
健康づくりと 楽しい仲間づくりを応援します。健康づくりと 楽しい仲間づくりを応援します。

各教室の注意事項を HP にてご確認ください。

3/25（土） 開始
新 規 会 員 受 付

3/6（月） 開始
継 続 会 員 受 付

2023年度版 会員募集中会員募集中会員募集中

受付：スポーツクラブ事務局
　　　10:00 ～18:30（随時受付）

受付：スポーツクラブ事務局
　　　10:00 ～16:30

スポーツ少年団・サークル・ジュニアチーム大募集 !!スポーツ少年団・サークル・ジュニアチーム大募集 !!一緒に
活動する

ふちゅうスポーツクラブホームページふちゅうスポーツクラブホームページ
上記二次元バーコードからアクセスできます。上記二次元バーコードからアクセスできます。



№ 教室名 対象 ･ 募集人数 活動時間 会場 受講料

1
年中さんと年長さん

からだであそぼっ

年中（5名） 
年長（15名）

水曜日17：15 ～ 18：15
4/12～3月（全36回）

婦中体育館
アリーナ 2,500円／月

＜指導者：五位尾千晶・山川真弓＞マット・とび箱・鉄棒・なわとびなど色々な
運動を体験します。また、友だちと楽しみながら体力をつけます。

2
1 年生～ 5 年生

子供たちの屋台村

小学1年～小学5年生
（20名）

金曜日17：45 ～ 18：45
4/14～3月（全36回）

婦中体育館
アリーナ 2,500円／月

＜指導者：蒲原達也・各部門インストラクター＞「とにかく体を動かしたい !!」、「いろんな種目に挑戦してみたい !!」
という子供達にダンスや縄跳び、バスケにトランポリンなど、月替わりで様々なスポーツに挑戦できます !!

3 チアリーディング
★チーム Tiaras（ホワイト）

年中～小学2年生
（15名）

水曜日18：45 ～ 19：45
4/12～3月（全36回）

城山中学校 
体育館 2,500円／月

＜指導者：水口遼子・五位尾千晶＞表現を豊かに、コミュニケーションを通して
チアリーディングの基礎を学びます。

4 チアリーディング
★チーム Tiaras（ブルー）

小学3年生～中学生
（15名）

水曜日19：30 ～ 21：00
4/12～3月（全36回）

城山中学校 
体育館 2,500円／月

＜指導者：水口遼子・五位尾千晶＞少しレベルアップした技術にチャレンジしま
す。イベントにも出演します。

5
年中～ 2 年生

初めてのKids Dance
　★チーム パピヨン

（新規）年中～小学2年生 
（継続）年長～小学1年生

（先着順 ･15名）

月曜日4/10 ～ 3月
18：00～19：00（全36回）

婦中ふれあい館 
軽運動室 2,500円／月

＜指導者：ハートビートライフ・オカ講師＞様々な基本ステップ、リズム、振り
付けに挑戦し、仲間と一緒に向上心が芽生えるチームを目指します。

6
2 年生～ 4 年生

enjoy Kids Dance
　★チーム スプラッシュ

（新規）小学3年～ 4年生 
（継続）小学2年～ 4年生 

（先着順 ･20名）

月曜日4/10 ～ 3月
18：00～19：00（全36回）

婦中ふれあい館 
大研修室 2,500円／月

＜指導者：MOMO＞ビートにノって、かっこよく踊りましょう！ダンスを今か
ら始めたい、もう少し初心者から進みたいキッズたち待ってまーす。

7
小学生～中学生

WE LOVE♥ K-POP ダンス
　★チーム シャイニー

小学生～中学生 
（先着順 ･15名）

月曜日4/10 ～ 3月
19：50～20：50（全36回）

婦中ふれあい館 
大研修室 2,500円／月

＜指導者：NAO＞憧れのK-POPダンスを踊ってみよう～！ダンスの基礎から、
カッコよく踊るポイントまで丁寧に指導します。初心者でもOK！

8
マルシェ !! ロンペ !!

Jr．フェンシングクラブ
体験できます！

小学3年～中学生
（25名）

水・金曜日4/5 ～ 3月 
19：00 ～ 21：00

婦中体育館
アリーナ 3,400円／月

＜指導者：日本スポーツ協会フェンシング公認指導員＞フェンシングの魅力は、騎士道からくる礼儀正さ、華麗なプレイ、頭脳的
な駆け引き、スピーディーな試合運び、科学的なテクニックなどがあり、心身ともに鍛錬される競技です。体験から始めましょう！！

9

3 台に増設！

トランポリン
　9：30 ～教室①

小学1年～中学生
（23名）

土曜日4/8 ～ 3月
9：30～10：30（全25回）

婦中体育館
アリーナ 2,000円／月

＜指導者：トランポリン普及指導員＞バッジテストの種目を練習するクラスです。トランポリンで楽しく
バランス感覚を身に付けることができます。基礎からはじめて自分のレベルに合わせて練習しましょう。

10

3 台に増設！

トランポリン
　10：35 ～教室②

小学1年～中学生
（23名）

土曜日4/8 ～ 3月 
10：35～11：35（全25回） 

婦中体育館
アリーナ 2,000円／月

＜指導者：トランポリン普及指導員＞バッジテストの種目を練習するクラスです。トランポリンで楽しく
バランス感覚を身に付けることができます。基礎からはじめて自分のレベルに合わせて練習しましょう。

11

3 台に増設！

トランポリン
　11：40 ～教室③

小学1年～中学生
（23名）

土曜日4/8 ～ 3月 
11：40～12：40（全25回）

婦中体育館
アリーナ 2,000円／月

＜指導者：トランポリン普及指導員＞バッジテストの種目を練習するクラスです。トランポリンで楽しく
バランス感覚を身に付けることができます。基礎からはじめて自分のレベルに合わせて練習しましょう。

12 トランポリン夜教室
小学1年～中学生

（15名）
土曜日4/8 ～ 3月

19：00～20：30（全25回）
婦中体育館
アリーナ 2,000円／月

＜指導者：トランポリン普及指導員＞バッジテストの種目を練習するクラスです。トランポリンで楽しく
バランス感覚を身に付けることができます。基礎からはじめて自分のレベルに合わせて練習しましょう。

