
■入会方法

◇別紙入会申込書に必要事項を記入のうえ、参力Dを希望する月の前月25日までに

窓ロヘお申込みください。

0下記指定金融機関の□座番号
【山陰合同銀行/鳥取銀行/JA鳥取西部/ゆうちよ銀行】
※指定金融機関の回座をお持ちでない方は、お手数ですがご用意いただきますようお願いします。

②金融機関届出印

0申込者が20歳未満の場合は保護者の承諾E岡

0年会費

0イ呆険料(大人会員、スイミングスクールのベビー・おゃこ教室にお申込みの場合は任意加入)

0初回分の参加費、指定用品がある場合はその諸費用
(初回分とは、lヶ月分または1学期分のことで、年払い及び当日支払いの参加費は除きます。)

0スイミングスクールジュニアI・ Ⅱにお申込みの方は、顔写真1枚 (縦 3cm×横2.5cm)

supo het hanbu

スポーツでつなく
とぴきりの実顔の輪

一響 イメージキヤラクター

ポネットちゃん

■参加費について

鮎税込表記のない記載金額は全て税別金額です。※月」途消費税が力B算されます。

∞初回分及び当日支払いの参カロ費を除いて毎月の回座振替となります。

蔭年度当初に限り、参加費のお得な年払い(□座振替)ができます。
※一部の活動を除きます。

■お申込み内容の変更、退会、休会について

欝所定の届出用紙を上記を希望する月の前月25日までに窓□

へご提出願います。

畿お申し出のない限り、自動継続となりますのでご注意願います。
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運営にご協力いただける方
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スポnetなんぶで|よ、さまざまな世代がスポーツを通じてココロ

もカラダも健康にいつまでも地域で元気に暮らせるような活力ある

まちづくりを推進します。
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【任意加入】
保険にこ加入希望の場合、別途保険料が必要です。

保険料 1,850円 (税込)

※65歳以上の方|よH,200円 (税込)
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引落し□座が同一の

場合、3人目より年会

費が無料となります。

0(財)スポーツ安全協会の保険の適用は、当グラブの活動中とその経路往復中が対象となります。

0保険の適用期間は、4月 1日 (ま たはご力l入日)か ら同年度末日までとなります。

●上記以外に別途参加費が必要となります。

おしらせ
とa喰

鱒年会費は、4月 1 日 (またはご入会 )から同年度末日ま 日日

随時、ホームページ、チラシ等で

ご案内します !
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黙継配節郡ぜ費は原則と 返

ま 咀 際 | ご持参ください

年会費
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保険料
(スポーツ安全協会保険)

当グラブの活動をサポートし

てくださる個人、企業、団体

を募集しています !

鰻緯1■000円～

章麗僧沖○との0～唸9と ◇0(本躍恩体プメ)

板 封PnβⅢコ世ム=ぶ 去金菫

て募集しています。
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基本から試合に向けての実践技術まで、
レベルに合わせて指導します。
■対  象 」ヽ学生
●開催日時 木曜日 16:30～18:30

土曜日 9:00～11:00
●場  所 西伯小学校校庭

※悪天候時は南部町民体育館他
※10月～3月 はおおくにコミュニティ運動施設

■参 力8費 1,000円 /月払い
10,000円 /年払い

※入会後しばらく様子をみて、練習着(ズボン、スパイク、
帽子、グローブ等)の購入をお願いする場合があります。

手芸、小物づくりなどのワークショップです。
オリジナル作品を作つてものづくりの楽し
さを実感しましょう。

対  象 」ヽ学生
開催日時 第3火曜日 16:30～ 18:00
場  所 南部町総合福祉センターしあわせ
参力8費 2,000円 /1学期 (4回 )

2,000円 /2学期 (4回 )

1,500円 /3学期 (3回 )

5,000円 /年払い
各定員

小学生から大人を対象とし、初心者から
上級者までレベルに合わせて指導します。
●対 象 」ヽ中高生、大人
■開催日時 ①第1・ 3木曜日 19:30～ 21:00

