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アイアンスタジオ／冬に向けてのスタジオメンバー大募集中！！
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11月12月の2ヶ月限定プログラム

リズム体操を行なうと、血流・発汗・代謝が良くなります！腰痛・膝痛の方も、予防
対策に軽い運動から始めてみませんか？
又、ジムでは初めての筋肉トレーニングや脂肪燃焼運動も、スタッフが全面サポー
ト。個人の目的に合わせたパーソナルプルグラムを作成いたします。

父親は日本で最初のプロテニスコーチ。そして東京ローンテニスクラブ（麻布）の敷地内
に家があり、幼少の頃から当たり前のようにテニスが生活の一部だったという渡辺さん。
当時、まだ一般にテニスが浸透していない時代に、情熱的な父親の指導のもとテニスの
手ほどきを受け、日本テニス界のプロテニスプレーヤーとして先駆的な存在となりました。
「自分にはさほど才能は無かった。」と謙遜されますが、持ち前のテニスセンスと父親から
受け継いだテニスに対する情熱は、現在もなお熱く進行中です。

『リズム体操＆ストレッチ』
１１月より毎週金曜日 19:30～20:30
アイアンｽﾀｼﾞｵ２Ｆで通年開催

アイアンスタジオ

♪♪インストラクターより一言
北佐久郡軽井沢町追分７０１－１

一度来てみてください！
あなたのライフスタイルを変え
てみせます！
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ／山口剛史

営業時間 （日曜休館）
月曜日
17:00～22:00
火曜日～金曜日 10:00～12:00 17:00～22:00
土曜日
10:00～12:00 13:00～18:00

一般会員、ジュニア会員様限定イベント～紅葉ウォーキング
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～
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コース：とっておきの旧軽井沢散策
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有料会員様限定のスペシャルイベント第１弾！
会員同士はもちろん、クラブのスタッフとも交流を深めていただく機会を、紅葉の
軽井沢というロケーションのもとセッティングいたしました。Aコース、Bコースとも終
了後は風越公園スカップ軽井沢２階多目的室にて食事を兼ねた交流会を開催
します。是非是非ご参加ください！
参加費／一般会員 2,000円／お一人 （同伴の非会員様は2,500円）
ジュニア会員 1,500円／お一人

各種スポーツ、フィットネスなどのインストラクターと,
スポーツイベント時のボランティアスタッフを随時募集
しています。詳しくは事務局までお問い合せください。
TEL 0267-44-6680 担当／真山・松田

有料会員様の更新手続きは年１回。更新月の前月にご
案内を差し上げています。更新月の翌月までが更新期
間となりますので、お手数をおかけしますがお早めにお
手続きくださいね。
事務局より

発行日
編集・発行

日本体育大学教授
（社）日本プロテニス協会理事長
1967年ユニバーシアード優勝他、
数々の輝かしい戦績を残し、選手
引退後は、テニスの普及や指導者
として活動。成城テニスクラブの設
立や運営にも関わる。現在は、後
進の育成に情熱を注いでいる。

年を経た現在、その軽井沢を舞台に新しいプロジェクトが動き出しました。渡辺氏が理事
長を務める社団法人日本プロテニス協会で『軽井沢からトッププロを世界に送り出そう。』
を合言葉に「JPTAテニスアカデミー」が2006年4月よりスタート。プロテニスプレーヤー、そ
してプロコーチを目指す若者たちが、軽井沢で合宿所生活を送りながら、トップレベルの
指導を受け日々練習に励み、その成果は着実に上がってきています。
「65歳という年齢に甘んじるような生き方はしたくない。」という渡辺氏。日本テニス界の明
日を見据えるその目は、生き生きと輝いていました。（終）

カーリングシーズン到来！ 今年の冬はカーリングにヒートＵＰ！

スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋、・・・・皆さんはどんな秋をお過ごし
ですか？ 一番賑やかな夏の軽井沢が一息ついて、今度は木々たち
が華やかな季節を迎えようとしていますね。季節は寒さに向かっていき
ますが、当クラブスタッフはカーリングシーズンに入り、所属のチームSC
軽井沢のメンバー共々、これからが熱い季節となりそうです！