13
地域で育てようプロジェクト

バレーボールスクール

小学3年～ 6年生男女（15名）
中学生男女（10名）

土曜日4/8 ～ 3月
19：00～20：30（全36回）

城山中学校 
体育館 2,500円／月

＜指導者：沢田和人・SAKURA＞バレーボールのルールや基礎技術を楽しく学
びます。

※受講料は 6 ヶ月毎に集金いたします。

ジュニア向けスポーツ教室　通年で開催しています。

「チーム」から「クラブ」へ。
　これまでの私たちのスポーツ活動は、学校運動部型の「チー
ム」で形成されてきました。同世代、単一種目の活動であるこ
とに加え、競技志向が強く、特定の参加者を対象とするため、
活動が広がりづらく、その結果として継続することが難しいと
いう側面のあるスポーツ集団でした。健康志向・楽しみ志向の
スポーツ活動の需要が増える中、多世代が集い、生涯に渡って
様々なスポーツが楽しめる組織が必要となってきました。
　私たち「ふちゅうスポーツクラブ」は、多世代に渡る人たちの
一人一人のスポーツに対するニーズに応え、生涯に渡ってスポー
ツを楽しむことができる組織を作りたいと、ここ婦中町を基盤
に「地域の誇り」や「地域の一体感」が感じられる「クラブ」を
目指して設立し活動しています。
　私たちは、これからもスポーツを中心とした文化活動を通じ
て地域のコミュニティ作りに貢献していきます。

これまで これから

チーム
Ａ

チーム
Ｂ

チーム
Ｅ

チーム
Ｃ

チーム
Ｄ

クラブ

チーム
Ａ チーム

Ｅ
チーム

Ｂ

チーム
Ｄ

チーム
Ｃ

受入れ

私たちは宣言します。
OUR  MISSION

スポーツ活動をはじめとした諸活動を通して、一人一人の生活の質を高め、
地域のコミュニティを創造し、「豊かな人」「豊かな地域」づくりに貢献します。

OUR  VISION
「ふちゅうスポーツクラブ」の活動に継続して参加することで、友人や知人を作り、
楽しさを分かち合い、夢や目標の実現を通して、30年後、50年後の、「あってよか
ったこのクラブ」、「なくてはならないこのクラブ」を目指します。

　遊び心と真剣 ( まじめ ) さを大切に、会員さ
んもスタッフも、年齢や性別や職業などの社会
的立場にとらわれず（フラットな関係で）、お互い
を尊重しながら楽しく活動しよう。

・　スポーツをはじめとした文化の継承と発展に寄与する。
・　子どもたちの健やかな成長を支援する。
・　大人の方の生きがいづくりを応援する。
・　心身の健康とその保持・増進に役立つ。
・　地域コミュニティ作りのツールとなる。

私たちの使命

私たちの目指すもの

OUR  VALUES
私たちの活動意義

OUR  MOTTO
私たちが心がけるもの

さあ始めましょう !

見学自由 事務局で開催日を確認の上
いつでもお越しください

フラット健康・スポーツメニュー

理事長　中谷忠義

部活動と連携して行われている
スポーツクラブの活動

部活動の新しい枠組みに備えて
2022年度から総合型クラブの登録・認証制度がはじまります。
　国は第2期スポーツ基本計画（平成29年３月24日文部科学大臣決定）において、私たち総合
型クラブと行政等が、協働した公益的な取組の促進を図るため、登録・認証等の制度を整備するこ
とになりました。

中学校の休日の運動部活動を学校外の地域活動に
　また一方で、スポーツ庁は中学校の休日の運動部活動を学校外の地域活動に移していくため
の具体的な議論にはいり、運営団体や指導者などの受け皿づくり、既存の大会の改革などについ
て有識者で話し合いを始めています。
　少子化によってチームに必要な人数を学校単位でそろえ難く、子どもが希望するスポーツに親
しめないことや、教員の長時間労働の要因にもなって部活動の見直しが指摘されています。

部活動の受け皿としてのクラブの可能性
　はっきりとした指針は出ておりませんが、総合型クラブがその受け皿になっていくことは十分に
考えられることです。
　当クラブも設立当初より、スポーツ少年団や中学部活動との連携を強く訴えてきました。すで
に、フェンシングや陸上、バスケットボールなどでは、連携した活動が行われています。
　より良いスポーツの枠組みを創り、それを支える地域のスポーツ団体として今後も活動して参
ります。



№ 教室名 対象 ･ 募集人数 活動時間 会場 受講料

1
年中さんと年長さん

からだであそぼっ

年中（5名） 
年長（15名）

水曜日17：15 ～ 18：15
4/12～3月（全36回）

婦中体育館
アリーナ 2,500円／月

＜指導者：五位尾千晶・山川真弓＞マット・とび箱・鉄棒・なわとびなど色々な
運動を体験します。また、友だちと楽しみながら体力をつけます。

2
1 年生～ 5 年生

子供たちの屋台村

小学1年～小学5年生
（20名）

金曜日17：45 ～ 18：45
4/14～3月（全36回）

婦中体育館
アリーナ 2,500円／月

＜指導者：蒲原達也・各部門インストラクター＞「とにかく体を動かしたい !!」、「いろんな種目に挑戦してみたい !!」
という子供達にダンスや縄跳び、バスケにトランポリンなど、月替わりで様々なスポーツに挑戦できます !!

3 チアリーディング
★チーム Tiaras（ホワイト）

年中～小学2年生
（15名）

水曜日18：45 ～ 19：45
4/12～3月（全36回）

城山中学校 
体育館 2,500円／月

＜指導者：水口遼子・五位尾千晶＞表現を豊かに、コミュニケーションを通して
チアリーディングの基礎を学びます。

4 チアリーディング
★チーム Tiaras（ブルー）

小学3年生～中学生
（15名）

水曜日19：30 ～ 21：00
4/12～3月（全36回）

城山中学校 
体育館 2,500円／月

＜指導者：水口遼子・五位尾千晶＞少しレベルアップした技術にチャレンジしま
す。イベントにも出演します。

5
年中～ 2 年生

初めてのKids Dance
　★チーム パピヨン

（新規）年中～小学2年生 
（継続）年長～小学1年生

（先着順 ･15名）

月曜日4/10 ～ 3月
18：00～19：00（全36回）

婦中ふれあい館 
軽運動室 2,500円／月

＜指導者：ハートビートライフ・オカ講師＞様々な基本ステップ、リズム、振り
付けに挑戦し、仲間と一緒に向上心が芽生えるチームを目指します。

6
2 年生～ 4 年生

enjoy Kids Dance
　★チーム スプラッシュ

（新規）小学3年～ 4年生 
（継続）小学2年～ 4年生 

（先着順 ･20名）

月曜日4/10 ～ 3月
18：00～19：00（全36回）

婦中ふれあい館 
大研修室 2,500円／月

＜指導者：MOMO＞ビートにノって、かっこよく踊りましょう！ダンスを今か
ら始めたい、もう少し初心者から進みたいキッズたち待ってまーす。

7
小学生～中学生

WE LOVE♥ K-POP ダンス
　★チーム シャイニー

小学生～中学生 
（先着順 ･15名）

月曜日4/10 ～ 3月
19：50～20：50（全36回）

婦中ふれあい館 
大研修室 2,500円／月

＜指導者：NAO＞憧れのK-POPダンスを踊ってみよう～！ダンスの基礎から、
カッコよく踊るポイントまで丁寧に指導します。初心者でもOK！

8
マルシェ !! ロンペ !!

