
S a d o w a r a  S p o r t s  C l u b

みんなでつくる、みんなのクラブです!! 指導者・運営ボランティア募集中!

スポーツ教室一覧スポーツ教室一覧スポーツ教室一覧
２０１９ 年 ４ 月 ～ ２ ０ ２ ０ 年 ３ 月

初心者と経験者で
クラスが分かれているので、
レベルにあった指導が
受けられます。

基礎練習のあと、
レベル別に試合をして
楽しんでいます。

（ナイター料含む）

小学校のＡＬＴをしている先生が、
パソコンや単語カードを使って
楽しく指導します。

※参加者の数により
　クラスの変更が
　ある時があります

●受講料：会員／1,500円（月額）
●場　所：くじら館
●時　間：①10：00～10：50（下学年）
　　　　  ②10：50～11：40（上学年）(2class)

〒880-0211  宮崎市佐土原町下田島19276-3
h t t p : / / w w w . s a d o w a r a - s c . c o m

住所/
ＨＰ/

NPO法人 佐土原スポーツクラブ
TEL/0985-73-4442 FAX/0985-71-1740

連　絡　先

アドバイザーが
基礎から優しく
指導します。

片足で３０秒以上立てますか？
筋肉や関節をほぐし、
動きやすい体を
作りましょう。

バドミントン教室ロコモ予防体操教室
対象／どなたでも
講師：伊豆 正償、高橋 章
　　  鬼塚 憲昭、甲斐 睦章

●受講料：会　員／500円（1回）
　　　　  非会員／800円（1回）
●場　所：広瀬中学校
●時　間：20：00～22：00

●開催日：毎週月曜日
初心者も経験者も大歓迎!

ファミリー
リンパケア教室
対象／どなたでも
講師：井上 公子

●受講料：会　員／1,000円（月額）
　　　　  非会員／1,000円（１回）
※別途クリーム代が必要です。
●場　所：くじら館
●時　間：19：00～21：00

●開催日：第2・4水曜日
リンパケアに興味のある方はどなたでも♪

テニス教室
対象／どなたでも
講師：岩瀬 勝行、冷牟田 初人

●受講料：会　員／500円（1回）
　　　　  非会員／800円（1回）
●場　所：久峰公園テニスコート
●時　間：20：00～22：00

●開催日：毎週火曜日
基礎からの丁寧な指導が大好評!!

