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  ｔこちらも 

台風が多い季節になりました。イベントや大会の多いスポーツの秋に悪天候と重なって、レッ

スンがなかなかできない場合には大変ご迷惑をおかけすることになります。多少の人数オーバ

ーはご容赦ください。5 時以降に臨時クラスを設けるばあいもありますので、未消化の多い方

は、ツイッターや予約表でのお見逃しがないようお気を付けてくださいね。 

 

 

《10 月の休講予定》 ＊予約表でご確認ください 

土浦校 
   6 日(土)土浦市花火大会により休講 

    7 日(日)イベントによるコーチ不足で縮小(予約表をご確認ください) 

   14 日(日)水郷コート大会 ＊ワールド、トーナメント含めた全クラス休講 
 

美浦校 
    7 日(日)ソフトテニス大会のため休講になります。 

20 日(土)・21 日(日)両日大会美浦フェスティバルのため休講になります。 
 

 牛久パサニア校 

    現時点での休講予定はありません。(予約表にて確認ください) 
 

※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★ 

１０月のテーマ・マナー 

◇テーマ◇「言葉つかい」 
 ::◇マナー◇ 「人が嬉しくなるような言

葉を使ってみよう！」 

               一日一

善」 

 

 
 
 

・KCJ友誘遊食会・・・誘って楽しい、食べておいしい、KCJBBQ! 
プロキッズ以上の選手クラスはたっぷり食べて大きくなろう！コーチ陣、先輩

後輩みんなで楽しく食べて飲んで(清涼飲料水)親睦を深めましょう。 
日程：10 月８日(月・祝) 時間 11:00～13:00  参加費：2,500 円 

場所：レストハウス水郷(テニスコートではありません)  

申込：フロントに参加料持参でお申し込みください。 
 

・KCJ サーブありなし大会…いち番小さな大会。試合したい人、集合！ 

誰でも簡単に 10 試合くらいはできます。テニス選手や大会参加を目指す人に

は超おススメ。みんなで積極的に参加しましょう。 
日程：10 月 27 日(土) 時間 8:45～16:00  参加費：2,500 円 

場所：水郷テニスコート  その他：飲料、食事持参 
＊10/27 は大会予備日なので、10/20-21 の天気次第では中止になります。 

 

・セルフイメージアップ教室・・・子供たちの幸せを心から願って 
子供たちは、必ずセルフイメージ通りの人生を歩んでいくことになります。こ

の自己像認識を少しでも…できればもっともっと高めてあげることが KCJ テ

ニスアカデミー最大の目的です。ほとんどの子供がはるかに高い能力を持ちな

がら低いセルフイメージに蓋をされています。まだ参加したことのない方は、

一度でいいので、KCJ の持ち味を味わってみてください。 
日程：10 月 14 日(日) 13:30～15:30  参加費：500 円 

場所：水郷体育館 ＊視聴覚室 
 

 

◆ 土浦市小中学生硬式テニス大会(冬)（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。(サーブありです。テニスのルール、カウントは

ほぼわかるようにしておいてください。フロントに申込用紙を準備します) 

日程：12 月 16 日(金・祝) ８:40～15:00 予定 ＊雨天中止(1/6 予備日)  

場所：水郷テニスコート  参加費：2,５00 円 
 

 
 

※ 各イベントの詳細は要項または HP をご覧ください。 

 

 
 
 

◇  

○土浦市小中学生テニス大会 2018 秋 

小学生経験者の部 

男子  優 勝  大塚 仁一朗くん  （ＫＣＪトーナメントクラス） 

女子  優 勝  関口 七映さん  （ＫＣＪトーナメントクラス）    

    準優勝  佐藤 亜紀さん  （ＫＣＪトーナメントクラス） 

小学生初心者の部 

男子  優 勝  小松崎 潤くん   （ＫＣＪプロキッズクラス） 

:準優勝    酒井 源太郎くん （ＫＣＪプロキッズクラス） 

女子  優 勝  大和田 彩葉さん （ＫＣＪプロキッズクラス）   

    準優勝  横田 優月さん  （ＫＣＪプロキッズクラス） 

中学生経験者の部 

男子  優 勝  関口 竜玖くん   （ＫＣＪワールドツアークラス） 

:::準優勝    水原 遙哉くん  （ＫＣＪトーナメントクラス） 
 

 

〇ジャック守谷ジュニアテニス・シングルス大会 
ビギナークラス低学年の部   

優 勝  横田 優月さん  （ＫＣＪプロキッズクラス） 
 

 

 

 