Jr．フェンシングクラブ
体験できます！

小学3年～中学生
（25名）

水・金曜日4/5 ～ 3月 
19：00 ～ 21：00

婦中体育館
アリーナ 3,400円／月

＜指導者：日本スポーツ協会フェンシング公認指導員＞フェンシングの魅力は、騎士道からくる礼儀正さ、華麗なプレイ、頭脳的
な駆け引き、スピーディーな試合運び、科学的なテクニックなどがあり、心身ともに鍛錬される競技です。体験から始めましょう！！

9

3 台に増設！

トランポリン
　9：30 ～教室①

小学1年～中学生
（23名）

土曜日4/8 ～ 3月
9：30～10：30（全25回）

婦中体育館
アリーナ 2,000円／月

＜指導者：トランポリン普及指導員＞バッジテストの種目を練習するクラスです。トランポリンで楽しく
バランス感覚を身に付けることができます。基礎からはじめて自分のレベルに合わせて練習しましょう。

10

3 台に増設！

トランポリン
　10：35 ～教室②

小学1年～中学生
（23名）

土曜日4/8 ～ 3月 
10：35～11：35（全25回） 

婦中体育館
アリーナ 2,000円／月

＜指導者：トランポリン普及指導員＞バッジテストの種目を練習するクラスです。トランポリンで楽しく
バランス感覚を身に付けることができます。基礎からはじめて自分のレベルに合わせて練習しましょう。

11

3 台に増設！

トランポリン
　11：40 ～教室③

小学1年～中学生
（23名）

土曜日4/8 ～ 3月 
11：40～12：40（全25回）

婦中体育館
アリーナ 2,000円／月

＜指導者：トランポリン普及指導員＞バッジテストの種目を練習するクラスです。トランポリンで楽しく
バランス感覚を身に付けることができます。基礎からはじめて自分のレベルに合わせて練習しましょう。

12 トランポリン夜教室
小学1年～中学生

（15名）
土曜日4/8 ～ 3月

19：00～20：30（全25回）
婦中体育館
アリーナ 2,000円／月

＜指導者：トランポリン普及指導員＞バッジテストの種目を練習するクラスです。トランポリンで楽しく
バランス感覚を身に付けることができます。基礎からはじめて自分のレベルに合わせて練習しましょう。

13
地域で育てようプロジェクト

バレーボールスクール

小学3年～ 6年生男女（15名）
中学生男女（10名）

土曜日4/8 ～ 3月
19：00～20：30（全36回）

城山中学校 
体育館 2,500円／月

＜指導者：沢田和人・SAKURA＞バレーボールのルールや基礎技術を楽しく学
びます。

※受講料は 6 ヶ月毎に集金いたします。

ジュニア向けスポーツ教室　通年で開催しています。

「チーム」から「クラブ」へ。
　これまでの私たちのスポーツ活動は、学校運動部型の「チー
ム」で形成されてきました。同世代、単一種目の活動であるこ
とに加え、競技志向が強く、特定の参加者を対象とするため、
活動が広がりづらく、その結果として継続することが難しいと
いう側面のあるスポーツ集団でした。健康志向・楽しみ志向の
スポーツ活動の需要が増える中、多世代が集い、生涯に渡って
様々なスポーツが楽しめる組織が必要となってきました。
　私たち「ふちゅうスポーツクラブ」は、多世代に渡る人たちの
一人一人のスポーツに対するニーズに応え、生涯に渡ってスポー
ツを楽しむことができる組織を作りたいと、ここ婦中町を基盤
に「地域の誇り」や「地域の一体感」が感じられる「クラブ」を
目指して設立し活動しています。
　私たちは、これからもスポーツを中心とした文化活動を通じ
て地域のコミュニティ作りに貢献していきます。

これまで これから
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チーム
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チーム
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受入れ

私たちは宣言します。
OUR  MISSION

スポーツ活動をはじめとした諸活動を通して、一人一人の生活の質を高め、
地域のコミュニティを創造し、「豊かな人」「豊かな地域」づくりに貢献します。

OUR  VISION
「ふちゅうスポーツクラブ」の活動に継続して参加することで、友人や知人を作り、
楽しさを分かち合い、夢や目標の実現を通して、30年後、50年後の、「あってよか
ったこのクラブ」、「なくてはならないこのクラブ」を目指します。

　遊び心と真剣 ( まじめ ) さを大切に、会員さ
んもスタッフも、年齢や性別や職業などの社会
的立場にとらわれず（フラットな関係で）、お互い
を尊重しながら楽しく活動しよう。

・　スポーツをはじめとした文化の継承と発展に寄与する。
・　子どもたちの健やかな成長を支援する。
・　大人の方の生きがいづくりを応援する。
・　心身の健康とその保持・増進に役立つ。
・　地域コミュニティ作りのツールとなる。

私たちの使命

私たちの目指すもの

OUR  VALUES
私たちの活動意義

OUR  MOTTO
私たちが心がけるもの

さあ始めましょう !

見学自由 事務局で開催日を確認の上
いつでもお越しください

フラット健康・スポーツメニュー

理事長　中谷忠義

部活動と連携して行われている
スポーツクラブの活動

部活動の新しい枠組みに備えて
2022年度から総合型クラブの登録・認証制度がはじまります。
　国は第2期スポーツ基本計画（平成29年３月24日文部科学大臣決定）において、私たち総合
型クラブと行政等が、協働した公益的な取組の促進を図るため、登録・認証等の制度を整備するこ
とになりました。

中学校の休日の運動部活動を学校外の地域活動に
　また一方で、スポーツ庁は中学校の休日の運動部活動を学校外の地域活動に移していくため
の具体的な議論にはいり、運営団体や指導者などの受け皿づくり、既存の大会の改革などについ
て有識者で話し合いを始めています。
　少子化によってチームに必要な人数を学校単位でそろえ難く、子どもが希望するスポーツに親
しめないことや、教員の長時間労働の要因にもなって部活動の見直しが指摘されています。

