
平成27年度

みんなでつくろう！
みんなのクラブ

2015

クラブ会員

募集中
3/1日より
新会員、受講
受付開始！！

●当クラブが管理する施設の使用料が無料に
　なります。（照明代、冷暖房費等別途）
　また、クライミング施設は有料となります。
●アサノスポーツ（城端）が5％、太陽スポーツ
　砺波店が5％の商品販売価格の割引に
　なります。
●桜ヶ池クアガーデンの温泉が特別優待価格
　で利用できます。

会 員 特 典

ＡＸＣ
（アスレチック）クロスカントリー

剣　　　道

小学3年生以上　男・女 夏季：火・土曜
冬季：火・金・土・日曜

城南スタジアム、城南パーク周辺、城端中学校周辺
冬季：たいらクロカンコースなど

団　　名 対　　　象 活　動　日活　動　場　所

小学1年生～中学3年生　男・女 月・木曜城端中学校剣道場

柔　　　道 小学1年生～中学3年生　男・女 火・金曜城端中学校柔道場

水　　　泳 小学2年生～6年生　男・女 木曜城端温水プール

ソフトテニス 小学2年生以上　男・女 週3日程度城南テニスコート、城南屋内グラウンド

バレーボール 小学1年生以上　　女 週3日程度城端中学校体育館・城端小学校体育館

クライミング 小学4年生～高校3年生　男・女 土・日曜　人数によって変更あり桜ヶ池クライミングセンター

城端ペガサス
野　球 小学1年生以上　男・女

1・2年：月・水・金曜
3～6年：月・水・金曜
　　　　 土・日曜：試合等
雨天時、曜日変更あり

1・2年：城南屋内グラウンド
3～6年：城南スタジアム
　　　　 城端中学校グラウンド・体育館

FC GENIOS ART サッカークラブ
対 　 　 象
活 動 曜 日
活 動 時 間
活 動 場 所

小学1～2年生
土曜日

17：00～19：00
城南屋内グラウンド

小学3年生
火・金曜日

18：30～20：00
小学校グラウンド・小学校体育館

小学4～6年生
火・水・金曜日

スポーツ少年団で心と身体を鍛えよう！

南砺市少年少女スポーツ少年団城端支部
◆年　会　費　

◆個人情報について

ニュースポーツ用品、
ラケット、ノルディック
ウォーキングポールなど

対　象

料　金

教室内容

クラブJoyでは様々なトレーニングができるように
各種機器を取り揃えています。

詳細についてはクラブJoy事務局にお気軽にご相談ください。

健康維持に、筋力トレーニングに、ダイエットに、ぜひご利用下さい。
※ご利用の際は、内履きズックをお持ち下さい。　　　　　　※中学生が利用する場合は保護者もしくは指導者が同伴して下さい。
※小学生以下のお子様はトレーニングルームに入れません。　※アリーナ・フィットネスルーム・会議室のご利用には予約が必要です。

たくさんのご入会お待ちしております。いつでも・どなたでもお気軽に！

〈スポーツ安全保険　掛金・補償額〉〈クラブ会員保険（年会費に含む）〉

加入区分
種　別
入院日額
通院日額
後 遺 症
死 　 亡

補償額 子ども
A  1 A  W

一 　 　 般 65歳以上
C A  C B

保 険 料

入院（日額）
通院（日額）

800円
4，0００円
1，5００円

1,500円
1，0００円
10０万円
10０万円

1,450円
1，0００円～5，0００円
500円～2，0００円

1,850円
4，0００円
1，5００円

1,300円
2，5００円
1，0００円

1,000円
1，8００円
1，0００円

補
償

会員登録が必要です。　～一緒に健康づくりを始めませんか～サークルサークル
綱引きクラブ

活動日：毎週月・水・土曜
時　間：19:30 ～ 21:30
場　所：城端西部体育館
メンバーが不足しています。
ＳＯＳ男女問わず急募！
ぜひ一緒にやりましょう。

ターゲット・バードゴルフ

活動日：土曜・日曜・祝日
時　間：13:30 ～ 16:00
場　所：城南ターゲット・
　　　　バードゴルフ場
芝生のきれいなターゲット・
バードゴルフ場です。あなたも
気分はプロゴルファー。青空に
向かってナイスショット!!

老人クラブ連合会

活動日：毎週木曜
　　　  （12月～３月毎週火・木曜）
時　間：13:00 ～ 16:00
場　所：東部体育館
カローリングやパークゴル
フなど老人クラブのスポー
ツクラブ員参加募集！

城端パークゴルフ協会

活動日：毎週水曜
時　間：13:30 ～ 15:00
場　所：城端パークゴルフ場
１～３月はグラウンドゴルフ
　　　(城南屋内グラウンド）
練習して心身共にリラック
スしましょう。

ゲートボール協会

活動日：平日毎日
時　間：13:00 ～ 16:00
場　所：夏…理休ゲートボール
　　　　コート・屋内グラウンド
冬…大鋸屋体育館・屋内グラウンド
用具は協会で貸し出ししま
す。すぐチームに溶け込ん
で楽しく活動できます。

城端ソフトテニス協会

活動日：毎週火曜・木曜
時　間：20:00 ～ 21:30
場　所：城南屋内グラウンド
　　　　アリーナ
楽しくソフトテニスで汗を
流そう！

城端レディース

活動日：水曜・日曜
時　間：水（20:00～21:30）
            日（13:00～16:00）
場　所：中学校グラウンド
ソフトボールチームです。
是非一緒にやりましょう！

城端テニスクラブ

活動日：毎週月曜・金曜
時　間：20:00 ～ 21:30
場　所：城南屋内グラウンド
　　　　アリーナ
硬式テニスのゲームを楽し
みましょう。男女問わず。経
験者大歓迎！

城端ビーチボールクラブ

活動日：毎週月曜
時　間：20:00 ～ 21:30
場　所：城端東部体育館
楽しく一緒に体を動かしま
しょう。

城端卓栄会 にこやかクラブ（卓球） 城涛会（民舞） 華巳月（民舞）

活動日：毎週水曜
時　間：19:30 ～ 21:00
場　所：城端東部体育館
卓球経験者を中心に試合出
場を目指して活動していま
す。ゲーム練習の出来る方、
一緒にやりませんか？

活動日：毎週月曜
時　間：13:30 ～ 15:30
場　所：城端東部体育館
60 歳以上の元気な方、元気
になりたい方募集中！

活動日：毎週水曜
時　間：13:00 ～ 16:00
場　所：城端屋内グラウンド
　　　　フィットネスルーム
一緒に楽しく踊りましょ
う！年齢問わず募集中！

活動日：毎週金曜
時　間：13:00 ～ 17:00
場　所：城端屋内グラウンド
　　　　フィットネスルーム
どなたでも一緒に楽しく踊
りましょう！年齢問わず募
集中！

年　会　費 8月以降 12月以降
5００円

1,0００円
2,0００円
3,0００円
4,0００円
3,0００円
3,5００円
2,5００円
1,0００円

5００円
1,0００円
2,0００円
2,5００円
3,0００円
2,5００円

1,0００円

5００円
1,0００円
2,0００円
2,0００円
2,0００円
2,0００円

1,0００円

幼 児
小 　 学 　 生
中 　 学 　 生
高 　 校 　 生
一 般
一般（6 0歳以上）
団体（一　　　般）
団体（6 0歳以上）
身障者手帳お持ちの方

区分 期間

年度登録時のみ割引

年度登録時のみ割引

◆保険について
　●年会費の中には、年間プログラムに記載されている教室活動時と屋内グラウンドでの利用のみ対象となる
　保険料が含まれています。その他の施設を利用される方などは、スポーツ安全保険の加入をお勧めします。

　●保険期間は、加入した翌日から平成28年3月31日までです。
　●傷害、事故に合った時は、すぐに事務局へ連絡をしてください。（必要な書類をお渡しします）

◆会 員 特 典
　●城南屋内グラウンド、城端東部体育館、城端西部体育館、城南ターゲットバード・パークゴルフ場、城南テニス
コート、城南スタジアムの使用料が無料になります。（照明代、冷暖房費、スコアボード、放送設備は有料となりま
す）また、クライミング施設は有料となります。

　●アサノスポーツ（城端）が5％、太陽スポーツ砺波店が5％の商品販売価格の割引になります。
　　※ただし、いずれもクラブJoy会員証を提示してください。一部対象外となる商品があります。
　●桜ヶ池クアガーデンの温泉が特別優待価格で利用できます。大人620円→450円・小学生310円→200円
　　ホテルフロントにて会員証を提示してください。同伴されている方も割引の対象となります。

◆注 意 事 項
　●年会費・受講料は開講後原則として返金いたしません。
　●教室受講人数によって開講できない場合があります。その場合は受講料を返金します。
　●教室開講の有無については、教室開講10日程前にその都度はがきや電話などでお知らせいたします。
　●高校生以下の参加（夜間の送迎など）については、保護者の責任でお願いいたします。
　●継続会員の方は、会員証を紛失されないようにお願いいたします。（再発行料：300円）

◆申 込 み 方 法
　●新規・継続入会…申込み用紙は城南屋内グラウンド内『クラブJoy事務局』にあります。
　●教室受講…初回開講日の10日前までに現金を添えて直接事務局までお申込みください。
　　　　　　　当日の申込みは受け付けません。
　●申込受付　平成27年3月1日（日）～　随時受付を行っています。

27年度も色々な楽しいイベントを企画していきたいと
思います。詳細につきましては、その都度広報誌など
でお知らせいたします。お楽しみに！

5,000円～10,000円（1回）　※内容、時間により異なります。

プログラムにある教室は全て対応できます。
また、目的にあった教室等も提案しますので何でもご相談下さい。

職場、婦人会、老人会などの各種団体
要望に応じた講師を紹介し、指定の場所（会社・公民館など）での
教室が開けます。企業のメタボ対策年間教室の相談に応じます。

私達も
クラブJoyの
仲間です

いろんな企画の
　　お手伝いをします。

ペタンク協会

活動日：毎週火曜・金曜
時　間：9:00 ～ 12:00
場　所：夏期…城端理休ペタンク場
　　　　冬期…城南屋内グラウンド
ペタンクに興味関心のある方
是非参加してください。１球の
投球で楽しさ、嬉しさ倍増！

●会員の有効期限は平成27年4月1日～
平成28年3月31日までとなります。

●26年度会員の方も継続手続きをして
いただくことになります。

●団体割引は30名以上となります。  
途中からの団体割引は致しません。

●身障者手帳所持の方は、受付で提示
をお願い致します。

事務局　〒939-1861 富山県南砺市城端字吉兵衛島310 南砺市城南屋内グラウンド内
TEL.0763－62－2701　　FAX.0763－62－2718　　Eメール  info@clubjoy.jp

問い合わせ http://www.clubjoy.jp/検索クラブJoy

　●取得した個人情報は、当クラブでの事業活動以外利用致しません。

クラブJoy会員は
ジム・トレーニング
マシーン・測定機器・
走路などが無料で
使用できます。

　幼児からトップアスリートまで幅広い層を対象と
したトレーニング指導やボディーメンテナンスのサ
ポートを行っています。運動生理学に基づいた運動
指導から手技療法による体のケア、ストレッチなど、
多角的なアプローチができることが特徴です。
　しっかりとコミニュケーションをとりながら指導
していきます！