前回のクイズ世界でテニスの強い選手が一番たくさん参加するグランドスラム大会(四大

大会)は全豪オープン、US オープン、ウインブルドン、ともう一つは何？の正解は、B

のフレンチオープンでした。土(クレー)のコートでやるこの大会はラリーが長く続くので

見ていてもたのしいし、参考になることもいっぱいあるのでぜひ TV や動画で観てみま

しょう。好きな選手を誰かひとり決めて、応援してみるのも結構自分のテニス向上につ

ながりますよ。 
 

◇当選者  せき あんなサン   関 思温クン    大久保 勇利クン  

いわもと はなえサン   寺坂 優芽サン 

 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．世界で最もレベルの高いテニス大会(グランドスラム大会)の一つである US オープン 

:で大坂なおみプロが優勝したことが大変な話題になりましたが、さて決勝での対戦 

:相手は誰だったでしょう。 

        答え                 
 

<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 10 月 20 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… 
 

◆世界いち孤独な日本の子供…子供への応援の仕方をもう一度考えてみませんか。 
 

あるブログの中で「日本の子どもたちが、世界一、自分は孤独だと感じている」

という文を目にしました。２００７年にユニセフが実施した幸福度調査の結果

だそうです。いきなりネガティブな話で恐縮ですが、さらに「自己の存在を肯定

する感情が低く、２割近くが居心地の悪さを感じており、３人に１人が 孤独 を

感じている」「世界でも有数の物質的に豊かで恵まれた国でありながら、子ども

の心が飢餓状態である」ともありました。ほんとに？とも思いましたが、こんな

裕福な国に生まれながら未成年の自殺者（先進国ではダントツ）や事件が多いこ

とを考えると当たらずとも遠からずかもしれません。 
 

親が思っているほど子供との距離が近くないのか？思い当たる節があるとすれ

ば、躾や愛情「あなたのため」という言葉に隠された、親の子供への支配が日本

では多すぎるのではないかと感じています。親の思いを一方的に子供に押し付

け、子供のやりたいことをいとも簡単に否定する、対等な一人の人間として扱っ

ていないのが孤独感につながっているのではないでしょうか。だからこそ自立

感も低く海外の大会に子供たちと遠征したとき、言葉の問題ではなく、何も自分

でできない世界一幼稚すぎる日本の子供たちに、何かあった時に最初に死んで

しまうのではと恐怖感さえ覚えた記憶があります。 
 

では、子供たちの未来のために何を伝えられるのだろうか。テニスというスポ

ーツを通じて体力や健康の増進、ルールを守る事やマナーを伝える、脳活性を高

めて頭の回転をよくする、その他には・・・？ いろいろ考えてきましたが、ご

家族の方の子供に対しての根本的な希望は「幸せでいてもらいたい」はずです。 
 

２００９年からテーマに上げている「セルフイメージの向上」は、子供たちの

ご家族の方の想いと同じ気持ちを込めています。テニススクールといっても全

員がプロ選手になれるわけではありませんし、あるレベル以上にならなければ

進学に有利になるというわけでもありません。しかしながら、我々のプログラム

の根底にある「自尊感情・自己肯定感」を上げていく試みは、間違いなく子供た

ちの未来に大きなプラスとなることを、長年多くの子供たちをみてきた私ども

から、自信を持ってお伝えできます。 
 

また、テニスはひとたびコートに入れば、だれからもアドバイスをもらえない

ので、すべて自分の責任の中で自分が考え、自分の心や感情を探り自分で自分を

鼓舞したり冷静さを取り戻したりとコントロールしていかなければならないと

いう競技特性があります。子供の自立心・自律心の成長にとって大変優れたスポ

ーツであることもお伝えしておかなければなりません。 
 

私たちが子供のためにすべきことは、自信をつけさせてあげること、自立して

いく環境を与えてあげることだと思っております。 

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。 

 
 

横田 優月さん 

★事件とお知らせ★ 

当スクールでは初めてのことですが今年夏に入って以降、立て続けに三度、子供の行

方不明が起こりました。親子喧嘩やちょっとした行き違い、親の迎えが遅れたなこと

などが原因ですが、内 2 件は警察を呼ぶ事態にもなりました。この 3 件いずれも無

事、子供が一人自力での徒歩やランニングで自宅や近い親戚の家にたどり着いたので

すが、遠い子は 2 時間もかかっていたそうです。もし何かあったらと恐恐しながら

我々スタッフも公園内や近辺を探したり、お友達関係など連絡を取りあったりするこ

とになりました。不謹慎ですが、これらの事件のおかげで、我々も日ごろから子供た

ちに何があってもひとりで誰にも告げず勝手に帰ったりしないよう話しておかなけれ

ばならないなと猛省させていただきました。皆様もスクールの行き帰りの時間帯だけ

は(できればそれ以外の時間帯も)感情的にならないようお願いいたします。 