部活動の受け皿としてのクラブの可能性
　はっきりとした指針は出ておりませんが、総合型クラブがその受け皿になっていくことは十分に
考えられることです。
　当クラブも設立当初より、スポーツ少年団や中学部活動との連携を強く訴えてきました。すで
に、フェンシングや陸上、バスケットボールなどでは、連携した活動が行われています。
　より良いスポーツの枠組みを創り、それを支える地域のスポーツ団体として今後も活動して参
ります。



№ 教室名 チケット 対象 ･ 募集人数 活動時間 会場 受講料

14

ヨ

　
　
ガ

★★☆☆☆
より健康に、より楽しい人生を

体改善ヨガ
１枚 / 回 一般

（20 名）
火曜日（月 4 回）4/11 ～ 3 月
10：30 ～ 12：00

婦中ふれあい館 
軽運動室 3,400 円／月

＜指導者：定塚聡子＞ヨガの呼吸と簡単なポーズで、筋肉を緩めたり、意識
したりする事で、毎日元気に過ごしやすい身体づくりを行います。

15
★☆☆☆☆
初めてヨガに触れる方におススメ！

やさしいヨガ
１枚 / 回 一般

（15 名）
水曜日（月 3 回）4/12 ～ 3 月
10：30 ～ 12：00

婦中ふれあい館 
軽運動室 2,500 円／月

＜指導者：定塚聡子＞ヨガの基本姿勢と呼吸法により、深い呼吸へと導き心と身体
を整えます。血流を促進させ、免疫力を高め疲れにくい身体をつくります。

16
★★☆☆☆
呼吸を深く代謝アップ！

コンディショニングヨガ
１枚 / 回 一般

（20 名）
水曜日（月 3 回）4/12 ～ 3 月
19：30 ～ 21：00

鵜坂公民館 
１階多目的ホール 2,500 円／月

＜指導者：中村知子＞自分の身体の状態を知ることから始めます。身体本来の仕組みに
沿って、全身の余分な力を開放しながらポーズを取り、無理なく体幹も鍛えていきます。

17
★★☆☆☆
体幹を鍛え、より健康に

リフレッシュヨガ
１枚 / 回 一般

（15 名）
金曜日（月 3 回） 4/14 ～ 3 月
10：30 ～ 12：00

速星公民館 
1 階研修室 2,500 円／月

＜指導者：中村知子＞ストレッチポールなどを使いながら体幹を鍛え・より健康な
身体づくりを行います。

18

ボ
デ
ィ
エ
ク
サ
サ
イ
ズ

カラダ、整えませんか？？

BODYメイクエクササイズ
１枚 / 回 一般

（15 名）
第 1・2・3 木曜日 4/13 ～ 3 月
19：30 ～ 21：00

婦中ふれあい館 
軽運動室 2,500 円／月

＜ボディメイクトレーナー：懸高千春＞筋力ＵＰしながら、姿勢を整え肩こり・腰痛改
善 !! 不調をやわらげる柔軟なカラダに★音楽に合わせて楽しみながらボディメイク♪

19
いくつになっても女子力アップ

ジュエリー工房
２枚 / 回 一般

（8 名）
第 2 木曜日 4/13 ～ 3 月
19：30 ～ 21：20

スポーツクラブ
事務所

2,000 円 / 月
※別途材料費が必要です。

＜指導者：澤村恵理＞キラキラ輝く天然石でアクセサリーを作りましょう。あなただけ
のネックレス・ブレスレット・キーホルダーなどアクセサリーが作れるようになります。

20 大人のトランポリン教室
１枚 / 回 一般

（5 名）
土曜日 4/8 ～ 3 月
19：00 ～ 20：30（全 25 回）

婦中体育館
アリーナ 2,000 円／月

＜指導者：トランポリン普及指導員＞バッジテストの種目を練習するクラスです。トランポリンで楽しく
バランス感覚を身に付けることができます。基礎からはじめて自分のレベルに合わせて練習しましょう。

№ サークル名 対象 ･ 募集人数 活動時間 会場 運営費

21 サッカー
婦中西部フットボールクラブ

小学 1 年生～小学 6 年生 毎週金 ･ 土曜日
19：00 ～ 21：00

神保小学校 
グラウンド他

3,000/ 月 
（チームにて集金）

＜監督：林　孝行　代表：道場伸浩 他＞うまくても、そうでなくても頑張っている子が１番
です。勝ち負けではなく、サッカー大好き、スポーツ大好きを育てることを目標にしています。

22
バスケットボール
婦中フラットバスケットボールクラブ

小学生男子
毎週月・金曜日19：15 ～ 21：00
毎週月 ･ 水曜日19：15 ～ 21：00

毎週土曜日 9：00 ～12：00
速星小学校体育館
宮野小学校体育館 チームにて別途集金

＜代表：小池亮二＞バスケットボールを通じて、運動能力・運動神経の向上がはか
れます。小学生から始めると、中学高校では身に付きにくいスキルが身に付きます。

23
バスケットボール
フラットバスケJH（中学生）

中学生男子・女子
毎週月・金

19：15 ～ 21：30
12 月～３月は月曜日のみ

速星中学校
体育館 チームにて別途集金

＜代表：川向信彰＞バスケットのスキル向上だけではなく、礼儀や社会性の育成に
努めたいと思います。入会前に体験入学をお願いいたします。

24 少林拳
5 歳～一般 毎週月曜日（祝日は休み）

19：00 ～ 21：00
婦中体育館

柔道室 チームにて別途集金

< 指導者：磐田覚龍＞心と身体を鍛え、楽しく活動し、礼儀作法や護身術も身に
付きます。

25 合気道
5 歳～小学生

毎週水 ･ 木・土 ･ 日曜
19：00 ～ 20：00（水） 19：30 ～ 20：30（木）
17：00 ～ 18：00（土）  9：00 ～ 10：00（日）

婦中体育館
柔道室 チームにて別途集金

＜指導者：澤崎善則＞武道を通じて礼儀作法や社会性が身に付きます。姿勢も矯正され、
落ち着きのある心身ともに健全な子供の育成に努めています。昇級審査も行います。

26 五十嵐道場
（空手道泉武会）

5 歳～中学生

月曜日 18：00～19：30、19：30～21：00
火曜日 16：30～18：00
火曜日 18：00～20：00（組手強化）
水曜日 16：30～18：00.18：00～19：30
　　　 19：30～21：00
木曜日 16：30～18：00
木曜日 18：00～20：00（形強化）
金曜日 16：30～18：00、18：00～19：30
　　　 19：30～21：00
土曜日  8：30～10：00
　　　 10：00～11：30（組手強化）

五十嵐道場 チームにて別途集金

＜指導者：五十嵐　剛　日本スポーツ協会コーチ 3 ＞空手道を通じて、挨拶、運動能力、
精神力を身につけ、成長を促します。道場強化では、より多く稽古し、全国大会を目指します。

※受講料は 6 ヶ月毎に集金いたします。

№ サークル名 対象 ･ 募集人数 活動時間 会場 運営費

31
楽しい仲間と気軽に !!