開館時間 月曜日～土曜日／9:00～21:30　 日曜日・祝日／9:00～17:00

スポーツ用具の貸し出しをしています。
各イベントや大会などで是非ご利用下さい。

施設紹介施設紹介

出前教室紹介出前教室紹介

クラブのイベント紹介クラブのイベント紹介

Joyまつり

いろいろな単発教室大そうじ＆バーベキュー

トレーニング指導トレーニング指導
対　象：中学生～高齢者（要相談）
開催日：火曜日（毎月2回）
時　間：19：00～20：00
初回日：4月14日（火）
場　所：屋内グラウンドトレーニングルーム
受講料：会員は無料

事前に予約された方優先となります。

講　師：松本 彩乃
資　格：カイロプラクティクス手技療法士
　　　  加圧トレーニングインストラクター

８月上旬

１２月上旬
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練習して心身共にリラック
スしましょう。

ゲートボール協会

活動日：平日毎日
時　間：13:00 ～ 16:00
場　所：夏…理休ゲートボール
　　　　コート・屋内グラウンド
冬…大鋸屋体育館・屋内グラウンド
用具は協会で貸し出ししま
す。すぐチームに溶け込ん
で楽しく活動できます。

城端ソフトテニス協会

活動日：毎週火曜・木曜
時　間：20:00 ～ 21:30
場　所：城南屋内グラウンド
　　　　アリーナ
楽しくソフトテニスで汗を
流そう！

城端レディース

活動日：水曜・日曜
時　間：水（20:00～21:30）
            日（13:00～16:00）
場　所：中学校グラウンド
ソフトボールチームです。
是非一緒にやりましょう！

城端テニスクラブ

活動日：毎週月曜・金曜
時　間：20:00 ～ 21:30
場　所：城南屋内グラウンド
　　　　アリーナ
硬式テニスのゲームを楽し
みましょう。男女問わず。経
験者大歓迎！

城端ビーチボールクラブ

活動日：毎週月曜
時　間：20:00 ～ 21:30
場　所：城端東部体育館
楽しく一緒に体を動かしま
しょう。

城端卓栄会 にこやかクラブ（卓球） 城涛会（民舞） 華巳月（民舞）

活動日：毎週水曜
時　間：19:30 ～ 21:00
場　所：城端東部体育館
卓球経験者を中心に試合出
場を目指して活動していま
す。ゲーム練習の出来る方、
一緒にやりませんか？

活動日：毎週月曜
時　間：13:30 ～ 15:30
場　所：城端東部体育館
60 歳以上の元気な方、元気
になりたい方募集中！

活動日：毎週水曜
時　間：13:00 ～ 16:00
場　所：城端屋内グラウンド
　　　　フィットネスルーム
一緒に楽しく踊りましょ
う！年齢問わず募集中！

活動日：毎週金曜
時　間：13:00 ～ 17:00
場　所：城端屋内グラウンド
　　　　フィットネスルーム
どなたでも一緒に楽しく踊
りましょう！年齢問わず募
集中！

年　会　費 8月以降 12月以降
5００円

1,0００円
2,0００円
3,0００円
4,0００円
3,0００円
3,5００円
2,5００円
1,0００円

5００円
1,0００円
2,0００円
2,5００円
3,0００円
2,5００円

1,0００円

5００円
1,0００円
2,0００円
2,0００円
2,0００円
2,0００円

1,0００円

幼 児
小 　 学 　 生
中 　 学 　 生
高 　 校 　 生
一 般
一般（6 0歳以上）
団体（一　　　般）
団体（6 0歳以上）
身障者手帳お持ちの方

区分 期間

年度登録時のみ割引

年度登録時のみ割引

◆保険について
　●年会費の中には、年間プログラムに記載されている教室活動時と屋内グラウンドでの利用のみ対象となる
　保険料が含まれています。その他の施設を利用される方などは、スポーツ安全保険の加入をお勧めします。

　●保険期間は、加入した翌日から平成28年3月31日までです。
　●傷害、事故に合った時は、すぐに事務局へ連絡をしてください。（必要な書類をお渡しします）

◆会 員 特 典
　●城南屋内グラウンド、城端東部体育館、城端西部体育館、城南ターゲットバード・パークゴルフ場、城南テニス
コート、城南スタジアムの使用料が無料になります。（照明代、冷暖房費、スコアボード、放送設備は有料となりま
す）また、クライミング施設は有料となります。

　●アサノスポーツ（城端）が5％、太陽スポーツ砺波店が5％の商品販売価格の割引になります。
　　※ただし、いずれもクラブJoy会員証を提示してください。一部対象外となる商品があります。
　●桜ヶ池クアガーデンの温泉が特別優待価格で利用できます。大人620円→450円・小学生310円→200円
　　ホテルフロントにて会員証を提示してください。同伴されている方も割引の対象となります。

◆注 意 事 項
　●年会費・受講料は開講後原則として返金いたしません。
　●教室受講人数によって開講できない場合があります。その場合は受講料を返金します。
　●教室開講の有無については、教室開講10日程前にその都度はがきや電話などでお知らせいたします。
　●高校生以下の参加（夜間の送迎など）については、保護者の責任でお願いいたします。
　●継続会員の方は、会員証を紛失されないようにお願いいたします。（再発行料：300円）

◆申 込 み 方 法
　●新規・継続入会…申込み用紙は城南屋内グラウンド内『クラブJoy事務局』にあります。
　●教室受講…初回開講日の10日前までに現金を添えて直接事務局までお申込みください。
　　　　　　　当日の申込みは受け付けません。
　●申込受付　平成27年3月1日（日）～　随時受付を行っています。

27年度も色々な楽しいイベントを企画していきたいと
思います。詳細につきましては、その都度広報誌など
でお知らせいたします。お楽しみに！

5,000円～10,000円（1回）　※内容、時間により異なります。

プログラムにある教室は全て対応できます。
また、目的にあった教室等も提案しますので何でもご相談下さい。

職場、婦人会、老人会などの各種団体
要望に応じた講師を紹介し、指定の場所（会社・公民館など）での
教室が開けます。企業のメタボ対策年間教室の相談に応じます。

私達も
クラブJoyの
仲間です

いろんな企画の
　　お手伝いをします。

ペタンク協会

活動日：毎週火曜・金曜
時　間：9:00 ～ 12:00
場　所：夏期…城端理休ペタンク場
　　　　冬期…城南屋内グラウンド
ペタンクに興味関心のある方
是非参加してください。１球の
投球で楽しさ、嬉しさ倍増！

●会員の有効期限は平成27年4月1日～
平成28年3月31日までとなります。

●26年度会員の方も継続手続きをして
いただくことになります。

●団体割引は30名以上となります。  
途中からの団体割引は致しません。

●身障者手帳所持の方は、受付で提示
をお願い致します。

事務局　〒939-1861 富山県南砺市城端字吉兵衛島310 南砺市城南屋内グラウンド内
TEL.0763－62－2701　　FAX.0763－62－2718　　Eメール  info@clubjoy.jp

問い合わせ http://www.clubjoy.jp/検索クラブJoy

　●取得した個人情報は、当クラブでの事業活動以外利用致しません。

クラブJoy会員は
ジム・トレーニング
マシーン・測定機器・
走路などが無料で
使用できます。

　幼児からトップアスリートまで幅広い層を対象と
したトレーニング指導やボディーメンテナンスのサ
ポートを行っています。運動生理学に基づいた運動
指導から手技療法による体のケア、ストレッチなど、
多角的なアプローチができることが特徴です。
　しっかりとコミニュケーションをとりながら指導
していきます！

開館時間 月曜日～土曜日／9:00～21:30　 日曜日・祝日／9:00～17:00

スポーツ用具の貸し出しをしています。
各イベントや大会などで是非ご利用下さい。

施設紹介施設紹介

出前教室紹介出前教室紹介

クラブのイベント紹介クラブのイベント紹介

Joyまつり

いろいろな単発教室大そうじ＆バーベキュー

トレーニング指導トレーニング指導
対　象：中学生～高齢者（要相談）
開催日：火曜日（毎月2回）
時　間：19：00～20：00
初回日：4月14日（火）
場　所：屋内グラウンドトレーニングルーム
受講料：会員は無料

事前に予約された方優先となります。

講　師：松本 彩乃
資　格：カイロプラクティクス手技療法士
　　　  加圧トレーニングインストラクター

８月上旬

１２月上旬



平成27年度

みんなでつくろう！
みんなのクラブ

2015

クラブ会員

募集中
3/1日より
新会員、受講
受付開始！！

●当クラブが管理する施設の使用料が無料に
　なります。（照明代、冷暖房費等別途）
　また、クライミング施設は有料となります。
●アサノスポーツ（城端）が5％、太陽スポーツ
　砺波店が5％の商品販売価格の割引に
　なります。
●桜ヶ池クアガーデンの温泉が特別優待価格
　で利用できます。

会 員 特 典

ＡＸＣ
（アスレチック）クロスカントリー

剣　　　道

小学3年生以上　男・女 夏季：火・土曜
冬季：火・金・土・日曜

城南スタジアム、城南パーク周辺、城端中学校周辺
冬季：たいらクロカンコースなど

団　　名 対　　　象 活　動　日活　動　場　所

小学1年生～中学3年生　男・女 月・木曜城端中学校剣道場

柔　　　道 小学1年生～中学3年生　男・女 火・金曜城端中学校柔道場

水　　　泳 小学2年生～6年生　男・女 木曜城端温水プール

ソフトテニス 小学2年生以上　男・女 週3日程度城南テニスコート、城南屋内グラウンド

バレーボール 小学1年生以上　　女 週3日程度城端中学校体育館・城端小学校体育館

クライミング 小学4年生～高校3年生　男・女 土・日曜　人数によって変更あり桜ヶ池クライミングセンター

城端ペガサス
野　球 小学1年生以上　男・女

1・2年：月・水・金曜
3～6年：月・水・金曜
　　　　 土・日曜：試合等
雨天時、曜日変更あり

1・2年：城南屋内グラウンド
3～6年：城南スタジアム
　　　　 城端中学校グラウンド・体育館

FC GENIOS ART サッカークラブ
対 　 　 象
活 動 曜 日
活 動 時 間
活 動 場 所

小学1～2年生
土曜日

17：00～19：00
城南屋内グラウンド

小学3年生
火・金曜日

18：30～20：00
小学校グラウンド・小学校体育館

小学4～6年生
火・水・金曜日

スポーツ少年団で心と身体を鍛えよう！

南砺市少年少女スポーツ少年団城端支部
◆年　会　費　

◆個人情報について

ニュースポーツ用品、
ラケット、ノルディック
ウォーキングポールなど

対　象

料　金

教室内容

クラブJoyでは様々なトレーニングができるように
各種機器を取り揃えています。

詳細についてはクラブJoy事務局にお気軽にご相談ください。

健康維持に、筋力トレーニングに、ダイエットに、ぜひご利用下さい。
※ご利用の際は、内履きズックをお持ち下さい。　　　　　　※中学生が利用する場合は保護者もしくは指導者が同伴して下さい。
※小学生以下のお子様はトレーニングルームに入れません。　※アリーナ・フィットネスルーム・会議室のご利用には予約が必要です。

たくさんのご入会お待ちしております。いつでも・どなたでもお気軽に！

〈スポーツ安全保険　掛金・補償額〉〈クラブ会員保険（年会費に含む）〉

加入区分
種　別
入院日額
通院日額
後 遺 症
死 　 亡

補償額 子ども
A  1 A  W

一 　 　 般 65歳以上
C A  C B

保 険 料

入院（日額）
通院（日額）

800円
4，0００円
1，5００円

1,500円
1，0００円
10０万円
10０万円

1,450円
1，0００円～5，0００円
500円～2，0００円

1,850円
4，0００円
1，5００円

1,300円
2，5００円
1，0００円

1,000円
1，8００円
1，0００円

補
償

会員登録が必要です。　～一緒に健康づくりを始めませんか～サークルサークル
綱引きクラブ

活動日：毎週月・水・土曜
時　間：19:30 ～ 21:30
場　所：城端西部体育館
メンバーが不足しています。
ＳＯＳ男女問わず急募！
ぜひ一緒にやりましょう。

ターゲット・バードゴルフ

活動日：土曜・日曜・祝日
時　間：13:30 ～ 16:00
場　所：城南ターゲット・
　　　　バードゴルフ場
芝生のきれいなターゲット・
バードゴルフ場です。あなたも
気分はプロゴルファー。青空に
向かってナイスショット!!

