行います。不自然な動作があれば、原因は筋
肉のインバランス（不均衡）です。講義後は改善のためのエクササイズを
セミプライベート形式でレッスンし、身体の違和感やぎこちなさを解消し
ます。姿勢や歪みなどが気になる他競技のアスリートにもおすすめです。

　2027年、長野県では国体（国民体育大会）の開催と、全国障がい
者スポーツ大会の開催が内定しました。この障がい者スポーツの祭
典を長野県民全体で取り組む気運を醸成し、障がい者スポーツへの
理解を深めることを目的に、今後「パラスポーツフェスタ」と題した
イベントが県内各地で催される予定です。その初の開催地として軽
井沢が選ばれ、6月17日（日）「パラスポーツフェスタin軽井沢」が
軽井沢風越公園総合体育館で行われることになりました。
　イベントでは、「ボッチャ」「フロアカーリング」「ブラインドサッ
カー」「シッティングバレー」「車いすバスケ」「ラート」などの競技を体
験することができます。また、男子カーリングチーム・SC軽井沢
クラブの両角友佑選手、両角公佑選手、パラアイスホッケーの上原
大祐選手、松本山雅FC鐡戸裕史アンバサダー、信州ブレイブウォ
リアーズの三ツ井利也選手によるトークショーも開催されます。

　今年も「軽井沢ユニ
バーサルスポーツ祭」が
初夏に開催されます。
年齢や性別、国籍、障
がいの有無を問わず、
誰でも気軽に参加して健
康的に体を動かしてもら
うことを目的にしている
運動会で、みんなで楽

しめる軽井沢の恒例行事となっています。一日思いきり体を動かし
て、楽しい時間を過ごしましょう。
　ただいま参加者、ボランティアを募集中。家族や仲間と一緒にお申
し込みください（個人申し込みも受付可）。当日はブース出店やフリー
マーケットの開催も予定しています。

軽井沢ユニバーサルスポーツ祭
期日： 6月16日（土）10：00 ～　　場所：軽井沢風越公園総合体育館
お申し込み・お問い合わせ：event@karuizawaclub.ne.jp  TEL0267-46-8960

パラスポーツの祭典
「パラスポーツフェスタin軽井沢」開催！

長岡ヘッドコーチを迎え活動3年目に  「カーリングエリートアカデミー」
　“長野から世界へ”をスローガンに、カーリング未来プロジェクトの一
環としてジュニアカーラーを育成する「カーリングエリートアカデミー」
は今年3年目を迎えます。

軽井沢の男子チームが初優勝   「CITIZEN U21軽井沢Jr.チャレンジカップ2018」
　3月23日～25日の3日間、ジュニアのカーリング大会「CITIZEN 
U21軽井沢Jr.チャレンジカップ2018」が、カーリング未来プロジェク
トの一環として開催されました。12回目となる今年は全国各地から多
くの応募があり、地区予選を行って本戦出場チームを選定しました。
昨年の日本ジュニア選手権の男女ベスト4のうち7チームが参加したこ
ともあり、昨年以上にレベルの高い大会になりました。
　結果は地元軽井沢の男子チーム「Rhodonite（ロードナイト）」が初優
勝を飾りました。優勝チームには特製トロフィーのほか、特別協賛の
CITIZEN様より腕時計が贈られました。
　今大会の模様はFacebook@U21KJCCにアップされていますので、
ぜひご覧ください。来年の大会もさらに内容を充実させる予定です。
どうぞご期待ください。

フットサルチームのセカンドチーム
「SC軽井沢クラブ・セロリーズ」が発足
　今年度よりフットサルチーム・SC軽井沢クラブに下部組織となるセカ
ンドチーム、正式名称「SC軽井沢クラブ・セロリーズ」が発足しました。
　クラブチームのビジョンに「年齢やレベル、目的を問わず、地域住
民がフットサルを楽しむことができる機会を広げ、生涯スポーツとして
地域住民から愛されるクラブを目指す」とあります。セカンドチームは
その一つとして、選手の育成、さらにはトップチームの強化や底上げ
も見据えて立ち上げるものです。
　セカンドチームについての詳細はfutsal_info@karuizawaclub.ne.jp
までお問い合わせください。

フットサルクラブ
「ファミリー感謝祭」を開催しました
　3月31日、フットサルクラブは1年間の感謝の気持ちを込めて、協
賛社様、スクール生、保護者、地域の子どもたちから参加を募って
ファミリー感謝祭を開催しました。
　選手たちとともに、日ごろから練習で利用している風越公園と湯川
ふるさと公園のゴミを施設への感謝を込めて拾い、そのあとはレクリ
エーション、フットサル、最後にはじゃんけん大会を行い、みんなで
楽しい時間を過ごしました。
　いつも応援くださっている方たちと選手が交流できる時間を、今後
も定期的に設けていきたいと思います。参加いただいた皆さん、あり
がとうございました。

北信越フットサルリーグ昇格は持ち越しに
フットサルチーム・SC軽井沢クラブ
　2月18日にフットサルチーム・SC軽井沢クラブは長野県代表として
北信越フットサルリーグ2部参入戦に挑みました。新潟県代表のグラ
ンヴォーチェ柏崎と対戦し、結果は6-14で敗戦。残念ながら、今年
の目標であったリーグ昇格は叶えることができませんでした。

　今年の3月15日で、ランニングサークルの活動は3年目に入りまし
た。当初5名程度だったメンバーも回を重ねるごとに増え、今では総
勢約30名のサークルに成長しました。
　現在は主に火曜と土曜に活動をし、土曜はインストラクター役を快

諾してくださった福士裕さん、福
士理子さんの指導のもと練習を
行っています。福士さんをはじ
め、とても協力的なメンバーが
多く、たとえば練習のペースに
少し遅れてしまう参加者には声

「風越ランニングサークル」  ３年目を迎えました
をかけあったり、付
き添ったり、支え合
いながら仲間と一
緒に走りを楽しんで
います。
　３年目はメンバー
のコミュニケーショ
ンをさらに深める活動に重点をおき、またレベルに合わせたイベント
を提案していきたいと考えています。新メンバーも募集していますの
で、興味がある方はお気軽にご参加ください。

「第11回軽井沢ユニバーサルスポーツ祭」  参加者、ボランティア募集！

　参加は無料で、年
齢、性別、障がいの
有無は問いません。
パラスポーツについて知りたい方、
体験してみたい方は、ぜひ会場へ
足を運んでください。

　参入戦で流した
涙、悔しさは参入戦
でしか返せません。
またゼロからのス

パラスポーツフェスタin軽井沢
期日：6月17日（日）12：30 ～16：00　
場所：軽井沢風越公園総合体育館
お問い合わせ：event@karuizawaclub.ne.jp

ドコーチに就任しました。
　新たにアカデミー生を募集した今年

度、書類審査を行って女
子8名、男子5名を選抜しました。5月から来年3月ま
で、氷上トレーニング、フィジカルトレーニングや栄養講
座、さらには国際的スポーツ人としてのマナー教育など、
充実したプログラムで指導陣と一緒に世界を目指します。
　アカデミー生たちの受講の様子や活躍については、今
後のクラブニュースで紹介します。

タートですが、チームとしてパワーアップし、
次こそ北信越Fリーグ昇格を目指します。引き続きフットサルチーム・
SC軽井沢クラブへの応援をよろしくお願いします。
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