会員様の更新手続きのお願い

渡辺 功（
功（わたなべ いさお）
いさお）

テニス三昧の渡辺ファミリーは、“テニスの聖地”軽井沢との係わりも深い。毎年のように夏
は軽井沢でテニスというのが定番で、「軽井沢会テニスコートでは、美智子さまが隣のコー
トでプレーをしていたよ。」と、ロイヤルロマンスという歴史の1ページの目撃者でもあるとか。

今月のトピックス

編集後記

スポーツインストラクター
＆ボランティアスタッフ募集中！

軽井沢のスポーツ人ご紹介 file2

TEL／FAX ０５０－５５４９－６４０１

まずは体を動かすことから始
めてみませんか？ 和気あい
あいの楽しいジムです
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ／久保興平

2007年１０月７日

NPO法人スポーツコミュニティー軽井沢クラブ
TEL0267-44-6680 FAX0267-44-6681
〒389-0113 長野県北佐久郡軽井沢町発地1157-6

URL http://www.karuizawaclub.ne.jp
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チーム「ＳＣ軽井沢クラブ」は、今年、全日本チャンピオンの座で2007-8カーリング
シーズンを迎えました。１１月に北京で行われるパシフィック選手権で２位までに入ると
世界選手権への日本出場枠がｇｅｔできます。来年４月にアメリカで開催される世界
選手権の切符は、２月に開催される日本カーリング選手権で優勝したチームのものと
なります。バンクーバーへの道のりは決して容易なものではありませんが、我が「ＳＣ軽
井沢クラブ」には、みんなの夢を背負って是非とも頑張ってほしいと思っています。
メンバーの中の二人はSC軽井沢クラブのスタッフ。１人は『木もれ陽の里』で運動指
導をしているスキップの両角友佑。もう１人は『アイアンスタジオ』と『こども体育塾』で
インストラクターをしているサードの山口剛史です。皆さんにはもうお馴染みの顔だと
思いますが、アスリートとしての彼らも、是非、応援してください。
【大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ】
■パシフィック選手権大会 2007年11月１９日～24日 （中国／北京）
■日本カーリング選手権大会 2008年2月6日～11日 （スカップ軽井沢）
■軽井沢国際カーリング選手権大会 2008年2月13日～17日 （スカップ軽井沢）
■カーリング世界選手権大会 2００８年４月5日～13日 （ＵＳＡ）

メンバー紹介

両角友佑（22）
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SC軽井沢ｸﾗﾌﾞｽﾀｯﾌ
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駿河台大学2年
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両角公佑（19）
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北京パシフィックカーリング
北京パシフィックカーリング選手権大会応援
パシフィックカーリング選手権大会応援ツアー
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参加者募集中！
◆スポーツコミュニティー軽井沢クラブの事業に協賛して頂いている皆様◆
㈲あらき アジルライフネット㈲ ㈱インテック ㈲軽井沢デリカテッセン きこり ㈲クリーンライフ 紅葉園建設㈱ サイモン建設㈱ ㈱サトウシューズスタジオ
㈲上信建設 ㈱シンビ堂医薬 たてしなップル ㈱ちもと総本店 長岡鉄工㈱ ㈲プリモ ㈱ムーゼの森 柳沢建設㈱ ラーメン大学軽井沢店

長野カーリングサポーターズクラブでは、中国北京で開催される「パシフィックカーリング選手権大会」の応援ツアーを企画。現在参加者を募
集中です。出発日は2007年11月22日で３泊4日朝食付き、ホテルは５つ星クラスです。23日と24日の決勝を観戦し、空き時間に万里の長
城などへの観光を予定しています。参加費用はお一人様 86,800円 詳しくは事務局まで／SC軽井沢クラブ内 TEL０２６７－４４－６６８０
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SC軽井沢クラブ会員インタビュー／
軽井沢クラブ会員インタビュー／小峯正宏さん&裕美さんご夫妻
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ご飯は１日６合！ 週4回のウェイトトレーニングを欠
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20072007-8カーリング教室／毎週水曜日 子どもクラス17:00～18:30 一般クラス19:00～20:30
小中学生対象の『子どもカーリング教室』と、小学生から一般まで参加OKの『一般カーリ
ング教室』の２クラスを開講します。インストラクターは今年度日本代表のＳＣ軽井沢クラ
ブをはじめとする世界に挑戦しているアスリート達。是非、この機会に知的スポーツ“カー
リング”に挑戦してみてください。１１月２８日（水）が１回目となります。
フットボールファクトリー キッズクラス／毎週火曜日16:30～18:00
休講となっていたキッズクラスが、９月から新たにスタートしました。４才～６才の幼児対
象のこのクラスは、まず、ボールに慣れること、一生懸命走ること、泣かないこと、が目標
です。初めて一緒に練習する子どもたち同士もすぐに仲良しに・・・。最近はミニゲームも
だいぶサッカーらしくなってきました。

