
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

夏はセルフイメージを上げるチャンス！積極的にイベントに参加してみましょう。能力

は充分にあるのにセルフイメージが低いだけで、大きな損をしている子供がたくさんい

ます。というよりも最近のほとんどの子供がそうです。学校ではなかなか学べない本当

に大切なものに子供たちが触れる機会を逃さないでくださいね。 

 

《８月の休講予定》 ＊予約表でご確認ください 

   ※全校 13 日(日)～16 日(水) お盆休みとなります。 
 

【土浦校】基本(月)は水郷テニスコートがお休みです。 
   8 日(水) フィールドアスレチックによりクラス縮小の可能性あり 

    21 日(火) 夏休みこどもキャンプ in 白子のため全クラス休講 
 

【美浦校】 
   19 日(日) コーチ不在により休講になります。 
     *6 月・7 月においてイベントや雨天により規定回数(フリー5 回)を受講できなかった方

は、土浦校及び牛久校において振替受講をすることができます。この夏休みを有効にご

利用ください。(要予約) 

   :*美浦村生涯学習課において行われる夏休みこどもテニス教室の担当が、当アカデミーコ

ーチになります。土日の練習に加えてぜひこの機会を逃さないようご参加ください。 
 

【牛久パサニア校】 

     8 日(水) フィールドアスレチックによりクラス縮小の可能性あり 

20 日(月)・21 日(火) 夏休みこどもキャンプ in 白子のため全クラス休講 
 

※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★ 

８月のテーマ・マナー 

◇テーマ◇  「返事」 
◇マナー◇ 「返事をするときは 

        相手の目を見て！」 

               一日一

善」 

 

 
 

★ フィールドアスレチック で成功体験を積み上げろ！ 
勇気と挑戦の冒険コースが君を待っている。「できる、できない」を悩む前に

…まずはやってみる。セルフイメージを上げる一歩になるかも。          

ｇｇhttp://fieldathletics.jp/ ☚ 是非見てください。行きたくなること請け合い！ 

日程：８月８日(水)土浦駅集合 7:30  ★その他の駅からの乗車も可 

参加費：3,000 円（交通費別）  場所：清水公園(千葉県野田市) 

担当コーチ：深瀬 哲 他 
 

🌟 夏休みこどもキャンプ in白子＊まずは挨拶ができる子に！ 

KCJ 渾身のメンタル、体力イベント。子供と離れて距離が縮まる。 

中身がたいへん濃い教育系キャンプです。他ではこんな金額にはなりません。

超格安、楽しさ、セルフイメージ、EQ、その他いっぱい！ 
日程：８月 20 日(月)～21 日(火)  参加費：19,800 円 

場所：九十九里 白子テニスリゾート  引率スタッフ６～８名予定 

＊バスの関係で申込者の人数が限定される可能性があります。 

絶対に参加したい人は、お早めのお申し込みを！ 
 

🌙 ECC夏休み短期集中講座…話せる子供の顔に自信 
夏の 4 回集中講座は、ECC ジュニアで 1 学期に学ぶ内容の中、特に重要 

なポイントを 4 回にまとめて学習できる楽しいプログラムです。将来必ず自

分の自信につながる英会話、早ければ早いほどいい英会話力、このチャ 

ンスを逃してはなりません。 
 

日程：8/6   :8/22  8/27  8/29 :::16:30～17:30 (小学 1～3 対象) 

日程：8/10  8/17  8/23  8/30  16:30～17:30 (小学 4～6 対象) 

参加費：5,400 円（教材費等不要！） 

⁂7/22(日)『キッズサマーフェスティバル』(無料)も開催 ‼ 

  楽しいアクティビティ＆ゲーム、外国人講師とのふれあい 
    対象：年中～小 6、どなたでも参加できます。(要事前予約、フロントまで) 

 

 

◆ 土浦市小中学生硬式テニス大会（当アカデミー外のイベント） 

KCJ テニスアカデミー主催ではありませんが、土浦市体育協会硬式テニス部

(土浦市テニス協会)が行う大会です。楽しく、たくさん試合ができる、特に大

会に出たことがない子供たちに超おススメです。KCJ スタッフが運営してい

ますので、安心してご参加ください。(サーブあり、フロントに申込用紙を準備しま

す) 

日程：９月 17 日(月・祝) ＊雨天中止  ８:30～16:00 予定  

参加費：2,000 円   場所：水郷テニスコート 
 

 

※ 各イベントの詳細は要項または HP をご覧ください。 
 

 

 
 

◇ ダンロップジュニア in 白子大会 
  ＜男子シングルス＞ 

12 歳以下  １～２位トーナメント    

準優勝 横戸 仁くん (KCJ ワールドツアークラス) 

10 歳以下  ３～4 位トーナメント    

優 勝 大塚 仁一朗くん (KCJ トーナメントクラス)  

＜女子シングルス＞ 

12 歳以下  ３～４位トーナメント    

        優 勝 木村 彩音さん (KCJ トーナメントクラス) 

準優勝 海老澤 心さん (KCJ 牛久ジュニアクラス) 

10 歳以下  １～２位トーナメント    

3 位 関口 七映さん (KCJ トーナメントクラス)  

３～４位トーナメント    

3 位 小野瀬 結愛さん (KCJ トーナメントクラス) 
 