老人クラブ連合会

活動日：毎週木曜
　　　  （12月～３月毎週火・木曜）
時　間：13:00 ～ 16:00
場　所：東部体育館
カローリングやパークゴル
フなど老人クラブのスポー
ツクラブ員参加募集！

城端パークゴルフ協会

活動日：毎週水曜
時　間：13:30 ～ 15:00
場　所：城端パークゴルフ場
１～３月はグラウンドゴルフ
　　　(城南屋内グラウンド）
練習して心身共にリラック
スしましょう。

ゲートボール協会

活動日：平日毎日
時　間：13:00 ～ 16:00
場　所：夏…理休ゲートボール
　　　　コート・屋内グラウンド
冬…大鋸屋体育館・屋内グラウンド
用具は協会で貸し出ししま
す。すぐチームに溶け込ん
で楽しく活動できます。

城端ソフトテニス協会

活動日：毎週火曜・木曜
時　間：20:00 ～ 21:30
場　所：城南屋内グラウンド
　　　　アリーナ
楽しくソフトテニスで汗を
流そう！

城端レディース

活動日：水曜・日曜
時　間：水（20:00～21:30）
            日（13:00～16:00）
場　所：中学校グラウンド
ソフトボールチームです。
是非一緒にやりましょう！

城端テニスクラブ

活動日：毎週月曜・金曜
時　間：20:00 ～ 21:30
場　所：城南屋内グラウンド
　　　　アリーナ
硬式テニスのゲームを楽し
みましょう。男女問わず。経
験者大歓迎！

城端ビーチボールクラブ

活動日：毎週月曜
時　間：20:00 ～ 21:30
場　所：城端東部体育館
楽しく一緒に体を動かしま
しょう。

城端卓栄会 にこやかクラブ（卓球） 城涛会（民舞） 華巳月（民舞）

活動日：毎週水曜
時　間：19:30 ～ 21:00
場　所：城端東部体育館
卓球経験者を中心に試合出
場を目指して活動していま
す。ゲーム練習の出来る方、
一緒にやりませんか？

活動日：毎週月曜
時　間：13:30 ～ 15:30
場　所：城端東部体育館
60 歳以上の元気な方、元気
になりたい方募集中！

活動日：毎週水曜
時　間：13:00 ～ 16:00
場　所：城端屋内グラウンド
　　　　フィットネスルーム
一緒に楽しく踊りましょ
う！年齢問わず募集中！

活動日：毎週金曜
時　間：13:00 ～ 17:00
場　所：城端屋内グラウンド
　　　　フィットネスルーム
どなたでも一緒に楽しく踊
りましょう！年齢問わず募
集中！

年　会　費 8月以降 12月以降
5００円

1,0００円
2,0００円
3,0００円
4,0００円
3,0００円
3,5００円
2,5００円
1,0００円

5００円
1,0００円
2,0００円
2,5００円
3,0００円
2,5００円

1,0００円

5００円
1,0００円
2,0００円
2,0００円
2,0００円
2,0００円

1,0００円

幼 児
小 　 学 　 生
中 　 学 　 生
高 　 校 　 生
一 般
一般（6 0歳以上）
団体（一　　　般）
団体（6 0歳以上）
身障者手帳お持ちの方

区分 期間

年度登録時のみ割引

年度登録時のみ割引

◆保険について
　●年会費の中には、年間プログラムに記載されている教室活動時と屋内グラウンドでの利用のみ対象となる
　保険料が含まれています。その他の施設を利用される方などは、スポーツ安全保険の加入をお勧めします。

　●保険期間は、加入した翌日から平成28年3月31日までです。
　●傷害、事故に合った時は、すぐに事務局へ連絡をしてください。（必要な書類をお渡しします）

◆会 員 特 典
　●城南屋内グラウンド、城端東部体育館、城端西部体育館、城南ターゲットバード・パークゴルフ場、城南テニス
コート、城南スタジアムの使用料が無料になります。（照明代、冷暖房費、スコアボード、放送設備は有料となりま
す）また、クライミング施設は有料となります。

　●アサノスポーツ（城端）が5％、太陽スポーツ砺波店が5％の商品販売価格の割引になります。
　　※ただし、いずれもクラブJoy会員証を提示してください。一部対象外となる商品があります。
　●桜ヶ池クアガーデンの温泉が特別優待価格で利用できます。大人620円→450円・小学生310円→200円
　　ホテルフロントにて会員証を提示してください。同伴されている方も割引の対象となります。

◆注 意 事 項
　●年会費・受講料は開講後原則として返金いたしません。
　●教室受講人数によって開講できない場合があります。その場合は受講料を返金します。
　●教室開講の有無については、教室開講10日程前にその都度はがきや電話などでお知らせいたします。
　●高校生以下の参加（夜間の送迎など）については、保護者の責任でお願いいたします。
　●継続会員の方は、会員証を紛失されないようにお願いいたします。（再発行料：300円）

◆申 込 み 方 法
　●新規・継続入会…申込み用紙は城南屋内グラウンド内『クラブJoy事務局』にあります。
　●教室受講…初回開講日の10日前までに現金を添えて直接事務局までお申込みください。
　　　　　　　当日の申込みは受け付けません。
　●申込受付　平成27年3月1日（日）～　随時受付を行っています。

27年度も色々な楽しいイベントを企画していきたいと
思います。詳細につきましては、その都度広報誌など
でお知らせいたします。お楽しみに！

5,000円～10,000円（1回）　※内容、時間により異なります。

プログラムにある教室は全て対応できます。
また、目的にあった教室等も提案しますので何でもご相談下さい。

職場、婦人会、老人会などの各種団体
要望に応じた講師を紹介し、指定の場所（会社・公民館など）での
教室が開けます。企業のメタボ対策年間教室の相談に応じます。

私達も
クラブJoyの
仲間です

いろんな企画の
　　お手伝いをします。

ペタンク協会

活動日：毎週火曜・金曜
時　間：9:00 ～ 12:00
場　所：夏期…城端理休ペタンク場
　　　　冬期…城南屋内グラウンド
ペタンクに興味関心のある方
是非参加してください。１球の
投球で楽しさ、嬉しさ倍増！

●会員の有効期限は平成27年4月1日～
平成28年3月31日までとなります。

●26年度会員の方も継続手続きをして
いただくことになります。

●団体割引は30名以上となります。  
途中からの団体割引は致しません。

●身障者手帳所持の方は、受付で提示
をお願い致します。

事務局　〒939-1861 富山県南砺市城端字吉兵衛島310 南砺市城南屋内グラウンド内
TEL.0763－62－2701　　FAX.0763－62－2718　　Eメール  info@clubjoy.jp

問い合わせ http://www.clubjoy.jp/検索クラブJoy

　●取得した個人情報は、当クラブでの事業活動以外利用致しません。

クラブJoy会員は
ジム・トレーニング
マシーン・測定機器・
走路などが無料で
使用できます。

　幼児からトップアスリートまで幅広い層を対象と
したトレーニング指導やボディーメンテナンスのサ
ポートを行っています。運動生理学に基づいた運動
指導から手技療法による体のケア、ストレッチなど、
多角的なアプローチができることが特徴です。
　しっかりとコミニュケーションをとりながら指導
していきます！

開館時間 月曜日～土曜日／9:00～21:30　 日曜日・祝日／9:00～17:00

スポーツ用具の貸し出しをしています。
各イベントや大会などで是非ご利用下さい。

施設紹介施設紹介

出前教室紹介出前教室紹介

クラブのイベント紹介クラブのイベント紹介

Joyまつり

いろいろな単発教室大そうじ＆バーベキュー

トレーニング指導トレーニング指導
対　象：中学生～高齢者（要相談）
開催日：火曜日（毎月2回）
時　間：19：00～20：00
初回日：4月14日（火）
場　所：屋内グラウンドトレーニングルーム
受講料：会員は無料

事前に予約された方優先となります。

講　師：松本 彩乃
資　格：カイロプラクティクス手技療法士
　　　  加圧トレーニングインストラクター

８月上旬

１２月上旬



運動が苦手でも大丈夫。リズム体操からは
じめよう♪

いろいろなダンスでアイドルみたいにかっ
こよく！

音楽に合わせて楽しく体を動かし、しっか
り汗をかくことで心も体もよりパワフル
に！！

全小出場？全中出場？インハイ出場？あな
たの夢のお手伝いいたします！

椅子に座り、ボールやチューブを使うやさし
いクラスです。運動習慣を身につけ、快適に過
ごすための疲れにくい体・転びにくい体づく
り・姿勢を目指しましょう！！

お腹周りをスッキリさせたい方！美しいボディライン
になりたい方！呼吸を意識して体の奥の筋肉に働き
かけます。ゆっくりですが確実に変わってきますよ！

カラテの動きをエアロビに取り入れたプログラムです。
音楽に合わせながら楽しく体を動かします。ストレス解
消、シェイプアップ、基礎体力を向上していきましょう。

やわらかいボールでアタック！してみよ
う！

力を入れないバトルである太極拳。これが
健康に良いのは最近の科学です。

体力に自信のない方、エアロビクスが初めて
の方のためのレッスンです。基礎体力をつけ、
さわやかな汗を流しましょう！どなたでもお
気軽にお申し込みください。

基礎練習からアプローチ、パターまで丁寧
に指導します。100 切りも夢じゃない！

みんなで元気に体を動かそう！

アイソメトリック・ヨーガアーサナを行うこと
により、柔軟性とともに筋力も高め、緊張と弛緩
を繰り返すことで自律神経系を整えていきます。

誰にでもできる健康体操です。手具を使って、
日頃使わない筋肉を伸ばしたり曲げたりして
生活習慣病・ロコモを防ぎ、健康で美しい体
作りで若さを保ちます。

お花につつまれて楽しい時間を過ごしませ
んか？

初心者歓迎！お友達を誘い合わせてお申込
み下さい。

ミニトランポでウォーキング。心肺機能を
高め、姿勢を正します。

連続ターン、ジャンプ、スピンなどを用い、
地形を利用して自由に滑ることができるよ
うになります。

初めての人でも楽しく滑ることができるよ
うになります。

子どもたちに本来必要な運動能力を身につけ
るスクールです。少人数制で明るく楽しく指
導しています。運動を介して運動能力の向上
はもとより、情緒の安定、規範意識の育成を目
的としています。