テニスサークル
中学生～一般 毎週日曜日 13：00 ～ 15：00

活動（4 月～ 12 月）
婦中スポーツプラザ

テニスコート
2,000 円 / 年（テニスコート使用料）
他諸経費はサークルにて別途集金

＜代表：宮脇範純＞仲間と一緒に気軽にテニスを楽しみませんか？希望者は大会
出場もできます。

32 合気道
小学生～一般

毎週水 ･ 木・土 ･ 日曜
19：00 ～ 20：00（水）19：30 ～ 20：30（木）
17：00 ～ 18：00（土） 9：00 ～ 10：00（日）

婦中体育館
柔道室 サークルにて別途集金

< 指導者：澤崎善則＞年齢問わず安心して始められる安全な武道です。柔軟性が高まり
怪我のしにくい身体をつくります。ストレス解消にもお奨めです。黒帯取得もできます。

33
男子バレーボール（6 人制）
城山ドリームス

高校 ･ 一般の男子 毎週月 ･ 木曜日
19：30 ～ 21：30

城山中学校
体育館 サークルにて別途集金

＜代表：大間知章弘＞ 20 代を中心に、バレーボール大好きな仲間が集まってい
ます。男女問わず、おいでください。

34
女子バレーボール（9 人制）
ＳＡＫＵＲＡ

中学・高校・一般の女子 毎週火・金曜日
19：30 ～ 21：30

城山中学校
体育館

1,000 円 / 月 
（チームにて集金）

＜代表：沢田和人＞ 10 代～ 50 代の幅広いメンバーで活動しています。バレー
ボールが好き！練習が好き！という方、お待ちしています。

35
イベント企画チーム

ラッキークルーズ
一般 不定期開催予定 同好会にて別途集金

＜代表：吉澤麗子＞何かやってみたい！をサポートします。スポーツ体験から講
演会。やりたいこときっと見つかるよ！

36
新感覚ニュースポーツ

スラックライン
幼児～一般 木曜日（月 4 回）

① 19：00 ～ 20：00　② 20：00 ～ 21：00
八尾スポーツ

アリーナ サークルにて別途

＜指導者：島田敏彦＞スラックラインとは綱の上を歩いたり飛んだりするスポーツです。バランス感覚
や体幹トレーニングとして効果があり、子供から大人まで男女問わず楽しめます。（BBQやキャンプ有り）

37
口と身体を動かしてリフレッシュ

健康マンデー
一般

60・70代女性
毎週月曜日

13：30 ～ 15：00
八尾スポーツ

アリーナ 5,000 円 / 半期

＜代表：高野眞久＞ビーチボールやフレッシュテニス、卓球、パークゴルフ、ウォー
キングなど、浅～く広～く楽しんでいます。

38
フィットネスサークル

FOR ALL（フォア オール）
一般 毎週火・金曜日

9：45 ～ 10：45
八尾スポーツ

アリーナ
8,500 円 /2 ヶ月 
（14 レッスン）

＜指導者：菅原真生子・伏木智子＞運動経験や年齢を気にせずにどなたでもご参加ください。脂肪を燃
焼させ筋肉量を増やし柔軟性を養います。エアロビクス（有酸素運動）スッテプ（踏み台昇降運動）脳トレ。

39 健・水曜クラブ
一般 毎週水・金曜日

13：00 ～ 15：00
八尾スポーツ
アリーナ　他 3,000 円 /6 ヶ月

＜代表者：石井茂松＞卓球、フレッシュテニス、パークゴルフなどいろいろな運
動を楽しく行っています。どなたでもご参加ください

40
New
大人のバスケットボール
NEXUS（ネクサス）

一般 毎週土曜日
19：00 ～ 21：00

城山中学校
体育館 サークルにて別途集金

＜代表者：川向信彰＞男女問わずバスケットが大好きな方、みんなで楽しみましょ
う！入会前の無料体験大歓迎です！

41
New

ウォーキング・ジョギング・トレッキング

3king（スリーキング）
一般 毎週火曜日

19：00 ～（土・日・祝 不定期）
婦中スポーツ

プラザ等 サークルにて別途集金

＜代表者：宮脇範純＞自分の体力と目的に合わせて、みんなで楽しく活動しましょ
う !!

№ サークル名 対象 ･ 募集人数 活動時間 会場 運営費

27
りっぷル RG
新体操

小学４年生～中学生 土曜日
9：00 ～ 13：00

婦中体育館
アリーナ チームにて別途集金

＜代表：島田唯香＞大会に向けて練習をしています。入会は随時可能です。まずは、
体験お待ちしています。

28 婦中ジュニアA．C．
小学 1 年～中学生 毎週火 ･ 木曜日

19：00 ～ 21：00
婦中スポーツ

プラザ他 チームにて別途集金

＜指導者：公認指導者＞強いカラダ作りから、自己ベスト記録更新をめざして活
動します。各種大会で上位入賞実績あり、めざすは全国大会です。

29 八尾ジュニア
ハンドボールクラブ

小学 3 年～ 6 年生
（男子のみ）

毎週水・金曜日
19：00 ～ 21：00

八尾スポーツ
アリーナ チームにて別途集金

＜日本スポーツ協会公認スポーツ指導者：若林貴雄＞投げる、飛ぶ、走るというスポーツの基本要素を
複合したスポーツです。1チーム7人で行なう室内スポーツです。県外遠征含め、各種大会に参加します。

30
New
レベルアップバレーボール
SAKURA ジュニア

小学 3 年～ 6 年生男女（15 名）
中学生男女（10 名）

水曜日
19：00 ～ 20：30

城山中学校
体育館 チームにて別途集金

＜指導者：沢田和人・SAKURA＞基礎から実践的な動き、チーム連携など、技術
の向上を目指します。

ジュニア向けスポーツ教室

体験自由 事務局で開催日を確認の上
いつでもお越しくださいさあ始めましょう ! フラット健康・スポーツメニュー

ジュニアチーム

ジュニアチーム

サークル

大人向け健康教室 ★★★★★弱 ← 運動強度 → 強

大人向けセミナー
事務局オススメセミナー



№ 教室名 チケット 対象 ･ 募集人数 活動時間 会場 受講料
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ガ

