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；宇井ｊｈｔどぁｆｖ 

新級・新学の時期になりましたね。子供たちの心も期待や不安で揺れ動いているかもし

れません。少しでも「明るく楽しい気分」でいることがとても大切です。そんな空間を

今年度も全力で提供させていただければと思っています。ご家庭とテニスコートの両方

で、子供たちの「自信・自尊感情=セルフイメージ」を高めてあげましょう。 

 

《４月のレッスン予定》 ＊予約表でご確認ください 
 

土浦校  :4/3(土)水郷コート大会のためお休み: *4/10(日)が予備日です。 

       ＊トーナメントクラスのみ 17：00 から行います。 

      : 4/9(土)水郷コート大会のため A コートに移動になります。 : 

       4/16(土)・17(日) 水郷コート大会のためお休み: 

4/23(土)水郷コート大会のため休講になる可能性があります。 
 

美浦校    :4/9(土)コーチ都合により、休講になります。 
 

龍ヶ崎校  :4/9(土)コーチ都合により、中高生１・２クラスが 

休講になる可能性があります。 
 

  ＝ 5 月の連休について・全校 ＝ 

       5/2～５にお休みを頂きます。よろしくお願いいたします。 
 

※上記以外にも、予定変更になる場合がございますので、予約表で最終確認を行っ

てください。（小学高学年以上は出来るだけ自分で予約してみましょう。） 

★Lesson Schedule★ 

４月のテーマ・マナー 

◇テーマ◇「よい言葉を使おう！」 
◇マナー◇ 「人が嫌がる言葉は 

使わないようにしよう！」 

               一日一

善」 

 

 

 

・セルフイメージアップ教室・・・未来の子供の幸せ、必ず UPします。 

子供の成長はセルフイメージ次第です。本気で子供の未来を思うなら、絶対にこ

れを逃してはなりません。出た回数だけ子供は成長します。 

日程：4 月 11 日(木・祝)  13:00～15:00 参加費：500 円 

場所：水郷テニスコート  持ち物：ノート、筆記用具、飲み物、お菓子など 
 

・ サーブなし大会・・・いち番小さな大会。試合したい人、集合！ 

前回 44 名、前々回 37 名参加と大人気のこの大会！ キッズ・ジュニア・プロキ

ッズ・チャレンジ・中高生クラスの大会です。サーブがないのでコーチがボール

出しをします。誰でも簡単に試合ができ、７～１０試合できます。テニス選手や

大会参加を目指す人には超おススメ。みんなで参加しましょう。 

＊4/23 の大会予備日になっていますので、4/23,29 が雨の場合は中止になります。 
日程：４月２9 日(金・祝)   

9：00 集合 9：30 開始 16 時くらいまで  参加費：2000 円 

場所：水郷テニスコート  その他：食事持参 

 

 

※ 各イベントの詳細は要項または HP をご覧ください。 
 

 

 

◇第 17 回ありのみカップ冬 
<14 歳以下> 

男子シングルス  優 勝  小林良徳くん(KCJ ワールドツアークラス) 
 

 

◇土浦市小学生硬式テニス大会(3/5:水郷テニスコート) 

<Ａクラス>    男子優勝 近野豪樹くん (KCJ チャレンジクラス) 

             : 女子優勝  石川莉咲さん (KCJ トーナメントクラス) 

        : :::２位 五頭 蘭さん  (KCJ トーナメントクラス) 

<Ｂクラス>         男子優勝 清原駿介くん (KCJ トーナメントクラス) 

     :      ２位 坂口聖英くん (KCJ プロキッズクラス) 

             : 女子優勝  齋藤文乃さん :(KCJ ジュニアクラス) 

        : :::２位 大貫桃果さん :(KCJ プロキッズトクラス) 
 

 