指先を使って頭で考えて脳に刺激を！
おりがみで季節を彩りましょう。

正しく美しい文字の書き方を基礎から指導
します。心を静め、手書きを楽しみましょう。

楽しく歌い、心も体も腹の底から健康に。南
砺市の「緑の里から」を歌う歌手が指導しま
す。

ハワイアンソングに合わせて踊ると、心も
身体もリフレッシュ！あなたもハワイの風
を感じてみませんか？！

負荷をかけるアーサナ（体操）はリラックス
効果をもたらし、筋力を鍛えながら脳も活
性化させていきます。

いろいろな動きを取り入れながら健康な身
体作りを目指します。

一針一針楽しく作品を作りましょう。

心を伝える絵手紙を画材を持ち寄って描き
ます。

将来の日本代表を目指して頑張りましょ
う！！

登ることが好きな人にオススメです。全国大
会が開催される有名な施設でぜひ楽しくクラ
イミングをしましよう。個人競技なので自分
のペースでできるのも魅力です。

ワイヤーバスケット、ハイキングバスケット、
こけ玉、リース、流木やペットボトルを利用し
た色とりどりの寄せ植えを楽しみます。

気軽に手にできる工具、材料を用いて暮らし
にステキな彩りを添える家具を作りましょう。

アーティストが講師となり、描く・遊ぶを
通して、自由な感性と柔軟な脳を育みます。

筆の持ち方、墨のつけ方、挨拶などの基礎か
ら学ぶ書道教室。

対　象：小学生　定　員：30名
開催日：水曜日（前期・後期 各13回）
時　間：18:30 ～ 20:00
初回日：5月13日（水）
場　所：城端中学校グラウンド・体育館
受講料：3,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：山瀬　悦朗

対　象：年少～年長　定　員：20名
開催日：土曜日（1・2・3期 各13回）
時　間：16:30 ～ 17:15
初回日：4月11日（土）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：坂下　朋子

対　象：小学生　定　員：20名
開催日：土曜日（1・2・3期 各13回）
時　間：17:30 ～ 18:15
初回日：4月11日（土）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：坂下　朋子

対　象：一般　定　員：20名
開催日：月曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：20:00 ～ 21:00
初回日：4月20日（月）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：3,500円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：村上由美子

対　象：小学6年～高校生　定　員：20名
開催日：土曜日（前期・後期 各20回）
時　間：19:00 ～ 21:00
初回日：4月11日（土）
場　所：城南屋内グラウンドアリーナ・
　　　  城南テニスコート
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：近川　利行

対　象：一般　定　員：25名
開催日：水曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：20:10 ～ 21:30
初回日：4月8日（水）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：タオル等
講　師：堀川ゆう子

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：火曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：14:45 ～ 15:45
初回日：４月7日（火）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,500円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：今井　貴子

対　象：一般～高齢者　定　員：10名
開催日：木曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：10:00 ～ 11:00
初回日：４月9日（木）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：小西志津子

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：土曜日（1・2・3期 各13回）
時　間：14:30 ～ 16:00
初回日：４月11日（土）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：タオル・飲み物
講　師：坂下　朋子

対　象：一般　定　員：20名
開催日：木曜日（1・2・3期 各８回）
時　間：19:15 ～ 20:15
初回日：4月9日（木）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：3,000円/期
持ち物：あればパウスカート
講　師：佐藤　幸恵

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：金曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：10:30 ～ 11:30
初回日：4月10日（金）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：タオル等
講　師：堀川ゆう子

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：金曜日（1・2・3期 各13回）
時　間：20:00 ～ 21:00
初回日：4月10日（金）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：5,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：斉藤美千子

対　象：年長～高齢者　定　員：15名
開催日：火曜日（年間 12回）
時　間：20:00 ～ 21:30
初回日：4月７日（火）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：4,000円/年間
持ち物：はさみ・コーヒーカップ
講　師：内河　真紀
花代別途（2,000円程）

対　象：一般～高齢者　定　員：3～4名1組で
開催日：水曜日（年間 24回）
時　間：13:00 ～ 15:00
初回日：4月８日（水）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：1人1回 500円
講　師：斎藤　紀夫

対　象：一般　定　員：10名
開催日：木曜日（年間 12回）
時　間：19:30 ～ 21:00
初回日：4月16日（木）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：4,000円/年間
持ち物：裁縫道具
講　師：丹羽やす子

対　象：一般　定　員：20名
開催日：金曜日（年間 12回）
時　間：14:00 ～ 16:00
初回日：4月17日（金）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：3,500円/年間
持ち物：絵の具・筆・水入れ・絵皿・下敷
講　師：松本　健一

対　象：一般　定　員：20名
開催日：月曜日（前期・後期 各12回）
時　間：18:50 ～ 19:50
初回日：４月13日（月）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：福田　　悟

対　象：小学生　定　員：20名
開催日：土曜日（1期 12回）
時　間：18:30 ～ 20:00
初回日：4月11日（土）
場　所：城端小学校体育館
受講料：3,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：池辺由美恵

対　象：年長　定　員：20名
開催日：木曜日（前期・後期 各10回）
時　間：19:00 ～ 20:00
初回日：5月7日（木）
場　所：城南屋内グラウンドアリーナ
受講料：3,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：原　　稔

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：水曜日（1・2・3期 各9回）
時　間：19:00 ～ 20:00
初回日：4月8日（水）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：5,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：斉藤美千子

対　象：小学３年～（経験者なら１、２年でも可）
定　員：20名 開催日：木曜日（前期・後期 各20回）
時　間：19:00～20:30 初回日：4月9日（木）
場　所：桜ヶ池クライミングセンター
受講料：5,000円/期
持ち物：クライミングシューズ
講　師：橋場　友祐　　井田　健斗
クライミングシューズがない人は後日購入

対　象：小学生～一般　定　員：10名
開催日：日曜日（冬期 4回）
時　間：9:30 ～ 12:00
初回日：２月５日（日）
場　所：たいらスキー場
受講料：5,000円/期（リフト代別途）
持ち物：ボード一式
講　師：池辺　康裕

対　象：小学生～一般　定　員：10名
開催日：日曜日（冬期 4回）
時　間：9:30 ～ 12:00
初回日：12月27日（日）
場　所：たいらスキー場
受講料：5,000円/期（リフト代別途）
持ち物：ボード一式
講　師：池辺　康裕

対　象：一般　定　員：20名
開催日：土曜日（年間 10回）
時　間：10:30 ～ 12:00
初回日：4月25日（土）
場　所：千華園
受講料：1,500円/年間　花代別途
持ち物：手袋・エプロン
講　師：石村　修子

城端ならではの伝統芸能を体験して素敵な
音色を奏でましょう。

対　象：小学生～一般　定　員：10名
開催日：月曜日（年間 20回）
時　間：18:30 ～ 20:00
初回日：６月１日（月）
場　所：じょうはな座
受講料：10,000円/年間
講　師：大岡　広昭　　高沢　　昇

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：火曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：19:00 ～ 20:30
初回日：4月14日（火）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：3,500円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：吉江　宅雄

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：火曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：13:30 ～ 14:30
初回日：4月7日（火）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,500円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：今井　貴子

対　象：３歳～年長/小学生  定 員：各10名
開催日：火・金曜日/火曜日（年間 各40回）
時間…初回日：17:00～17:50…4月14日（火）
　　　　　 　17:40～18:30…4月10日（金）
　　　 　  　/17:50～18:50…4月14日（火）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/月額
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：松本　彩乃

対　象：一般
開催日：水・日曜日（年間 14回）
時　間：19:30～21:00（水）・15:00～17:00（日）
初回日：5月13日（水）
場　所：ゴルフプラザササキ（水）
　　　  トナミロイヤルゴルフ倶楽部（日）
受講料：3,600円/年間（ボール代1回1,000円）
持ち物：ゴルフ用具一式
講　師：井波ゴルフ協会

対　象：一般
開催日：水曜日（年間 11回）
時　間：14:00 ～ 15:30
初回日：5月20日（水）
場　所：井波社会体育館研修室
受講料：2,500円/年間
講　師：アイウェーブスタッフ

対　象：一般　定　員：10名
開催日：水曜日（年間 12回）
時　間：19:00 ～ 21:30
初回日：5月20日（水）
場　所：秀夢木楽館3階
受講料：8,000円/年間
持ち物：工具(購入可)
講　師：樽夢工房スタッフ
材料費：別途集金3,000円～ /1作品

対　象：年長～小学３年生（応相談）
開催日：土曜日（前期・後期  各10回）
時　間：10:30 ～ 11:30
初回日：5月9日(土)
場　所：井波社会体育館研修室
受講料：5,500円／期
持ち物：絵具セット・クレヨン
講　師：水上　理恵

対　象：一般　定　員：10名
開催日：水曜日（年間 12回）
時　間：14:00 ～ 16:00
初回日：5月13日（水）
場　所：だんひる
受講料：10,000円/年間
持ち物：タオル・飲み物代500円程度（毎回）
講　師：林道美有紀

対　象：一般
開催日：月曜日（年間 20回）
時　間：13:30 ～ 15:00
初回日：５月11日（月）
場　所：井波社会体育館研修室
受講料：4,000円/年間（テキスト代別途集金）
持ち物：筆記用具
講　師：古石　節子

対　象：小学生～中学生　定　員：20名
開催日：土曜日（前期・後期 各15回）
時　間：16:00 ～ 18:00
初回日：4月18日（土）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：4,000円/期
持ち物：書道道具・鉛筆・消しごむ
講　師：上田　北山
ＣＯＳＭＯＳ誌・紙代　実費個人負担

ランナーズJoyジュニア

幼・キッズファンク 小・ジュニアファンク

New

New

New

New New

パワーＪoｙエアロ

ソフトテニス特練教室

ヨーガ

姿勢改善EX.

３B健康体操

ピラティス

あなたもフラガール 楽 ヨーガ

さわやかフィットネス
（リズム＆健康ストレッチ）

フラワーアレンジメント

健康麻雀教室 楽しいパッチワーク

絵手紙

カラテシェイプアップ教室

★無料体験日★

3月24日（火）

★無料体験日★

3月26日（木）

★無料体験日★

3月28日（土）

★無料体験日★

4月27日（月）

★無料体験日★

4月25日（土）

★無料体験日★

4月22日（水）

ソフトバレーボール教室

キッズサッカー

トランポエクササイズ

１期… 4 月～ 7 月　　前期…平成27年 4 月～平成27年９月
２期… 8 月～11月　　後期…平成27年10月～平成28年３月
３期…12月～ 3 月　　年間…平成27年 4 月～平成28年３月

スポーツクライミング

ステップアップスノーボードわくわくスノーボード Ｊｏｙガーデニング隊

（クラブJoy合同教室）

（クラブJoy合同教室） （クラブJoy合同教室）

三味線教室
（クラブJoy合同教室）

（クラブJoy合同教室）

健康アップ太極拳
地域支援事業

あるいてビクス＆
マットＥＸ,ストレッチ

地域支援事業 バーズキッズトレーニング／
バーズジュニアトレーニング ゴルフ

おりがみ

きれいに硬筆書写

DIY大工教室 こども絵画教室「モナリザ」

楽しく♪カラオケ

基本書道

スポーツ教室スポーツ教室 子ども教室子ども教室 文化教室文化教室 アイウェーブ合同教室アイウェーブ合同教室元気な子供たち集まれ～心も体もリフレッシュ 趣味の世界を
　広げましょう

◆無料体験教室

◆アイウェーブ合同教室

無料体験教室は事務局にて受け付
けております。事前にお申し込み
下さい。

アイウェーブ（井波地域スポーツ
クラブ）とクラブJoyとの合同教室
です。どちらかの会員であれば
受講できます。
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運動が苦手でも大丈夫。リズム体操からは
じめよう♪