ゴルフ教室
対象／どなたでも
アドバイザー：野々垣 猛

●受講料：会　員／1,000円/150球込み
　　　　  非会員／1,500円/150球込み
●場　所：グラスガーデン塩路
●時　間：19：15～20：45

●開催日：毎週火曜日
基礎の基礎から指導します

対象／どなたでも
講師：椋田 俊博、深川 浩史
　　  太田原一貴、泥谷 直人

●受講料：会　員／1,500円（月額）
●場　所：くじら館
●時　間：18：45～19：45

●開催日：月曜日（月３回）
自宅でできる体操を指導します

チアダンス教室
対象／中学生以上
講師：井上愛咲子

●受講料：会　員／2,000円（月額）
●場　所：広瀬中学校体育館
●時　間：18：30～19：45

●開催日：第２・４月曜日
待望の大人のチアダンス♪

筋力強化・柔軟性の向上・
持久力向上に
効果バツグン！
パフォーマンス力も
身につきます！！

エアロビック
ダンス教室

対象／中学生・高校生
講師：黒木ひろみ

●受講料：会　員／2,000円（月額）
●場　所：広瀬中学校体育館
●時　間：18：00～19：00

●開催日：第１・３月曜日
中・高生限定のエアロビックダンス

対象／どなたでも
講師：桂 亜里沙

懐メロや童謡を
歌いながら、
手足や体も動かし
脳を活性化します。

歌遊び教室

●受講料：会　員／500円（1回）
　　　　  非会員／800円（1回）
●場　所：広瀬地区交流センター
●時　間：10：00～11：00

●開催日：第1・3木曜日
認知症予防に効果あり！

●受講料：会　員／2,000円（月額）
●場　所：広瀬小学校体育館
●時　間：16：30～17：30

●開催日：毎週金曜日
体育館でできるショートテニス

フットサルサークル
（中学生以上）

対象／中学生以上
講師：植田 涼、木下 健生

●受講料：会　員／500円（1回）
　　　　　非会員／800円（1回）
●場　所：佐土原体育館
●時　間：20：00～22：00

●開催日：第2・4水曜日
初心者も経験者も男女問わず大歓迎！

ソフトテニス教室
対象／中学生・高校生
講師：井上 公子

●受講料：会員／3,000円（月額）
●場　所：久峰公園テニスコート
●時　間：20：00～22：00

●開催日：毎週木曜日
中・高校生対象のソフトテニス教室

対象／小学生
講師：黒木ひろみ、杉田さとみ

●受講料：会員／3,000円（月額）
●場　所：くじら館
●時　間：17：15～18：15

●開催日：木曜日（月3回）
笑顔と元気で周りを明るくします

アクティブキッズ
教  室

対象／小学生
講師：井上 聖子、後藤 道子
　　 中村日出夫

●受講料：会員／1,500円（月額）
●場　所：広瀬小学校体育館
　　　　  広瀬小学校運動場
●時　間：16：30～18：00

●開催日：毎週水曜日
運動好きな子も嫌いな子も集まれ!!

ジュニアえいご教室

キッズチアダンス教室

対象／小学生
講師：サイエッド・モハメド

●開催日：土曜日（月３回）
えいごを基礎から指導します♪

中学生以上なら
どなたでもＯＫ！
幅広い年齢層の中で
楽しめます♪

元世界チャンピオンの
コーチによる指導が
受けられます( .̂̂ )

スポーツ大会や
お祭りに出て
周りのみなさんを
元気にします！

※場所の確保ができなかったり、悪天候のためお休みする場合があります。ご了承下さいます様お願い致します。事務局へお問い合わせ、またはホームページでご確認下さい。

★ 初めて参加される方は、クラブ事務局までお電話下さい。 日程については、月間カレンダー・ホームページにてご確認ください。

総合型地域スポーツクラブ

リンパ健康法を身につけ、
病気にならない
身体づくりをしましょう。

ロコモ予防
チャレンジ教室
対象／どなたでも
講師：椋田 俊博、齋藤 貴徳

●受講料：会　員／1,000円（月額）
　　　　  非会員／800円（1回）
●場　所：広瀬地区交流センター
●時　間：10：00～11：00

●開催日：第1・3土曜日
土曜の朝に体をリフレッシュ♪

メタボと並ぶ現代病、
ロコモティブ
シンドロームを予防し、
健康寿命を延ばしましょう！

ドッジボール・ドッヂビー・
テニス・バスケット・サッカー・
バドミントン・陸上など
いろいろなスポーツをします！

柔らかいスポンジボールと
軽いラケットを使った

テニスを楽しもう♪

NEW！ NEW！

スポンジテニス教室
対象／小学生
講師：後藤道子

フィットネス
フラダンス教室
対象／どなたでも
講師：河野 妃美子

●受講料：会　員／500円（1回）
　　　　  非会員／800円（1回）
●場　所：くじら館
●時　間：14：00～15：00

●開催日：毎週木曜日
心も身体も癒されるフラダンス♪

綺麗な衣装を身にまとい、
ひと時のハワイを
楽しみませんか。
初心者大歓迎です！

小学キッズ向け！小学キッズ向け！小学キッズ向け！小学キッズ向け！ 中学生〜一般向け！中学生〜一般向け！中学生〜一般向け！中学生〜一般向け！

中学生から大人まで
どなたでも！
体が柔らかくなりたい人！
元気に踊りたい人！
素敵な笑顔で踊りましょう♪

※教室によっては、規定人数に達しない場合は、
　開催ができない教室もあります。

会員になるとどの教室も
会員価格で参加できます！

指導者指導者
ボランティアスタッフボランティアスタッフ

&&

も募集中
です!

も募集中
です!
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