 国際大会や全国大会で数多くの好成績を残している KCJ 選手 

 たちの戦績を HP に載せています。 
 

その他にも上記大会や「関東テニス協会公認ランキング大会」 

で数多くの優勝、準優勝、上位入賞など数の好成績を残して 

います。HP の「選手戦績」をぜひご覧ください。 

 前回は「KCJ ではサーブが打てなくても参加できる大会「サーブなし大

会」が人気ありますが、幼稚園児をはじめ、前回(2/28)たくさんの選手

が参加してくれました。さて何人が参加したでしょう？」の答えはＣの

44 名でした。とても楽しい大会です。気軽に参加してみましょう。 
 

◆当選者  渡辺康太郎クン 、豊嶋秀虎クン、 湯原萌々愛サン 、溝上綾菜サン、小林蒼依サン 

き り と り 

 

≪ＫＣＪからの挑戦状(クイズ)≫ 
書いてくれた人の中から、５名様に、KCJ くじ 1 回分をプレゼント！ 

 

Ｑ  KCJ の宇都宮校長は、プロ選手もたくさん参加する全日本テニス 

選手権大会(日本国内の最高レベルの大会)にも出場したと自慢していま

すが、さて、校長が硬式テニスを始めたのはいつからでしょうか？ 

(じがよめないひとはきいてください) 
 

A.幼稚園から  B.小学 2年から C 小学 5 年から D.中学１年から Ｅ.高校１年から 
 

<応募方法>クイズの部分を切り取って、①ウラに答え 

②クラス③名前を書いてフロントに渡して下さい。 

（1 人 1 回まで）締切(しめきり) ４月 20 日まで 
 

 

★Tournament Result★ 

★Event★ 
 

《お知らせ》   事務所のご利用について（基本的には変わりません） 

4/1 より土浦市のホームページ・リニューアルによる、ネットでのコート予約が可能に

なることに伴い、現在の事務所もその対象となりました。今まで優先的に押さえさせて

いただいておりましたが、私共もネット予約しなければならない状況となり、5/1 以降、

若干、現在の事務所が使えない場合があるかもしれません。その場合はロビーでの受付

となります。ご不便をおかけする場合もありますが、ご理解のほどお願いいたします。 

 

 