いろいろなダンスでアイドルみたいにかっ
こよく！

音楽に合わせて楽しく体を動かし、しっか
り汗をかくことで心も体もよりパワフル
に！！

全小出場？全中出場？インハイ出場？あな
たの夢のお手伝いいたします！

椅子に座り、ボールやチューブを使うやさし
いクラスです。運動習慣を身につけ、快適に過
ごすための疲れにくい体・転びにくい体づく
り・姿勢を目指しましょう！！

お腹周りをスッキリさせたい方！美しいボディライン
になりたい方！呼吸を意識して体の奥の筋肉に働き
かけます。ゆっくりですが確実に変わってきますよ！

カラテの動きをエアロビに取り入れたプログラムです。
音楽に合わせながら楽しく体を動かします。ストレス解
消、シェイプアップ、基礎体力を向上していきましょう。

やわらかいボールでアタック！してみよ
う！

力を入れないバトルである太極拳。これが
健康に良いのは最近の科学です。

体力に自信のない方、エアロビクスが初めて
の方のためのレッスンです。基礎体力をつけ、
さわやかな汗を流しましょう！どなたでもお
気軽にお申し込みください。

基礎練習からアプローチ、パターまで丁寧
に指導します。100 切りも夢じゃない！

みんなで元気に体を動かそう！

アイソメトリック・ヨーガアーサナを行うこと
により、柔軟性とともに筋力も高め、緊張と弛緩
を繰り返すことで自律神経系を整えていきます。

誰にでもできる健康体操です。手具を使って、
日頃使わない筋肉を伸ばしたり曲げたりして
生活習慣病・ロコモを防ぎ、健康で美しい体
作りで若さを保ちます。

お花につつまれて楽しい時間を過ごしませ
んか？

初心者歓迎！お友達を誘い合わせてお申込
み下さい。

ミニトランポでウォーキング。心肺機能を
高め、姿勢を正します。

連続ターン、ジャンプ、スピンなどを用い、
地形を利用して自由に滑ることができるよ
うになります。

初めての人でも楽しく滑ることができるよ
うになります。

子どもたちに本来必要な運動能力を身につけ
るスクールです。少人数制で明るく楽しく指
導しています。運動を介して運動能力の向上
はもとより、情緒の安定、規範意識の育成を目
的としています。

指先を使って頭で考えて脳に刺激を！
おりがみで季節を彩りましょう。

正しく美しい文字の書き方を基礎から指導
します。心を静め、手書きを楽しみましょう。

楽しく歌い、心も体も腹の底から健康に。南
砺市の「緑の里から」を歌う歌手が指導しま
す。

ハワイアンソングに合わせて踊ると、心も
身体もリフレッシュ！あなたもハワイの風
を感じてみませんか？！

負荷をかけるアーサナ（体操）はリラックス
効果をもたらし、筋力を鍛えながら脳も活
性化させていきます。

いろいろな動きを取り入れながら健康な身
体作りを目指します。

一針一針楽しく作品を作りましょう。

心を伝える絵手紙を画材を持ち寄って描き
ます。

将来の日本代表を目指して頑張りましょ
う！！

登ることが好きな人にオススメです。全国大
会が開催される有名な施設でぜひ楽しくクラ
イミングをしましよう。個人競技なので自分
のペースでできるのも魅力です。

ワイヤーバスケット、ハイキングバスケット、
こけ玉、リース、流木やペットボトルを利用し
た色とりどりの寄せ植えを楽しみます。

気軽に手にできる工具、材料を用いて暮らし
にステキな彩りを添える家具を作りましょう。

アーティストが講師となり、描く・遊ぶを
通して、自由な感性と柔軟な脳を育みます。

筆の持ち方、墨のつけ方、挨拶などの基礎か
ら学ぶ書道教室。

対　象：小学生　定　員：30名
開催日：水曜日（前期・後期 各13回）
時　間：18:30 ～ 20:00
初回日：5月13日（水）
場　所：城端中学校グラウンド・体育館
受講料：3,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：山瀬　悦朗

対　象：年少～年長　定　員：20名
開催日：土曜日（1・2・3期 各13回）
時　間：16:30 ～ 17:15
初回日：4月11日（土）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：坂下　朋子

対　象：小学生　定　員：20名
開催日：土曜日（1・2・3期 各13回）
時　間：17:30 ～ 18:15
初回日：4月11日（土）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：坂下　朋子

対　象：一般　定　員：20名
開催日：月曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：20:00 ～ 21:00
初回日：4月20日（月）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：3,500円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：村上由美子

対　象：小学6年～高校生　定　員：20名
開催日：土曜日（前期・後期 各20回）
時　間：19:00 ～ 21:00
初回日：4月11日（土）
場　所：城南屋内グラウンドアリーナ・
　　　  城南テニスコート
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：近川　利行

対　象：一般　定　員：25名
開催日：水曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：20:10 ～ 21:30
初回日：4月8日（水）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：タオル等
講　師：堀川ゆう子

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：火曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：14:45 ～ 15:45
初回日：４月7日（火）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,500円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：今井　貴子

対　象：一般～高齢者　定　員：10名
開催日：木曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：10:00 ～ 11:00
初回日：４月9日（木）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：小西志津子

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：土曜日（1・2・3期 各13回）
時　間：14:30 ～ 16:00
初回日：４月11日（土）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：タオル・飲み物
講　師：坂下　朋子

対　象：一般　定　員：20名
開催日：木曜日（1・2・3期 各８回）
時　間：19:15 ～ 20:15
初回日：4月9日（木）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：3,000円/期
持ち物：あればパウスカート
講　師：佐藤　幸恵

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：金曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：10:30 ～ 11:30
初回日：4月10日（金）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：タオル等
講　師：堀川ゆう子

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：金曜日（1・2・3期 各13回）
時　間：20:00 ～ 21:00
初回日：4月10日（金）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：5,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：斉藤美千子

対　象：年長～高齢者　定　員：15名
開催日：火曜日（年間 12回）
時　間：20:00 ～ 21:30
初回日：4月７日（火）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：4,000円/年間
持ち物：はさみ・コーヒーカップ
講　師：内河　真紀
花代別途（2,000円程）

対　象：一般～高齢者　定　員：3～4名1組で
開催日：水曜日（年間 24回）
時　間：13:00 ～ 15:00
初回日：4月８日（水）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：1人1回 500円
講　師：斎藤　紀夫

対　象：一般　定　員：10名
開催日：木曜日（年間 12回）
時　間：19:30 ～ 21:00
初回日：4月16日（木）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：4,000円/年間
持ち物：裁縫道具
講　師：丹羽やす子

対　象：一般　定　員：20名
開催日：金曜日（年間 12回）
時　間：14:00 ～ 16:00
初回日：4月17日（金）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：3,500円/年間
持ち物：絵の具・筆・水入れ・絵皿・下敷
講　師：松本　健一

対　象：一般　定　員：20名
開催日：月曜日（前期・後期 各12回）
時　間：18:50 ～ 19:50
初回日：４月13日（月）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：福田　　悟

対　象：小学生　定　員：20名
開催日：土曜日（1期 12回）
時　間：18:30 ～ 20:00
初回日：4月11日（土）
場　所：城端小学校体育館
受講料：3,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：池辺由美恵

対　象：年長　定　員：20名
開催日：木曜日（前期・後期 各10回）
時　間：19:00 ～ 20:00
初回日：5月7日（木）
場　所：城南屋内グラウンドアリーナ
受講料：3,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：原　　稔

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：水曜日（1・2・3期 各9回）
時　間：19:00 ～ 20:00
初回日：4月8日（水）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：5,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：斉藤美千子

対　象：小学３年～（経験者なら１、２年でも可）
定　員：20名 開催日：木曜日（前期・後期 各20回）
時　間：19:00～20:30 初回日：4月9日（木）
場　所：桜ヶ池クライミングセンター
受講料：5,000円/期
持ち物：クライミングシューズ
講　師：橋場　友祐　　井田　健斗
クライミングシューズがない人は後日購入

対　象：小学生～一般　定　員：10名
開催日：日曜日（冬期 4回）
時　間：9:30 ～ 12:00
初回日：２月５日（日）
場　所：たいらスキー場
受講料：5,000円/期（リフト代別途）
持ち物：ボード一式
講　師：池辺　康裕

対　象：小学生～一般　定　員：10名
開催日：日曜日（冬期 4回）
時　間：9:30 ～ 12:00
初回日：12月27日（日）
場　所：たいらスキー場
受講料：5,000円/期（リフト代別途）
持ち物：ボード一式
講　師：池辺　康裕

対　象：一般　定　員：20名
開催日：土曜日（年間 10回）
時　間：10:30 ～ 12:00
初回日：4月25日（土）
場　所：千華園
受講料：1,500円/年間　花代別途
持ち物：手袋・エプロン
講　師：石村　修子

城端ならではの伝統芸能を体験して素敵な
音色を奏でましょう。

対　象：小学生～一般　定　員：10名
開催日：月曜日（年間 20回）
時　間：18:30 ～ 20:00
初回日：６月１日（月）
場　所：じょうはな座
受講料：10,000円/年間
講　師：大岡　広昭　　高沢　　昇

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：火曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：19:00 ～ 20:30
初回日：4月14日（火）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：3,500円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：吉江　宅雄

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：火曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：13:30 ～ 14:30
初回日：4月7日（火）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,500円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：今井　貴子

対　象：３歳～年長/小学生  定 員：各10名
開催日：火・金曜日/火曜日（年間 各40回）
時間…初回日：17:00～17:50…4月14日（火）
　　　　　 　17:40～18:30…4月10日（金）
　　　 　  　/17:50～18:50…4月14日（火）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/月額
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：松本　彩乃

対　象：一般
開催日：水・日曜日（年間 14回）
時　間：19:30～21:00（水）・15:00～17:00（日）
初回日：5月13日（水）
場　所：ゴルフプラザササキ（水）
　　　  トナミロイヤルゴルフ倶楽部（日）
受講料：3,600円/年間（ボール代1回1,000円）
持ち物：ゴルフ用具一式
講　師：井波ゴルフ協会

対　象：一般
開催日：水曜日（年間 11回）
時　間：14:00 ～ 15:30
初回日：5月20日（水）
場　所：井波社会体育館研修室
受講料：2,500円/年間
講　師：アイウェーブスタッフ

対　象：一般　定　員：10名
開催日：水曜日（年間 12回）
時　間：19:00 ～ 21:30
初回日：5月20日（水）
場　所：秀夢木楽館3階
受講料：8,000円/年間
持ち物：工具(購入可)
講　師：樽夢工房スタッフ
材料費：別途集金3,000円～ /1作品

対　象：年長～小学３年生（応相談）
開催日：土曜日（前期・後期  各10回）
時　間：10:30 ～ 11:30
初回日：5月9日(土)
場　所：井波社会体育館研修室
受講料：5,500円／期
持ち物：絵具セット・クレヨン
講　師：水上　理恵

対　象：一般　定　員：10名
開催日：水曜日（年間 12回）
時　間：14:00 ～ 16:00
初回日：5月13日（水）
場　所：だんひる
受講料：10,000円/年間
持ち物：タオル・飲み物代500円程度（毎回）
講　師：林道美有紀

対　象：一般
開催日：月曜日（年間 20回）
時　間：13:30 ～ 15:00
初回日：５月11日（月）
場　所：井波社会体育館研修室
受講料：4,000円/年間（テキスト代別途集金）
持ち物：筆記用具
講　師：古石　節子

対　象：小学生～中学生　定　員：20名
開催日：土曜日（前期・後期 各15回）
時　間：16:00 ～ 18:00
初回日：4月18日（土）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：4,000円/期
持ち物：書道道具・鉛筆・消しごむ
講　師：上田　北山
ＣＯＳＭＯＳ誌・紙代　実費個人負担

ランナーズJoyジュニア

幼・キッズファンク 小・ジュニアファンク

New

New

New

New New

パワーＪoｙエアロ

ソフトテニス特練教室

ヨーガ

姿勢改善EX.