★★☆☆☆
より健康に、より楽しい人生を

体改善ヨガ
１枚 / 回 一般

（20 名）
火曜日（月 4 回）4/11 ～ 3 月
10：30 ～ 12：00

婦中ふれあい館 
軽運動室 3,400 円／月

＜指導者：定塚聡子＞ヨガの呼吸と簡単なポーズで、筋肉を緩めたり、意識
したりする事で、毎日元気に過ごしやすい身体づくりを行います。

15
★☆☆☆☆
初めてヨガに触れる方におススメ！

やさしいヨガ
１枚 / 回 一般

（15 名）
水曜日（月 3 回）4/12 ～ 3 月
10：30 ～ 12：00

婦中ふれあい館 
軽運動室 2,500 円／月

＜指導者：定塚聡子＞ヨガの基本姿勢と呼吸法により、深い呼吸へと導き心と身体
を整えます。血流を促進させ、免疫力を高め疲れにくい身体をつくります。

16
★★☆☆☆
呼吸を深く代謝アップ！

コンディショニングヨガ
１枚 / 回 一般

（20 名）
水曜日（月 3 回）4/12 ～ 3 月
19：30 ～ 21：00

鵜坂公民館 
１階多目的ホール 2,500 円／月

＜指導者：中村知子＞自分の身体の状態を知ることから始めます。身体本来の仕組みに
沿って、全身の余分な力を開放しながらポーズを取り、無理なく体幹も鍛えていきます。

17
★★☆☆☆
体幹を鍛え、より健康に

リフレッシュヨガ
１枚 / 回 一般

（15 名）
金曜日（月 3 回） 4/14 ～ 3 月
10：30 ～ 12：00

速星公民館 
1 階研修室 2,500 円／月

＜指導者：中村知子＞ストレッチポールなどを使いながら体幹を鍛え・より健康な
身体づくりを行います。

18

ボ
デ
ィ
エ
ク
サ
サ
イ
ズ

カラダ、整えませんか？？

BODYメイクエクササイズ
１枚 / 回 一般

（15 名）
第 1・2・3 木曜日 4/13 ～ 3 月
19：30 ～ 21：00

婦中ふれあい館 
軽運動室 2,500 円／月

＜ボディメイクトレーナー：懸高千春＞筋力ＵＰしながら、姿勢を整え肩こり・腰痛改
善 !! 不調をやわらげる柔軟なカラダに★音楽に合わせて楽しみながらボディメイク♪

19
いくつになっても女子力アップ

ジュエリー工房
２枚 / 回 一般

（8 名）
第 2 木曜日 4/13 ～ 3 月
19：30 ～ 21：20

スポーツクラブ
事務所

2,000 円 / 月
※別途材料費が必要です。

＜指導者：澤村恵理＞キラキラ輝く天然石でアクセサリーを作りましょう。あなただけ
のネックレス・ブレスレット・キーホルダーなどアクセサリーが作れるようになります。

20 大人のトランポリン教室
１枚 / 回 一般

（5 名）
土曜日 4/8 ～ 3 月
19：00 ～ 20：30（全 25 回）

婦中体育館
アリーナ 2,000 円／月

＜指導者：トランポリン普及指導員＞バッジテストの種目を練習するクラスです。トランポリンで楽しく
バランス感覚を身に付けることができます。基礎からはじめて自分のレベルに合わせて練習しましょう。

№ サークル名 対象 ･ 募集人数 活動時間 会場 運営費

21 サッカー
婦中西部フットボールクラブ

小学 1 年生～小学 6 年生 毎週金 ･ 土曜日
19：00 ～ 21：00

神保小学校 
グラウンド他

3,000/ 月 
（チームにて集金）

＜監督：林　孝行　代表：道場伸浩 他＞うまくても、そうでなくても頑張っている子が１番
です。勝ち負けではなく、サッカー大好き、スポーツ大好きを育てることを目標にしています。

22
バスケットボール
婦中フラットバスケットボールクラブ

小学生男子
毎週月・金曜日19：15 ～ 21：00
毎週月 ･ 水曜日19：15 ～ 21：00

毎週土曜日 9：00 ～12：00
速星小学校体育館
宮野小学校体育館 チームにて別途集金

＜代表：小池亮二＞バスケットボールを通じて、運動能力・運動神経の向上がはか
れます。小学生から始めると、中学高校では身に付きにくいスキルが身に付きます。

23
バスケットボール
フラットバスケJH（中学生）

中学生男子・女子
毎週月・金

19：15 ～ 21：30
12 月～３月は月曜日のみ

速星中学校
体育館 チームにて別途集金

＜代表：川向信彰＞バスケットのスキル向上だけではなく、礼儀や社会性の育成に
努めたいと思います。入会前に体験入学をお願いいたします。

24 少林拳
5 歳～一般 毎週月曜日（祝日は休み）

19：00 ～ 21：00
婦中体育館

柔道室 チームにて別途集金

< 指導者：磐田覚龍＞心と身体を鍛え、楽しく活動し、礼儀作法や護身術も身に
付きます。

25 合気道
5 歳～小学生

毎週水 ･ 木・土 ･ 日曜
19：00 ～ 20：00（水） 19：30 ～ 20：30（木）
17：00 ～ 18：00（土）  9：00 ～ 10：00（日）

婦中体育館
柔道室 チームにて別途集金

＜指導者：澤崎善則＞武道を通じて礼儀作法や社会性が身に付きます。姿勢も矯正され、
落ち着きのある心身ともに健全な子供の育成に努めています。昇級審査も行います。

26 五十嵐道場
（空手道泉武会）

5 歳～中学生

月曜日 18：00～19：30、19：30～21：00
火曜日 16：30～18：00
火曜日 18：00～20：00（組手強化）
水曜日 16：30～18：00.18：00～19：30
　　　 19：30～21：00
木曜日 16：30～18：00
木曜日 18：00～20：00（形強化）
金曜日 16：30～18：00、18：00～19：30
　　　 19：30～21：00
土曜日  8：30～10：00
　　　 10：00～11：30（組手強化）

五十嵐道場 チームにて別途集金

＜指導者：五十嵐　剛　日本スポーツ協会コーチ 3 ＞空手道を通じて、挨拶、運動能力、
精神力を身につけ、成長を促します。道場強化では、より多く稽古し、全国大会を目指します。

※受講料は 6 ヶ月毎に集金いたします。

№ サークル名 対象 ･ 募集人数 活動時間 会場 運営費

31
楽しい仲間と気軽に !!