スケート教室／小学生対象３日間の集中レッスン
軽井沢の冬の代表的スポーツ『スケート』。風越公園の屋外スケートリンクで開講！
「まずは氷になれる」を目標に、靴の履き方から転び方、スケートの基礎を学びます。インストラクターは全国大会出場
経験のあるアスリートインストラクター。学校体験の前に是非体験してみてはいかがでしょうか。
開催日時：20087年１月４日（金）、５日（土）、８日（火） 10:30～11:30 参加費：¥3,000（３日間指導料、保険含む）

「4年前に埼玉から軽井沢に転居してきた時から、身近なトレーニングジムを探していました。」という正宏さんは、
2005年11月のアイアンスタジオオープン当時からの熱心なメンバー。アシュタンガヨガを愛好する奥様の裕美さ
んとアイアンスタジオをご利用いただいております。正宏さんはジムの中でも、はち切れんばかりの大胸筋や二の
腕がひときわ目立つ存在。「野球・スキーなどにもハマりましたが、結婚する前
は、ボディビルのコンテスト入賞を目指しウェイトトレーニングに没頭しました。」と
のこと。裕美さんとの結婚を機にトレーニング目的は『筋力維持』に変わりました
が、現在でも継続的なトレーニングとコンディションに配慮した裕美さんの手料
理のおかげで、見事な肉体をキープしています。また、東京の高校野球部から
依頼があり、冬のオフトレーニングのトレーナーとして、指導の方にも力を注ぐこ
とになっているそうです。ご夫婦の愛犬、甲斐犬とボーダーコリーと一緒に軽

井沢スロースポーツライフを満喫されている素敵なご夫婦です。

只今企画中・・乞うご期待！／チアリーディング＆スノ－ボ－ドフリースタイル
小中学生対象のチアリーディングクラスを来春開講予定！ また、スノーボードフリースタイル（中級以上）のレッスン
も企画中です。これからもどんどん新しいレッスンクラスを企画していきますので、どうぞご期待ください。

Dogスポーツ塾
Dogスポーツ塾 アジリティー体験

子ども体育塾プライベートレッスンのご案内

フットボールファクトリー／小諸校との相互レッスンシステムのご案内
フットボールファクトリー小諸校は、軽井沢校の渡辺真コーチが主催するスクールです。
フットボールファクトリー軽井沢校と小諸校は相互レッスンシステムを取り入れ、軽井沢校のレッスン生であれば、小諸
校のレッスンも受講できるようになりました。特典として小諸校の入会金免除、小諸校初月レッスン費50％off。
開催日時：毎週火曜日 Ｕ10クラス17:30～18:50 Ｕ12クラス19:00～20:30 開催場所：スパーク小諸

愛犬と一緒にDogスポーツにチャレンジしてみませ
んか？ 今回はアジリティーの体験レッスンの他、
ドッグマラソンやギグレースなど、やってみたいDog
スポーツのhow to をミニ講座でレッスンします。
ワンちゃんとの日常のコミュニケーションにも役立つ
こと間違いなしです。

保護者の方々の要望にお応えし、子ども体育塾のプライベートレッス
ンを始めました。完全予約制となりますので、まずはお電話ください。
曜日、時間、場所、レッスン内容等ご相談に応じます。
１回１名～３名まで ￥5,000／１時間半
ご予約：0267-44-6680

ＳＣＫＣスポーツスケジュール
軽井沢町軽井沢789
TEL0267TEL0267-4242-1192