３B健康体操

ピラティス

あなたもフラガール 楽 ヨーガ

さわやかフィットネス
（リズム＆健康ストレッチ）

フラワーアレンジメント

健康麻雀教室 楽しいパッチワーク

絵手紙

カラテシェイプアップ教室

★無料体験日★

3月24日（火）

★無料体験日★

3月26日（木）

★無料体験日★

3月28日（土）

★無料体験日★

4月27日（月）

★無料体験日★

4月25日（土）

★無料体験日★

4月22日（水）

ソフトバレーボール教室

キッズサッカー

トランポエクササイズ

１期… 4 月～ 7 月　　前期…平成27年 4 月～平成27年９月
２期… 8 月～11月　　後期…平成27年10月～平成28年３月
３期…12月～ 3 月　　年間…平成27年 4 月～平成28年３月

スポーツクライミング

ステップアップスノーボードわくわくスノーボード Ｊｏｙガーデニング隊

（クラブJoy合同教室）

（クラブJoy合同教室） （クラブJoy合同教室）

三味線教室
（クラブJoy合同教室）

（クラブJoy合同教室）

健康アップ太極拳
地域支援事業

あるいてビクス＆
マットＥＸ,ストレッチ

地域支援事業 バーズキッズトレーニング／
バーズジュニアトレーニング ゴルフ

おりがみ

きれいに硬筆書写

DIY大工教室 こども絵画教室「モナリザ」

楽しく♪カラオケ

基本書道

スポーツ教室スポーツ教室 子ども教室子ども教室 文化教室文化教室 アイウェーブ合同教室アイウェーブ合同教室元気な子供たち集まれ～心も体もリフレッシュ 趣味の世界を
　広げましょう

◆無料体験教室

◆アイウェーブ合同教室

無料体験教室は事務局にて受け付
けております。事前にお申し込み
下さい。

アイウェーブ（井波地域スポーツ
クラブ）とクラブJoyとの合同教室
です。どちらかの会員であれば
受講できます。
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運動が苦手でも大丈夫。リズム体操からは
じめよう♪

いろいろなダンスでアイドルみたいにかっ
こよく！

音楽に合わせて楽しく体を動かし、しっか
り汗をかくことで心も体もよりパワフル
に！！

全小出場？全中出場？インハイ出場？あな
たの夢のお手伝いいたします！

椅子に座り、ボールやチューブを使うやさし
いクラスです。運動習慣を身につけ、快適に過
ごすための疲れにくい体・転びにくい体づく
り・姿勢を目指しましょう！！

お腹周りをスッキリさせたい方！美しいボディライン
になりたい方！呼吸を意識して体の奥の筋肉に働き
かけます。ゆっくりですが確実に変わってきますよ！

カラテの動きをエアロビに取り入れたプログラムです。
音楽に合わせながら楽しく体を動かします。ストレス解
消、シェイプアップ、基礎体力を向上していきましょう。

やわらかいボールでアタック！してみよ
う！

力を入れないバトルである太極拳。これが
健康に良いのは最近の科学です。

体力に自信のない方、エアロビクスが初めて
の方のためのレッスンです。基礎体力をつけ、
さわやかな汗を流しましょう！どなたでもお
気軽にお申し込みください。

基礎練習からアプローチ、パターまで丁寧
に指導します。100 切りも夢じゃない！

みんなで元気に体を動かそう！

アイソメトリック・ヨーガアーサナを行うこと
により、柔軟性とともに筋力も高め、緊張と弛緩
を繰り返すことで自律神経系を整えていきます。

誰にでもできる健康体操です。手具を使って、
日頃使わない筋肉を伸ばしたり曲げたりして
生活習慣病・ロコモを防ぎ、健康で美しい体
作りで若さを保ちます。

お花につつまれて楽しい時間を過ごしませ
んか？

初心者歓迎！お友達を誘い合わせてお申込
み下さい。

ミニトランポでウォーキング。心肺機能を
高め、姿勢を正します。

連続ターン、ジャンプ、スピンなどを用い、
地形を利用して自由に滑ることができるよ
うになります。

初めての人でも楽しく滑ることができるよ
うになります。

子どもたちに本来必要な運動能力を身につけ
るスクールです。少人数制で明るく楽しく指
導しています。運動を介して運動能力の向上
はもとより、情緒の安定、規範意識の育成を目
的としています。

指先を使って頭で考えて脳に刺激を！
おりがみで季節を彩りましょう。

正しく美しい文字の書き方を基礎から指導
します。心を静め、手書きを楽しみましょう。

楽しく歌い、心も体も腹の底から健康に。南
砺市の「緑の里から」を歌う歌手が指導しま
す。

ハワイアンソングに合わせて踊ると、心も
身体もリフレッシュ！あなたもハワイの風
を感じてみませんか？！

負荷をかけるアーサナ（体操）はリラックス
効果をもたらし、筋力を鍛えながら脳も活
性化させていきます。

いろいろな動きを取り入れながら健康な身
体作りを目指します。

一針一針楽しく作品を作りましょう。

心を伝える絵手紙を画材を持ち寄って描き
ます。

将来の日本代表を目指して頑張りましょ
う！！

登ることが好きな人にオススメです。全国大
会が開催される有名な施設でぜひ楽しくクラ
イミングをしましよう。個人競技なので自分
のペースでできるのも魅力です。

ワイヤーバスケット、ハイキングバスケット、
こけ玉、リース、流木やペットボトルを利用し
た色とりどりの寄せ植えを楽しみます。

気軽に手にできる工具、材料を用いて暮らし
にステキな彩りを添える家具を作りましょう。

アーティストが講師となり、描く・遊ぶを
通して、自由な感性と柔軟な脳を育みます。

筆の持ち方、墨のつけ方、挨拶などの基礎か
ら学ぶ書道教室。

対　象：小学生　定　員：30名
開催日：水曜日（前期・後期 各13回）
時　間：18:30 ～ 20:00
初回日：5月13日（水）
場　所：城端中学校グラウンド・体育館
受講料：3,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：山瀬　悦朗

対　象：年少～年長　定　員：20名
開催日：土曜日（1・2・3期 各13回）
時　間：16:30 ～ 17:15
初回日：4月11日（土）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：坂下　朋子

対　象：小学生　定　員：20名
開催日：土曜日（1・2・3期 各13回）
時　間：17:30 ～ 18:15
初回日：4月11日（土）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：坂下　朋子

対　象：一般　定　員：20名
開催日：月曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：20:00 ～ 21:00
初回日：4月20日（月）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：3,500円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：村上由美子

対　象：小学6年～高校生　定　員：20名
開催日：土曜日（前期・後期 各20回）
時　間：19:00 ～ 21:00
初回日：4月11日（土）
場　所：城南屋内グラウンドアリーナ・
　　　  城南テニスコート
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：近川　利行

対　象：一般　定　員：25名
開催日：水曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：20:10 ～ 21:30
初回日：4月8日（水）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：タオル等
講　師：堀川ゆう子

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：火曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：14:45 ～ 15:45
初回日：４月7日（火）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,500円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：今井　貴子

対　象：一般～高齢者　定　員：10名
開催日：木曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：10:00 ～ 11:00
初回日：４月9日（木）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：小西志津子

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：土曜日（1・2・3期 各13回）
時　間：14:30 ～ 16:00
初回日：４月11日（土）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：タオル・飲み物
講　師：坂下　朋子

対　象：一般　定　員：20名
開催日：木曜日（1・2・3期 各８回）
時　間：19:15 ～ 20:15
初回日：4月9日（木）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：3,000円/期
持ち物：あればパウスカート
講　師：佐藤　幸恵

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：金曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：10:30 ～ 11:30
初回日：4月10日（金）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：タオル等
講　師：堀川ゆう子

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：金曜日（1・2・3期 各13回）
時　間：20:00 ～ 21:00
初回日：4月10日（金）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：5,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：斉藤美千子

対　象：年長～高齢者　定　員：15名
開催日：火曜日（年間 12回）
時　間：20:00 ～ 21:30
初回日：4月７日（火）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：4,000円/年間
持ち物：はさみ・コーヒーカップ
講　師：内河　真紀
花代別途（2,000円程）

対　象：一般～高齢者　定　員：3～4名1組で
開催日：水曜日（年間 24回）
時　間：13:00 ～ 15:00
初回日：4月８日（水）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：1人1回 500円
講　師：斎藤　紀夫

対　象：一般　定　員：10名
開催日：木曜日（年間 12回）
時　間：19:30 ～ 21:00
初回日：4月16日（木）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：4,000円/年間
持ち物：裁縫道具
講　師：丹羽やす子

対　象：一般　定　員：20名
開催日：金曜日（年間 12回）
時　間：14:00 ～ 16:00
初回日：4月17日（金）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：3,500円/年間
持ち物：絵の具・筆・水入れ・絵皿・下敷
講　師：松本　健一

対　象：一般　定　員：20名
開催日：月曜日（前期・後期 各12回）
時　間：18:50 ～ 19:50
初回日：４月13日（月）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：福田　　悟

対　象：小学生　定　員：20名
開催日：土曜日（1期 12回）
時　間：18:30 ～ 20:00
初回日：4月11日（土）
場　所：城端小学校体育館
受講料：3,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：池辺由美恵

対　象：年長　定　員：20名
開催日：木曜日（前期・後期 各10回）
時　間：19:00 ～ 20:00
初回日：5月7日（木）
場　所：城南屋内グラウンドアリーナ
受講料：3,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：原　　稔

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：水曜日（1・2・3期 各9回）
時　間：19:00 ～ 20:00
初回日：4月8日（水）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：5,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：斉藤美千子

対　象：小学３年～（経験者なら１、２年でも可）
定　員：20名 開催日：木曜日（前期・後期 各20回）
時　間：19:00～20:30 初回日：4月9日（木）
場　所：桜ヶ池クライミングセンター
受講料：5,000円/期
持ち物：クライミングシューズ
講　師：橋場　友祐　　井田　健斗
クライミングシューズがない人は後日購入

対　象：小学生～一般　定　員：10名
開催日：日曜日（冬期 4回）
時　間：9:30 ～ 12:00
初回日：２月５日（日）
場　所：たいらスキー場
受講料：5,000円/期（リフト代別途）
持ち物：ボード一式
講　師：池辺　康裕

対　象：小学生～一般　定　員：10名
開催日：日曜日（冬期 4回）
時　間：9:30 ～ 12:00
初回日：12月27日（日）
場　所：たいらスキー場
受講料：5,000円/期（リフト代別途）
持ち物：ボード一式
講　師：池辺　康裕

対　象：一般　定　員：20名
開催日：土曜日（年間 10回）
時　間：10:30 ～ 12:00
初回日：4月25日（土）
場　所：千華園
受講料：1,500円/年間　花代別途
持ち物：手袋・エプロン
講　師：石村　修子