テニスサークル
中学生～一般 毎週日曜日 13：00 ～ 15：00

活動（4 月～ 12 月）
婦中スポーツプラザ

テニスコート
2,000 円 / 年（テニスコート使用料）
他諸経費はサークルにて別途集金

＜代表：宮脇範純＞仲間と一緒に気軽にテニスを楽しみませんか？希望者は大会
出場もできます。

32 合気道
小学生～一般

毎週水 ･ 木・土 ･ 日曜
19：00 ～ 20：00（水）19：30 ～ 20：30（木）
17：00 ～ 18：00（土） 9：00 ～ 10：00（日）

婦中体育館
柔道室 サークルにて別途集金

< 指導者：澤崎善則＞年齢問わず安心して始められる安全な武道です。柔軟性が高まり
怪我のしにくい身体をつくります。ストレス解消にもお奨めです。黒帯取得もできます。

33
男子バレーボール（6 人制）
城山ドリームス

高校 ･ 一般の男子 毎週月 ･ 木曜日
19：30 ～ 21：30

城山中学校
体育館 サークルにて別途集金

＜代表：大間知章弘＞ 20 代を中心に、バレーボール大好きな仲間が集まってい
ます。男女問わず、おいでください。

34
女子バレーボール（9 人制）
ＳＡＫＵＲＡ

中学・高校・一般の女子 毎週火・金曜日
19：30 ～ 21：30

城山中学校
体育館

1,000 円 / 月 
（チームにて集金）

＜代表：沢田和人＞ 10 代～ 50 代の幅広いメンバーで活動しています。バレー
ボールが好き！練習が好き！という方、お待ちしています。

35
イベント企画チーム

ラッキークルーズ
一般 不定期開催予定 同好会にて別途集金

＜代表：吉澤麗子＞何かやってみたい！をサポートします。スポーツ体験から講
演会。やりたいこときっと見つかるよ！

36
新感覚ニュースポーツ

スラックライン
幼児～一般 木曜日（月 4 回）

① 19：00 ～ 20：00　② 20：00 ～ 21：00
八尾スポーツ

アリーナ サークルにて別途

＜指導者：島田敏彦＞スラックラインとは綱の上を歩いたり飛んだりするスポーツです。バランス感覚
や体幹トレーニングとして効果があり、子供から大人まで男女問わず楽しめます。（BBQやキャンプ有り）

37
口と身体を動かしてリフレッシュ

健康マンデー
一般

60・70代女性
毎週月曜日

13：30 ～ 15：00
八尾スポーツ

アリーナ 5,000 円 / 半期

＜代表：高野眞久＞ビーチボールやフレッシュテニス、卓球、パークゴルフ、ウォー
キングなど、浅～く広～く楽しんでいます。

38
フィットネスサークル

FOR ALL（フォア オール）
一般 毎週火・金曜日

9：45 ～ 10：45
八尾スポーツ

アリーナ
8,500 円 /2 ヶ月 
（14 レッスン）

＜指導者：菅原真生子・伏木智子＞運動経験や年齢を気にせずにどなたでもご参加ください。脂肪を燃
焼させ筋肉量を増やし柔軟性を養います。エアロビクス（有酸素運動）スッテプ（踏み台昇降運動）脳トレ。

39 健・水曜クラブ
一般 毎週水・金曜日

13：00 ～ 15：00
八尾スポーツ
アリーナ　他 3,000 円 /6 ヶ月

＜代表者：石井茂松＞卓球、フレッシュテニス、パークゴルフなどいろいろな運
動を楽しく行っています。どなたでもご参加ください

40
New
大人のバスケットボール
NEXUS（ネクサス）

一般 毎週土曜日
19：00 ～ 21：00

城山中学校
体育館 サークルにて別途集金

＜代表者：川向信彰＞男女問わずバスケットが大好きな方、みんなで楽しみましょ
う！入会前の無料体験大歓迎です！

41
New

ウォーキング・ジョギング・トレッキング

3king（スリーキング）
一般 毎週火曜日

19：00 ～（土・日・祝 不定期）
婦中スポーツ

プラザ等 サークルにて別途集金

＜代表者：宮脇範純＞自分の体力と目的に合わせて、みんなで楽しく活動しましょ
う !!

№ サークル名 対象 ･ 募集人数 活動時間 会場 運営費

27
りっぷル RG
新体操

小学４年生～中学生 土曜日
9：00 ～ 13：00

婦中体育館
アリーナ チームにて別途集金

＜代表：島田唯香＞大会に向けて練習をしています。入会は随時可能です。まずは、
体験お待ちしています。

28 婦中ジュニアA．C．
小学 1 年～中学生 毎週火 ･ 木曜日

19：00 ～ 21：00
婦中スポーツ

プラザ他 チームにて別途集金

＜指導者：公認指導者＞強いカラダ作りから、自己ベスト記録更新をめざして活
動します。各種大会で上位入賞実績あり、めざすは全国大会です。

29 八尾ジュニア
ハンドボールクラブ

小学 3 年～ 6 年生
（男子のみ）

毎週水・金曜日
19：00 ～ 21：00

八尾スポーツ
アリーナ チームにて別途集金

＜日本スポーツ協会公認スポーツ指導者：若林貴雄＞投げる、飛ぶ、走るというスポーツの基本要素を
複合したスポーツです。1チーム7人で行なう室内スポーツです。県外遠征含め、各種大会に参加します。

30
New
レベルアップバレーボール
SAKURA ジュニア

小学 3 年～ 6 年生男女（15 名）
中学生男女（10 名）

水曜日
19：00 ～ 20：30

城山中学校
体育館 チームにて別途集金

＜指導者：沢田和人・SAKURA＞基礎から実践的な動き、チーム連携など、技術
の向上を目指します。

ジュニア向けスポーツ教室

体験自由 事務局で開催日を確認の上
いつでもお越しくださいさあ始めましょう ! フラット健康・スポーツメニュー

ジュニアチーム

ジュニアチーム

サークル

大人向け健康教室 ★★★★★弱 ← 運動強度 → 強

大人向けセミナー
事務局オススメセミナー



イベントイベント フラットでは、四季の自然を感じる体験教室をはじめ、親子や仲間
で気軽に参加できる楽しいイベントを企画しています。

自然体験教室

キャンプ入門からグランピングまで四季折々の体験を、
家族で！友人！お一人！参加できるイベントです。

学校のプール授業前に練習しよう。
対象：小学生（1～３年生）　会場：八尾 B&G 海洋センタープール

おしゃれなキャンプおしゃれなキャンプ
水泳セミナー水泳セミナー

●対　　象　幼児～一般
●活動時間　5 月スタート　火・金曜日　19：00 ～ 21：30
●会　　場　城山中学校体育館
●活動内容　バドミントン・ビーチボール・
　　　　　　バスケットボール・フレッシュテニスなど
　　　　　　種目は問いません。