②第24火曜日 19:30～ 21:00
③第2・ 4木曜日 19:30～ 21:00
※お申込時に①②③いずれかを選択して下さい。

場  所 南部町総合福祉センターしあわせ横
―参 力8費 1,000円 /月払い

10,000円 /年払い

卓球やバドミントン、ミニテニスが楽しめます。
日頃の運動不足解消にいかがでしょうか。

対  象 大人
開催日時 水曜日 10100～ 12:00
場  所 南部『l丁民体育館
参力l費 当日参力B制 200円 (税込)/回

月1回 、近隣のいろいろな会場のコースで

プレイします。冬期は、体育館で楽しめます。

対  象 大人
開催日時 第3文曜日 10:00～ 12:00

※8月除く

場ヽ  所 町内運動場ほか
参 力0費 当日参力l制 200円 (税込)/回

B奈・腰に負担の少ない水中で無理なく全身
運動を行います。初心者向けのグラスです。

※週2回コース
■対  象 大人
■開催日時 火・金曜日 10:15～ 11:00

'参
力l費 5,000円 /月払い

50,000円 /年払い

サーキットトレーエング、鉄棒やボール遊び
で楽しく体を動かし、幼少期に必要な体力
づくりをします。

開催場所>「南部町総合福祉センタ…しあわせ」2階

申 定員 |―

10名 ―
―

■対  象 年長
■開催日時 月曜日 17:00-18:00

定員

10名
■対  象 」、学1年生      ―
■開催日時 火曜日 17:00～ 18:00
(共通項目)
―
参力]費 3,000円 /月払い

30,000円 /年払い

トレーエング機器を使つて筋カトレーエング
を行う教室です。個人の状態に応じて無理な
く身体を動かします。

開催場所〉隔轄[町総合福祉センターしあわせ」2階

60繊J ■爆
―

開催日時 水曜日 10:15～11:45

6疏以J ■昂
―

開催日時 水曜日 14115～ 15:45
(共通項目〉

参 力ll費 2,000円 /月払い
20,000円 /年払い

※室内用靴をご持参ください。

音果にあわせて楽しく工

`7サ

サィズします。
初めての方でも、安心して参力llできるクラスです。
●対  象 大人
■開催日時 月曜日 10:20～ 11:20

火曜日 19:30～20:30
金曜日 10:30～ 11:30

1参 カロ費 500円 /回 (税込)

※第2・ 4月曜日は託児があります。(予約制)

※し
盤 常隻 罠 窒 {たな途暴群差報拿誰景気

※室内用靴をご持参ください。

各回定員

ゆったりした運動で無理なく足腰を
の活性化に効果がある健康法です。
1対  象 大入
■開催日時 第2・ 4火曜日 10:15～ 11:30
●参 力B費 500円 /回 (税込)

HIP HOPの リズムに合わせて楽しく身体を

動かします。楽しみながら、基礎体力やリズム

感を養うことができます。各種イベントの出

演もあります。

開催場所〉「南部町総合福祉センタ…しあわせ」2階

沙 ＼欅議騨
中

定員

1

楽しく踊るなかで、リズム感・柔軟性・ジャン
プカ・表現力を養うことができます。各種イ
ベントヘの出演もあります。

対  象 年中～小学5年生
1開催日時 水曜日 16:10～17:00

●場  所 「南部8丁総合福祉センターしあわせ」2階
Ⅲ参力8費 3,000円 /月払tヽ

30,000円 /年払い
指定用品 ポンポン 1,000円 (税込)

ユニフォーム上下セット(出演持に着用)

◎男子用 5,724円 (税込)

◎女子用 6,912円 (税込)

指定シューズ4,000円程度(出演時に着用)

※指定シューズまたは室内用靴をご持参ください。

基本から楽しく技術を身につける入門編の教室です。

対  象 年中～小学3年生
開催日時 金曜日 17:00～ 4ア :50

■場  所 あいみドーム
ー
参 力B費 3,000円 /月払い

30,000円 /年払い
※ラケットをお持ちの方はご持参ください。

様々なトレーエングメニューで、走る時の
ポイントとなる体の動かし方を身につけ
ていきます。

対  象 」ヽ学1年～5年生

定員
.:

20名 r
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イ開催日時 第2、 4火曜日 16:30～ 48:00
1■場  所 西伯小学校校庭

※悪天候時は南部町民体育館
※1呵月～3月は南部町民体育館

対 象 」ヽ学1年～5年生
開催日時 第1、 3火曜日 16:30～ 18100
場  所 あいみドーム

(共通項目〉

■参 加費 1,500円 /月払い
15,000円 /年払い

美容と健康のため、ヨーガのポーズと呼吸で
ココロとカラダのプヾランスを整えていきます。

■対  象 大人
■開催日時 第2・ 4月曜日 19:30～20:30
Ⅲ参 力8費 700円 /回 (税込)

移留

眼脱

|

4名

―
対  象 」ヽ学1年～3年生  ■‐ .

開催日時 金曜日 17:00～18:00
●参力l費 3,000円 /月払い

30,000円 /年払い

開催日時 水曜日
参 力8費 中学生

中学生
高校生
高校生

19:00～20:00
3,000円 /月 払い

30,000円 /年払い
4,000円 /月 払い

40,000円 /年〕ムい

定員

10名

吾定員 |―

15名 |

スボnetなんぶでは、子どもから大人までの

健康づくりに役立ち、スポーツ、文化活動を通じて
「地域交流の輪が広がる場」を提供していきます。

●税込表記のない記載金額は全て税別金額です。※別途消費税力功□算されます。

●一部の適動で別途諸費用がかかる場合があります。

●各沼動カレンダーにて開催日をご確認のうえご参力□ください。

●都合により日程、会場が変更になる場合があります。

●指定用品につきましては、メーカーの都合により価格が変わる場合があります。

対 象 」ヽ学4年～6年生
開催日時 水曜日 18:00～ 19:00

金曜日 18:10～ 19:10
参 力B費 週 1回  3,000円/月 払い

週 4回  30,000円 /年払い

週2回  5,000円 /月 払い

週2回 50,000円 /年払い
※週1回コース、週2団コースが選択できます。

5名
定員

対  象 中学生・高校生
泳ぎの基本がマスターできるように段階に応
じた指導をします。2ヶ月に1回実施するテスト
に合格すると進級をしていく仕組みになります。

緻 長―′」ヽ学2年生 呼写尋
―

鱒開催日時 月・火・水・金曜日 16:00～ 17100
土曜日 14:00～15:00

識 学3年～ 6年生   轟
頷開催日時 月・火・水・金曜日 17:00～ 18:00

土曜日 15:00～16:00
(共通I買 目)

磯参 方l費 週1回  3,000円 /月払い
週1回 30,000円 /年払い
週2回  5,000円 /月払い
週2回  50,000円/年芋ムい

穀指定用品 スイムキャップ 700円 (税込)

※曜日は週に2回まで選択できます。
香定員

15名

ジュニアI、 1のO級または1級修了者を対象
に自身の記録更新のサポートをします。

鱒対  象 ジュニア I、 コで0級または1級
修了の小学生。中学生

機開催日時 火・金曜日 18:00～19:00
土曜日 16:00～ 17:00

碑参加費 週1回  3,000円 /月払い
週1回 30,000円 /年払い
週2回  5,000円/月払い
週2回 50,000円 /年払い

餞指定用品 スイムキャップ 700円 (税込)

※曜日は週に2回まで選択できます。

選手コースに向けてのトレーエング及び
大会出場を目指します。※週3回コース

ト対  象 」ヽ学生・中学生 (指導者推薦)

特開催日時 月・水曜日 18:00～ 19:00
土曜日 16:00～ 17:30

■参力□費 6,000円 /月払い
60,000円 /年払い

攀指定用品 スイムキャップ 1,000円 (税込)

ビート板 3,132円 (税込)

Tシ ャツ 1,800円 (税込)

●その他 連盟登録料(2,000円税込)、 大会エン
トリー料が必要な場合があ

')ま
す。

大会に向けたトレーエング及び自身の記録
更新を目指します。※週3回コース

Ⅲ対  象 」(学生・中学生 (指導者推薦)