◇ KCJ サーブなし大会/2018/0716 水郷コート 

<A クラス＞ 1～3 位トーナメント 

優 勝  大塚 仁一朗くん (KCJ トーナメントクラス) 

        準優勝  大塚 愛結さん  (KCJ トーナメントクラス) 

4～7 位トーナメント 

優 勝  大和田 彩羽さん (KCJ プロキッズクラス) 

        準優勝  谷口 翼くん   (KCJ 美浦校ジュニアクラス) 
 

<B クラス＞  優 勝  吉田 碧翔くん  ::(KCJ ジュニアクラス) 

準優勝  横田 寧々さん ::::(KCJ ジュニアクラス) 

        3 位  :柳 空佑くん  :: (KCJ 牛久ジュニアクラス) 

  4 位  湯原 萌乃愛さん ::(KCJ 美浦校ジュニアクラス) 
 

◆ フェニックス大磯ジュニアトーナメント「夏」 

   18 歳以下男子シングルス 

          準優勝  松崎 稜太朗くん  (KCJ ワールドツアークラス/15 歳) 

前回のクイズ 8 月８日に行う KCJ イベントの「フィールドアスレチック」。 

着替えが必要とまでいわれる怖～いコースはどれ？ 
の正解は、C の水上コースでした。過去 3 年間これと同じ問題の答えには間違いがた

くさんありました。で、今年はどうだったかというと、まだ間違えた回答があります

ね。正解者はこの４名。今回もこのイベントの参加者が多いのに不思議ですね～。 
 

【当選者】  寺坂芽衣澤さん  海老澤心さん  横田優月さん  赤尾羚くん   

 
き り と り 

 

≪ＫＣＪからの挑戦状 (クイズ)≫ 
正解者の中から５名様に、KCJ くじ 1 回分をプレゼント！ 

 

Ｑ．8/20 から 2 日間で行う「夏休みこどもキャンプ in 白子」の白子とは何県？ 
 

A 千葉県  B 茨城県  C 秋田県  D 神奈川県  E 沖縄県 
 

<応募方法>クイズの部分を切り取って、①ウラに答え ②所属校 ③クラス ④名前 

を書いてフロントに渡して下さい。親の KCJnews 既読サインも必要となります。 
 

（1 人 1 回まで）  締切８月 18 日まで    親の既読サイン           

★Tournament Result★ 

★Event★ 
 

 

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… 
 

◇ 自立、自律、EQ … 失敗から学ぶチャンスを大切に 
 

「自立」「自律」「セルフイメージ向上」「EQ 向上」「コーディネーション能力

向上」は KCJ テニスアカデミーがイベントに取り入れているテーマです。今年

の夏休みこどもキャンプ in 白子にもこれらがいっぱい詰まった内容になってい

ます。「友達がたくさんできた」は毎年みんなが嬉しそうに言ってくれる言葉で

すが、友達がたくさんできる能力「EQ」が高まったことも理由です。 

「EQ」や「自律」向上に向けて、人と「いい気分を分かちたい」という気持ち

のこもった挨拶や、チームで力を合わせ、助け合って何かを作り上げるといった

ワークを多くやります。高学年の子は小さな子たちをいたわり、指導し、話し相

手になり、また小さな子供たちはそんな先輩たちのリーダーシップにあこがれ

や尊敬の気持ちを持って、自分の役割だけは一生懸命に行おうとします。すぐに

チームがひとつになり、お互いの気持ちを汲み取る「思いやり」、人のためにな

ろうという「奉仕」の気持ち、団体生活における「ルールやマナー」を覚えてい

きます。 

「自立」の面では自分たちで起床して、準備用意するといった自分のことは自

分でするという基本的な事を自分の責任において行ないます。なにか失敗があ

った時、かえって子供たちに知恵と工夫が生まれたりしています。 

最近、親から「こんなことも自分で出来たんだって感心しました」といったよ

うな内容をよく頂きますが、それは親が子供の能力や可能性を今まであまり信

じていなかったからの言葉であって、子供たちのすごい力をもっと信頼してあ

げてほしいと思うのです。親があれこれ細かいことを聞いたり要望したり、何か

ら何まで心配して、私たちが子供たちに自力で乗り越えてほしいと計画してい

る部分にさえも手出しして、子供が自分で成長するチャンスを台無しにしてい

る事が多いと感じています。そのかわいそうな子は思考も浅くなり、自分で判断

して行動することが苦手です。学校の勉強はできるとしても、いざとなった時、

本当の窮地に立った時に自分の力で乗り越えられるのでしょうか。親の重要な

役割は子供を守ることではなく、子供が「自分で自分のことを守る力」を早いう

ちに伸ばしてあげることだと思っています。そして親からの信頼を感じながら、

心の奥底で自分に自信を持っているセルフイメージの高い子供になってほしい

と心から望んでおります。 

 

 

今月のセルフイメージ 

国際大会、全国大会、関東大会などの大

きな公認大会から、ジュニアのランキング

大会、ローカルな草トーナメントまで

KCJ の子供たちの活躍を出来るだけ HP

に掲載しております。過去には、インター

ハイで 4 強に入ったり、国際大会で優勝

したり全国大会で 2 位や 3 位は数多くあ

ります。ユニバーシアード大会で金メダル

獲得や、全日本選手権でプロ選手２人に勝

って Best16 入りした選手もいます。HP

の「選手戦績」をぜひご覧ください。 

 

 

 

 

http://fieldathletics.jp/