4月１日10時より次月申込み開始
※先着順となります。

使用はスポーツクラブ会員限定となります。
ホームページ申込フォームにて受付。

親子で仲間で、活動スペースを探している方必見‼親子で仲間で、活動スペースを探している方必見‼

企画中

仕事のあとは城中でスポーツ！

使用可能日についてはホームページをご確認ください。

会員さん限定！会員さん限定！

詳しくは
事務局
まで

随時（電話受付いたします。）

定　員：20人（6人未満で未開催）
会　費：24,000円（レンタルスキー代別）
開催地：牛岳温泉スキー場
対　象：初級・中級の小学4年生～6年生

予備日　1月27日（土）・28日（日）
1月20日（土）・21日（日）
令和６年

「スキーって楽しい！！」と思えば学校のスキー教室も
これでばっちり！！フラットスキー教室フラットスキー教室

の自然体験教室冬

※お問合せ先
　担当　高野　眞久　連絡先　080-3041-6282

定員：なし　参加費：小中学生 100円／一般 300円 おやつ代　申込不要　当日受付
４月23日（日）八尾町城ヶ山　八重桜ウォーク

定員：なし
参加費：小中学生 500円／一般 1,000円 ちぎり絵はがき制作代ほかを含む

10月22日（日）八尾・和紙ウォーク

定員：25名（申込順）　
参加費：小中学生 2,500円／一般 5,000円 電車代、拝観料、昼食代含む

７月９日（日）高岡伏木・勝興寺ウォーク

定員：25名（申込順）　参加費：小中学生 3,000円／一般 6,000円 電車代ほかを含む
11月12日（日）電車で行く 高山ウォーク

定員：なし　参加費：小中学生 100円／一般 500円 おやつ代
５月21日（日）チャレンジウォーク　速星駅から富山駅へ

申込は開催日1ヶ月前から1週間前まで。参加費は、当日集めます。

おでかけウォークおでかけウォーク

親子・仲間で
　　　　スポーツを！
親子・仲間で
　　　　スポーツを！



TEL（076）466-3289　FAX（076）466-3296

ハシモト接骨院
富山市婦中町蛍川95－29

TEL 076-465-3244

ラビット 婦中店
有限会社カトー

富山市婦中町上轡田134-1
TEL 0120-65-8139

キャンプ等イベントレンタル
代表 島田敏彦　090-1638-1625

アウトドアライフとやま
スラックライン・トランポリン

〒939-2363 富山県富山市八尾町新田３－１
TEL&FAX 076-455-9888

イタリア料理 エルバッチャ

私達も応援しています！

賛助会員募集中‼賛助会員募集中‼ クラブを応援して頂けるお店や企業を募集しています‼

賛 助 会 員

7月22日(土)

8月26日（土）・27日（日）

9月10日(日)

10月15日（日）

10月29日（日） 予備日11月5日（日）

12月2日(土)・3日(日)

12月9日（土）

第1回フラット杯空手道大会
第15回フラット杯 U-12サッカー交流大会
第2回フラットトランポリン交流大会
第2回フラットパークゴルフ交流大会
第11回フラット杯 テニス交流大会
第4回フラット杯 ミニバスケットボール大会
第12回フラット バレーボール大会
指導者講習会

スポーツイベント

※日時・場所等の詳細は決まり次第、会報・ホームページ等でお知らせいたします。

富山市婦中町速星89-1

富山市山田中瀬69-20

〒939-2754
富山市婦中町麦島24-１
TEL&FAX 076-465-7139

富山市婦中町蔵島292-1

ショップ婦中

〒939-2603 富山県富山市婦中町羽根61
TEL（076）469-3782
〒939-2603 富山県富山市婦中町羽根61
TEL（076）469-3782



事務局までご持参下さい。

 入会手続について
 1.申し込み方法 （新しく入会される方・会員を継続される方）

○ 年会費・保険料・前期受講料

＜申込みに必要なもの＞

○ 入会申込書 申込書をホームページより印刷・記入し持参して下さい。
（クラブ事務局に申込書あります）

※受講料は各教室をご確認下さい。

NPO法人
＜申込み受付け先＞

〒939-2727 富山市婦中町砂子田1-1婦中体育館内

TEL&FAX 076-466-4333

月曜～金曜日／10：00～18：30 （日曜・祝日は休みです。）
土  曜  日／10：00～16：30
メールアドレス：jimu@fuchusports-c.jp

＜受付時間＞

事務局

婦中体育館内

行政センター

日産化学工業

富士薬品
朝日印刷

婦中ふれあい館

婦中ふれあい館婦中ふれあい館

※電話等での予約は受け付けておりませんのでご了承ください。
必ず事務局にお越しください。

 年会費（保険料含む）2023年４月１日～2024年３月３１日まで

会員用教室・セミナー回数券 回数券（５枚綴り）5,000円
バラ１枚　1,000円

たくさんのセミナーを体験したい方や、定期的に参加できない方に便利です。（※会員の方に限ります）

受講したい時に、必要な枚数で
利用できます。

3人目からはプラス500円
※納入いただきました年会費及び保険料は、理由を問わず返還しかねますので予めご了承下さい。
※教室・セミナーに受講料が別途必要となります。
※教室・セミナーにより納入時期が異なりますので、開催要項でご確認ください。

個人会員 おとな（高校生以上） 

  シニア会員（６５歳以上） 

  中学生以下
ファミリー会員

4,500 円
3,500 円
2,500 円
7,000 円 （家族 2 人）

 ●ご入会特典●

NPO法人ふちゅうスポーツクラブ加盟団体は
富山市スポーツ施設利用料の減免対象団体です。

保険について
ふちゅうスポーツクラブの会員のみなさんには、保険に加入していただきます。この保険はふちゅうスポーツクラブでの活動やイベント、またはその移動中において事故にあったり、ケガをしたときに
適応されます。保険期間は、加入した日から2024年3月31日までとなります。補償内容につきましては、詳しい資料をご用意しておりますので、ふちゅうスポーツクラブ事務局にお尋ねください。

補　償 対象（ふちゅうスポーツクラブ会員） 備　　考

4,000円（１日につき）

1,500円（１日につき）

2,000万円

入　院

通　院

死　亡・後遺障害

・クラブの活動中とその往復中の急激で偶然な外来の事故による障害等を事故のその日から補償。
・事故内容によっては補償の対象にはならないものもあります。
　（例　故意による事故、地震、津波、対物などは対象外になります。）

※但し、クラブが主催する大会・交流会・教室セミナー・研修会等の利用に限ります。個人での利用には適応されません。