KCJ テニスアカデミーの目的は、子供たちのセルフイメージを高めること。 

まちがいなく子供たちはセルフイメージ通りに生きていくことになるから… 
 

◆子供たちの未来に向けて大切なもの… 

「セルフイメージを引き上げること」に尽きる。私たちはこう考えています。 
 

当校の生徒たちにも、低学年にしてすでにこの子の将来は楽しみだと思える子と、

今のままではどうだろうと不安を感じてしまう子がいます。 

三十数年の間、数千人もの子供たちを見て来ていれば、ある程度はわかるように

なります。私が教えはじめた時に小学生だった子が、すでに高校生を持つ母親にな

っているし…。少なくとも平均的な学校の先生より子供のことは分かっていると自

負しています。幼稚園児から高校卒業するまで何年もずっと見つめてきた子も少な

くありません。競技志向の子供たちとは長時間を共にし、キャンプや大会で何度も

同じ部屋で寝泊まりし、性格や身体の特徴、場合によっては家庭事情までも把握し

ておくこともありました。それが私たちコーチというものでもありますから。 
 

明るい子、挨拶がしっかりできる子、返事ができる子、素直な子、人の目をしっ

かり見ることができる子、はっきりした大きな声で話ができる子、正直な子、がっ

かりすることが少ない子、言い訳が少ない子、物怖じしない子、人の悪口を言わな

い子、人の話をよく聴いている子、感謝の気持ちを持っている子、何をやるにも楽

しそうにやっている子、「できない」「無理」などの限界をすぐに自分で作らない子

…こういった子たちは普段から自信に満ちており、自己評価つまりセルフイメージ

の高さをはっきりと感じさせてくれます。ここには学力は入れていません。 

おこられるかもしれませんが、正直、私には学力がその子の未来を幸せに導く要

素になるなど、上の項目のどの一つにも勝るとは思えないからです。なぜなら、こ

ういった子らは、放っておいても、自分が納得する程度の学力や自分に必要と思う

ものは手に入れますし、やりたいことが見つかれば、おそらくそのエキスパートや

それに近いくらいにはなることは間違いないと思っているからです。 
 

●セルフイメージについて、多くの著書やネットから抜粋してみました。 

「人の行動・感情・振る舞い・可能性は、すべてその人のセルフイメージとぴった

り一致する」 「自分の心にある自分自身のイメージが、人の人生における運命を決

める」 「人は、「自分はこういう人間である」と思っている自分自身に従って行動

をする」 「人はどれだけ努力しても、セルフイメージに逆らって行動することはで

きない」 「セルフイメージは、人の全人格や行動、振る舞い、そして環境さえもが

構築される｢根拠｣であり、基礎、そして基盤である」これらはほんの一部ですが多

くの博士や脳科学者、有名セラピストが同じことを言っています。私が長年感じて

きたことをピタリと言い当ててくれています。 
 

ではどうすれば子供たちのセルフイメージを引き上げることができるのか。 

私たちがまず行おうとしていることは、成功経験をたくさん積ませてあげること、

そして効果的な褒め方でたくさん褒めてあげること、そして時々セルフイメージの

話をしてあげることです。家庭を含めて今までの生活環境が子供たちのセルフイメ

ージを作っているそうで、私も自分の子供のことで大変反省しているところです。

是非、小さいうちから高いセルフイメージを持てるように子どもたちに接してあげ

ましょう。子供の幸せにはセルフイメージ向上が最大の方法と確信しています。 

 

今月のセルフイメージ 

 

最近、中学へ進学しても硬式テニスを続ける生徒が増えてきました。とっても嬉し

いことです。私は中学の時に 2 年やった卓球から軟式テニスを 1 年やり、高校から

やりたかった硬式テニスを始めました。やはり硬式テニスのほうが数倍も楽しく、

世界が比べ物にならないくらい広がったと感じました。小学生から硬式テニスがで

きるなんて本当に素晴らしいことです。中学で硬式テニスを部活でやっているとこ

ろは今でも少ないですが、私たちが子供のころはほとんどなく、硬式といえば高校

生からというのが当たり前でしたから。必ず高校生になったらもう一度硬式に！ 

 硬式テニスがなぜこんなにおススメかというと、硬式テニスにしかないという競

技特性があります。詳しくはここでは伝えられませんが、当アカデミーのＨＰかフ

ロントに置いてある「テニスってすごい！」を是非読んでみてください。 

 なお、あまりレッスンに来られないかも、という中学生に、月 1～２回だけの参

加でもＯＫの、とってもお得なコースがありますので、ぜひ続けてみましょう。 

●中高生クラス(土浦校) 基本料金 1500 円/月 ＋ 1 回 500 円持参 

●中高生１および２クラス(龍ヶ崎校)1000 円/60 分、1500 円/90 分(1 回) 

●チャレンジクラス(土浦校) 5400 円/1 月（木・金フリー） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

式テニスを経験した皆さんには、ぜひとも軟式には移行しないでいただきたい思っ

ています。理由はたくさんありますが、中でも 

 

中学校に進学する生徒へ 

***** スポーツ安全保険にについて ***** 

レッスン中の怪我や事故については、昨年よりテニス保険がなくなり、現在は施

設の不備によると判断されたものにしか適用されません。それ以外のものについ

ては自己責任でお願いすることになりますので、当アカデミーにおきましてはス

ポーツ安全保険をお勧めしております。4/1 より翌年 3/31 の１年間、子供は

800 円でご加入いただけます。個人でお持ちの方は問題ありませんが、ご興味

のある方はフロントに詳しい資料がございますのでお声がけください。随時募集

しておりますが、4/1 からのご希望者は 3 月末までにお申し込みください。 

（4 月以降の申し込みは、遅くなるほど契約期間が短くなってしまいます。） 

 