城端ならではの伝統芸能を体験して素敵な
音色を奏でましょう。

対　象：小学生～一般　定　員：10名
開催日：月曜日（年間 20回）
時　間：18:30 ～ 20:00
初回日：６月１日（月）
場　所：じょうはな座
受講料：10,000円/年間
講　師：大岡　広昭　　高沢　　昇

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：火曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：19:00 ～ 20:30
初回日：4月14日（火）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：3,500円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：吉江　宅雄

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：火曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：13:30 ～ 14:30
初回日：4月7日（火）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,500円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：今井　貴子

対　象：３歳～年長/小学生  定 員：各10名
開催日：火・金曜日/火曜日（年間 各40回）
時間…初回日：17:00～17:50…4月14日（火）
　　　　　 　17:40～18:30…4月10日（金）
　　　 　  　/17:50～18:50…4月14日（火）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/月額
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：松本　彩乃

対　象：一般
開催日：水・日曜日（年間 14回）
時　間：19:30～21:00（水）・15:00～17:00（日）
初回日：5月13日（水）
場　所：ゴルフプラザササキ（水）
　　　  トナミロイヤルゴルフ倶楽部（日）
受講料：3,600円/年間（ボール代1回1,000円）
持ち物：ゴルフ用具一式
講　師：井波ゴルフ協会

対　象：一般
開催日：水曜日（年間 11回）
時　間：14:00 ～ 15:30
初回日：5月20日（水）
場　所：井波社会体育館研修室
受講料：2,500円/年間
講　師：アイウェーブスタッフ

対　象：一般　定　員：10名
開催日：水曜日（年間 12回）
時　間：19:00 ～ 21:30
初回日：5月20日（水）
場　所：秀夢木楽館3階
受講料：8,000円/年間
持ち物：工具(購入可)
講　師：樽夢工房スタッフ
材料費：別途集金3,000円～ /1作品

対　象：年長～小学３年生（応相談）
開催日：土曜日（前期・後期  各10回）
時　間：10:30 ～ 11:30
初回日：5月9日(土)
場　所：井波社会体育館研修室
受講料：5,500円／期
持ち物：絵具セット・クレヨン
講　師：水上　理恵

対　象：一般　定　員：10名
開催日：水曜日（年間 12回）
時　間：14:00 ～ 16:00
初回日：5月13日（水）
場　所：だんひる
受講料：10,000円/年間
持ち物：タオル・飲み物代500円程度（毎回）
講　師：林道美有紀

対　象：一般
開催日：月曜日（年間 20回）
時　間：13:30 ～ 15:00
初回日：５月11日（月）
場　所：井波社会体育館研修室
受講料：4,000円/年間（テキスト代別途集金）
持ち物：筆記用具
講　師：古石　節子

対　象：小学生～中学生　定　員：20名
開催日：土曜日（前期・後期 各15回）
時　間：16:00 ～ 18:00
初回日：4月18日（土）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：4,000円/期
持ち物：書道道具・鉛筆・消しごむ
講　師：上田　北山
ＣＯＳＭＯＳ誌・紙代　実費個人負担
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New New

パワーＪoｙエアロ

ソフトテニス特練教室

ヨーガ

姿勢改善EX.

３B健康体操

ピラティス

あなたもフラガール 楽 ヨーガ

さわやかフィットネス
（リズム＆健康ストレッチ）

フラワーアレンジメント

健康麻雀教室 楽しいパッチワーク

絵手紙

カラテシェイプアップ教室

★無料体験日★

3月24日（火）

★無料体験日★

3月26日（木）

★無料体験日★

3月28日（土）

★無料体験日★

4月27日（月）

★無料体験日★

4月25日（土）

★無料体験日★

4月22日（水）

ソフトバレーボール教室

キッズサッカー

トランポエクササイズ

１期… 4 月～ 7 月　　前期…平成27年 4 月～平成27年９月
２期… 8 月～11月　　後期…平成27年10月～平成28年３月
３期…12月～ 3 月　　年間…平成27年 4 月～平成28年３月

スポーツクライミング

ステップアップスノーボードわくわくスノーボード Ｊｏｙガーデニング隊

（クラブJoy合同教室）

（クラブJoy合同教室） （クラブJoy合同教室）

三味線教室
（クラブJoy合同教室）

（クラブJoy合同教室）

健康アップ太極拳
地域支援事業

あるいてビクス＆
マットＥＸ,ストレッチ

地域支援事業 バーズキッズトレーニング／
バーズジュニアトレーニング ゴルフ

おりがみ

きれいに硬筆書写

DIY大工教室 こども絵画教室「モナリザ」

楽しく♪カラオケ

基本書道

スポーツ教室スポーツ教室 子ども教室子ども教室 文化教室文化教室 アイウェーブ合同教室アイウェーブ合同教室元気な子供たち集まれ～心も体もリフレッシュ 趣味の世界を
　広げましょう

◆無料体験教室

◆アイウェーブ合同教室

無料体験教室は事務局にて受け付
けております。事前にお申し込み
下さい。

アイウェーブ（井波地域スポーツ
クラブ）とクラブJoyとの合同教室
です。どちらかの会員であれば
受講できます。
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運動が苦手でも大丈夫。リズム体操からは
じめよう♪

いろいろなダンスでアイドルみたいにかっ
こよく！

音楽に合わせて楽しく体を動かし、しっか
り汗をかくことで心も体もよりパワフル
に！！

全小出場？全中出場？インハイ出場？あな
たの夢のお手伝いいたします！

椅子に座り、ボールやチューブを使うやさし
いクラスです。運動習慣を身につけ、快適に過
ごすための疲れにくい体・転びにくい体づく
り・姿勢を目指しましょう！！

お腹周りをスッキリさせたい方！美しいボディライン
になりたい方！呼吸を意識して体の奥の筋肉に働き
かけます。ゆっくりですが確実に変わってきますよ！

カラテの動きをエアロビに取り入れたプログラムです。
音楽に合わせながら楽しく体を動かします。ストレス解
消、シェイプアップ、基礎体力を向上していきましょう。

やわらかいボールでアタック！してみよ
う！

力を入れないバトルである太極拳。これが
健康に良いのは最近の科学です。

体力に自信のない方、エアロビクスが初めて
の方のためのレッスンです。基礎体力をつけ、
さわやかな汗を流しましょう！どなたでもお
気軽にお申し込みください。

基礎練習からアプローチ、パターまで丁寧
に指導します。100 切りも夢じゃない！

みんなで元気に体を動かそう！

アイソメトリック・ヨーガアーサナを行うこと
により、柔軟性とともに筋力も高め、緊張と弛緩
を繰り返すことで自律神経系を整えていきます。

誰にでもできる健康体操です。手具を使って、
日頃使わない筋肉を伸ばしたり曲げたりして
生活習慣病・ロコモを防ぎ、健康で美しい体
作りで若さを保ちます。

お花につつまれて楽しい時間を過ごしませ
んか？

初心者歓迎！お友達を誘い合わせてお申込
み下さい。

ミニトランポでウォーキング。心肺機能を
高め、姿勢を正します。

連続ターン、ジャンプ、スピンなどを用い、
地形を利用して自由に滑ることができるよ
うになります。

初めての人でも楽しく滑ることができるよ
うになります。

子どもたちに本来必要な運動能力を身につけ
るスクールです。少人数制で明るく楽しく指
導しています。運動を介して運動能力の向上
はもとより、情緒の安定、規範意識の育成を目
的としています。

指先を使って頭で考えて脳に刺激を！
おりがみで季節を彩りましょう。

正しく美しい文字の書き方を基礎から指導
します。心を静め、手書きを楽しみましょう。

楽しく歌い、心も体も腹の底から健康に。南
砺市の「緑の里から」を歌う歌手が指導しま
す。

ハワイアンソングに合わせて踊ると、心も
身体もリフレッシュ！あなたもハワイの風
を感じてみませんか？！

負荷をかけるアーサナ（体操）はリラックス
効果をもたらし、筋力を鍛えながら脳も活
性化させていきます。

いろいろな動きを取り入れながら健康な身
体作りを目指します。

一針一針楽しく作品を作りましょう。

心を伝える絵手紙を画材を持ち寄って描き
ます。

将来の日本代表を目指して頑張りましょ
う！！

登ることが好きな人にオススメです。全国大
会が開催される有名な施設でぜひ楽しくクラ
イミングをしましよう。個人競技なので自分
のペースでできるのも魅力です。

ワイヤーバスケット、ハイキングバスケット、
こけ玉、リース、流木やペットボトルを利用し
た色とりどりの寄せ植えを楽しみます。

気軽に手にできる工具、材料を用いて暮らし
にステキな彩りを添える家具を作りましょう。

アーティストが講師となり、描く・遊ぶを
通して、自由な感性と柔軟な脳を育みます。

筆の持ち方、墨のつけ方、挨拶などの基礎か
ら学ぶ書道教室。

対　象：小学生　定　員：30名
開催日：水曜日（前期・後期 各13回）
時　間：18:30 ～ 20:00
初回日：5月13日（水）
場　所：城端中学校グラウンド・体育館
受講料：3,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：山瀬　悦朗

対　象：年少～年長　定　員：20名
開催日：土曜日（1・2・3期 各13回）
時　間：16:30 ～ 17:15
初回日：4月11日（土）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：坂下　朋子

対　象：小学生　定　員：20名
開催日：土曜日（1・2・3期 各13回）
時　間：17:30 ～ 18:15
初回日：4月11日（土）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：坂下　朋子

対　象：一般　定　員：20名
開催日：月曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：20:00 ～ 21:00
初回日：4月20日（月）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：3,500円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：村上由美子

対　象：小学6年～高校生　定　員：20名
開催日：土曜日（前期・後期 各20回）
時　間：19:00 ～ 21:00
初回日：4月11日（土）
場　所：城南屋内グラウンドアリーナ・
　　　  城南テニスコート
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：近川　利行

対　象：一般　定　員：25名
開催日：水曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：20:10 ～ 21:30
初回日：4月8日（水）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：タオル等
講　師：堀川ゆう子

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：火曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：14:45 ～ 15:45
初回日：４月7日（火）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,500円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：今井　貴子

対　象：一般～高齢者　定　員：10名
開催日：木曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：10:00 ～ 11:00
初回日：４月9日（木）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：小西志津子

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：土曜日（1・2・3期 各13回）
時　間：14:30 ～ 16:00
初回日：４月11日（土）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：タオル・飲み物
講　師：坂下　朋子

対　象：一般　定　員：20名
開催日：木曜日（1・2・3期 各８回）
時　間：19:15 ～ 20:15
初回日：4月9日（木）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：3,000円/期
持ち物：あればパウスカート
講　師：佐藤　幸恵

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：金曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：10:30 ～ 11:30
初回日：4月10日（金）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：タオル等
講　師：堀川ゆう子

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：金曜日（1・2・3期 各13回）
時　間：20:00 ～ 21:00
初回日：4月10日（金）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：5,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：斉藤美千子

対　象：年長～高齢者　定　員：15名
開催日：火曜日（年間 12回）
時　間：20:00 ～ 21:30
初回日：4月７日（火）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：4,000円/年間
持ち物：はさみ・コーヒーカップ
講　師：内河　真紀
花代別途（2,000円程）

対　象：一般～高齢者　定　員：3～4名1組で
開催日：水曜日（年間 24回）
時　間：13:00 ～ 15:00
初回日：4月８日（水）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：1人1回 500円
講　師：斎藤　紀夫