■開催日時 月・水曜日 18:00～ 19:30
土曜日 1フ :00～18:30

●参加 費 え000円 /月払い
70,000円 /年払い

キ■指定用品 パド,レ  3,564円 (税込)

チームジャージ上下セット18,849円 (税込)

■その他 連盟登録料 2,000円 l不見込)

大会時エントリー料

水遊びを通して、親子のスキンシップを図
ることを目的としています。水II買れはもち
ろん、お子様の発育発達を促進します。

●対  象 8か月～2歳児までのお子様と保護者
十開催日時 水曜日 10:30～ 11:20
■参加費 2,500円/月払い

25,000円 /年払い

水遊びを通して、親子のスキンシップを図
ることを目的としています。泳ぐために必

■対  象 年中のお子様と保護者 ,

■開催日時 土曜日 11:00～ 11:45

定員
―

15組

(共通項目)

らくらく水中ウォーキングよりも運動量の
多いクラスです。水の負荷を使つて全身運
動をしていきます。※週2回コース

■対  象 大人
■開催日時 火・金曜日 11:00～11:45
■参 力ll費 5,000円 /月払い

50,000円 /年払い
定員 |

10名 |

水泳を基本から始めたい方を対象とした
クラスです。初心者向けです。

■対  象 大人
■開催日時 月曜日 10:45～11:45
■参 加 費 4,500円 /月払い

45,000円 /年払い

泳ぎの基本を練習し、4泳法のマスダーを
目指します。※週2回コース

」3

定員

10名
対  象 中学生・高校生   ■.‐ ヽ

開催日時 金曜日 19:20～20:30
参 力g費 中学生  3,000円 /月 払い

中学生 30,000円 /年払い
高校生  4,000円 /月 払い
高校生 40,000円 /年払い

(共通項目)一 ―

Tシャツ等の購入が必要なイベントもあります。
※室内用靴をご持参ください。

ヨーガのポーズと呼吸で、ココロとカラダを
ほぐします。初めての方向けの「ビギナーズ
グラス」ともう少し動きたい方向けの「ベー
シックグラス」があります。

■対  象 大人
■開催日時 第2・ 4火曜日 14:00～15:00
●参力B費 700円 /回 (税込)

1対  象 大人
i開催日時 水曜日

14:00～ 15:10
●参 力8費 700円 /回 (税込)

W 鯵
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定員 |

25名
―

定員
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要な秦備を行つていきます。

■対  象 大入
■開催日時 火・金曜日

■対  象 3歳児～年少のお子様と
■開催日時 土曜日 10:15～11:00

Ｆ臨〓膊

定員 i

15名 |
■■′―_、

■
―

14:00-15:00

韻 i
10名 |

19:30～20:30

,

■対  象 大人
1開催日時 火 ,金曜日

(共通項目)

体操教室 ストリートダンス

グラウンドゴルフ倶果部

ジユニアソフトボ…ルクラブ チアダンス数室
ゴルフ倶楽部

ジユニ71・ Ⅲ 育蔵コース
テニス教室

★らくらく水中ウォ中キング
陸上教室

わいわいトレ…エンクA・B

選手コ…ス

★シェイプアップ水中ウォーキング

タイムコース

ベビ…教室 ★ファーストスイム

おやこ数室三・Ⅱ ★しあわせスイムA・B

「南部町総合福祉センターしあわせ」プール

いずれのスクールも別途連絡ケ…ス(300円税込)

あわせ」でのプ…ル利用が無
但し、乳幼児 (小学生未満)は、

G護者の付き添い、小学3年生までは保護者の
監視が必要となります。
☆印の活動はプラス500円 (年払いの方は
51000円)で、2階 トレーニングルームがご利
用出来ます。

開催場所

ングススイ ク ―,レ に 入会の
し 料

にな まり す 保

が必要となります。

グラス

当日

参加制

「商部町総合福祉センターしあわせ」2階
■参 加 費 2,500円 /月払い

―参加費 5,000円 /月払い

緯
嬢

^
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