対　象：一般　定　員：10名
開催日：木曜日（年間 12回）
時　間：19:30 ～ 21:00
初回日：4月16日（木）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：4,000円/年間
持ち物：裁縫道具
講　師：丹羽やす子

対　象：一般　定　員：20名
開催日：金曜日（年間 12回）
時　間：14:00 ～ 16:00
初回日：4月17日（金）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：3,500円/年間
持ち物：絵の具・筆・水入れ・絵皿・下敷
講　師：松本　健一

対　象：一般　定　員：20名
開催日：月曜日（前期・後期 各12回）
時　間：18:50 ～ 19:50
初回日：４月13日（月）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：福田　　悟

対　象：小学生　定　員：20名
開催日：土曜日（1期 12回）
時　間：18:30 ～ 20:00
初回日：4月11日（土）
場　所：城端小学校体育館
受講料：3,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：池辺由美恵

対　象：年長　定　員：20名
開催日：木曜日（前期・後期 各10回）
時　間：19:00 ～ 20:00
初回日：5月7日（木）
場　所：城南屋内グラウンドアリーナ
受講料：3,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：原　　稔

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：水曜日（1・2・3期 各9回）
時　間：19:00 ～ 20:00
初回日：4月8日（水）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：5,000円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：斉藤美千子

対　象：小学３年～（経験者なら１、２年でも可）
定　員：20名 開催日：木曜日（前期・後期 各20回）
時　間：19:00～20:30 初回日：4月9日（木）
場　所：桜ヶ池クライミングセンター
受講料：5,000円/期
持ち物：クライミングシューズ
講　師：橋場　友祐　　井田　健斗
クライミングシューズがない人は後日購入

対　象：小学生～一般　定　員：10名
開催日：日曜日（冬期 4回）
時　間：9:30 ～ 12:00
初回日：２月５日（日）
場　所：たいらスキー場
受講料：5,000円/期（リフト代別途）
持ち物：ボード一式
講　師：池辺　康裕

対　象：小学生～一般　定　員：10名
開催日：日曜日（冬期 4回）
時　間：9:30 ～ 12:00
初回日：12月27日（日）
場　所：たいらスキー場
受講料：5,000円/期（リフト代別途）
持ち物：ボード一式
講　師：池辺　康裕

対　象：一般　定　員：20名
開催日：土曜日（年間 10回）
時　間：10:30 ～ 12:00
初回日：4月25日（土）
場　所：千華園
受講料：1,500円/年間　花代別途
持ち物：手袋・エプロン
講　師：石村　修子

城端ならではの伝統芸能を体験して素敵な
音色を奏でましょう。

対　象：小学生～一般　定　員：10名
開催日：月曜日（年間 20回）
時　間：18:30 ～ 20:00
初回日：６月１日（月）
場　所：じょうはな座
受講料：10,000円/年間
講　師：大岡　広昭　　高沢　　昇

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：火曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：19:00 ～ 20:30
初回日：4月14日（火）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：3,500円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：吉江　宅雄

対　象：一般～高齢者　定　員：20名
開催日：火曜日（1・2・3期 各12回）
時　間：13:30 ～ 14:30
初回日：4月7日（火）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,500円/期
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：今井　貴子

対　象：３歳～年長/小学生  定 員：各10名
開催日：火・金曜日/火曜日（年間 各40回）
時間…初回日：17:00～17:50…4月14日（火）
　　　　　 　17:40～18:30…4月10日（金）
　　　 　  　/17:50～18:50…4月14日（火）
場　所：屋内グラウンドフィットネスルーム
受講料：4,000円/月額
持ち物：シューズ・タオル・飲み物
講　師：松本　彩乃

対　象：一般
開催日：水・日曜日（年間 14回）
時　間：19:30～21:00（水）・15:00～17:00（日）
初回日：5月13日（水）
場　所：ゴルフプラザササキ（水）
　　　  トナミロイヤルゴルフ倶楽部（日）
受講料：3,600円/年間（ボール代1回1,000円）
持ち物：ゴルフ用具一式
講　師：井波ゴルフ協会

対　象：一般
開催日：水曜日（年間 11回）
時　間：14:00 ～ 15:30
初回日：5月20日（水）
場　所：井波社会体育館研修室
受講料：2,500円/年間
講　師：アイウェーブスタッフ

対　象：一般　定　員：10名
開催日：水曜日（年間 12回）
時　間：19:00 ～ 21:30
初回日：5月20日（水）
場　所：秀夢木楽館3階
受講料：8,000円/年間
持ち物：工具(購入可)
講　師：樽夢工房スタッフ
材料費：別途集金3,000円～ /1作品

対　象：年長～小学３年生（応相談）
開催日：土曜日（前期・後期  各10回）
時　間：10:30 ～ 11:30
初回日：5月9日(土)
場　所：井波社会体育館研修室
受講料：5,500円／期
持ち物：絵具セット・クレヨン
講　師：水上　理恵

対　象：一般　定　員：10名
開催日：水曜日（年間 12回）
時　間：14:00 ～ 16:00
初回日：5月13日（水）
場　所：だんひる
受講料：10,000円/年間
持ち物：タオル・飲み物代500円程度（毎回）
講　師：林道美有紀

対　象：一般
開催日：月曜日（年間 20回）
時　間：13:30 ～ 15:00
初回日：５月11日（月）
場　所：井波社会体育館研修室
受講料：4,000円/年間（テキスト代別途集金）
持ち物：筆記用具
講　師：古石　節子

対　象：小学生～中学生　定　員：20名
開催日：土曜日（前期・後期 各15回）
時　間：16:00 ～ 18:00
初回日：4月18日（土）
場　所：屋内グラウンド会議室
受講料：4,000円/期
持ち物：書道道具・鉛筆・消しごむ
講　師：上田　北山
ＣＯＳＭＯＳ誌・紙代　実費個人負担
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カラテシェイプアップ教室

★無料体験日★

3月24日（火）

★無料体験日★

3月26日（木）

★無料体験日★

3月28日（土）

★無料体験日★

4月27日（月）

★無料体験日★

4月25日（土）

★無料体験日★

4月22日（水）

ソフトバレーボール教室

キッズサッカー

トランポエクササイズ

１期… 4 月～ 7 月　　前期…平成27年 4 月～平成27年９月
２期… 8 月～11月　　後期…平成27年10月～平成28年３月
３期…12月～ 3 月　　年間…平成27年 4 月～平成28年３月

スポーツクライミング

ステップアップスノーボードわくわくスノーボード Ｊｏｙガーデニング隊

（クラブJoy合同教室）

（クラブJoy合同教室） （クラブJoy合同教室）

三味線教室
（クラブJoy合同教室）

（クラブJoy合同教室）

健康アップ太極拳
地域支援事業

あるいてビクス＆
マットＥＸ,ストレッチ

地域支援事業 バーズキッズトレーニング／
バーズジュニアトレーニング ゴルフ

おりがみ

きれいに硬筆書写

DIY大工教室 こども絵画教室「モナリザ」

楽しく♪カラオケ

基本書道

スポーツ教室スポーツ教室 子ども教室子ども教室 文化教室文化教室 アイウェーブ合同教室アイウェーブ合同教室元気な子供たち集まれ～心も体もリフレッシュ 趣味の世界を
　広げましょう

◆無料体験教室

◆アイウェーブ合同教室

無料体験教室は事務局にて受け付
けております。事前にお申し込み
下さい。

アイウェーブ（井波地域スポーツ
クラブ）とクラブJoyとの合同教室
です。どちらかの会員であれば
受講できます。
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平成27年度

みんなでつくろう！
みんなのクラブ

2015

クラブ会員

募集中
3/1日より
新会員、受講
受付開始！！

●当クラブが管理する施設の使用料が無料に
　なります。（照明代、冷暖房費等別途）
　また、クライミング施設は有料となります。
●アサノスポーツ（城端）が5％、太陽スポーツ
　砺波店が5％の商品販売価格の割引に
　なります。
●桜ヶ池クアガーデンの温泉が特別優待価格
　で利用できます。

会 員 特 典

ＡＸＣ
（アスレチック）クロスカントリー

剣　　　道

小学3年生以上　男・女 夏季：火・土曜
冬季：火・金・土・日曜

城南スタジアム、城南パーク周辺、城端中学校周辺
冬季：たいらクロカンコースなど

団　　名 対　　　象 活　動　日活　動　場　所

小学1年生～中学3年生　男・女 月・木曜城端中学校剣道場

柔　　　道 小学1年生～中学3年生　男・女 火・金曜城端中学校柔道場

水　　　泳 小学2年生～6年生　男・女 木曜城端温水プール

ソフトテニス 小学2年生以上　男・女 週3日程度城南テニスコート、城南屋内グラウンド

バレーボール 小学1年生以上　　女 週3日程度城端中学校体育館・城端小学校体育館

クライミング 小学4年生～高校3年生　男・女 土・日曜　人数によって変更あり桜ヶ池クライミングセンター

城端ペガサス
野　球 小学1年生以上　男・女

1・2年：月・水・金曜
3～6年：月・水・金曜
　　　　 土・日曜：試合等
雨天時、曜日変更あり

1・2年：城南屋内グラウンド
3～6年：城南スタジアム
　　　　 城端中学校グラウンド・体育館

FC GENIOS ART サッカークラブ
対 　 　 象
活 動 曜 日
活 動 時 間
活 動 場 所

小学1～2年生
土曜日

17：00～19：00
城南屋内グラウンド

小学3年生
火・金曜日

18：30～20：00
小学校グラウンド・小学校体育館

小学4～6年生
火・水・金曜日

スポーツ少年団で心と身体を鍛えよう！

南砺市少年少女スポーツ少年団城端支部
◆年　会　費　

◆個人情報について

ニュースポーツ用品、
ラケット、ノルディック
ウォーキングポールなど

対　象

料　金

教室内容

クラブJoyでは様々なトレーニングができるように
各種機器を取り揃えています。

詳細についてはクラブJoy事務局にお気軽にご相談ください。

健康維持に、筋力トレーニングに、ダイエットに、ぜひご利用下さい。
※ご利用の際は、内履きズックをお持ち下さい。　　　　　　※中学生が利用する場合は保護者もしくは指導者が同伴して下さい。
※小学生以下のお子様はトレーニングルームに入れません。　※アリーナ・フィットネスルーム・会議室のご利用には予約が必要です。

たくさんのご入会お待ちしております。いつでも・どなたでもお気軽に！

〈スポーツ安全保険　掛金・補償額〉〈クラブ会員保険（年会費に含む）〉

加入区分
種　別
入院日額
通院日額
後 遺 症
死 　 亡

補償額 子ども
A  1 A  W

一 　 　 般 65歳以上
C A  C B

保 険 料

入院（日額）
通院（日額）

800円
4，0００円
1，5００円

1,500円
1，0００円
10０万円
10０万円

1,450円
1，0００円～5，0００円
500円～2，0００円

1,850円
4，0００円
1，5００円

1,300円
2，5００円
1，0００円

1,000円
1，8００円
1，0００円

補
償

会員登録が必要です。　～一緒に健康づくりを始めませんか～サークルサークル
綱引きクラブ

活動日：毎週月・水・土曜
時　間：19:30 ～ 21:30
場　所：城端西部体育館
メンバーが不足しています。
ＳＯＳ男女問わず急募！
ぜひ一緒にやりましょう。

ターゲット・バードゴルフ

活動日：土曜・日曜・祝日
時　間：13:30 ～ 16:00
場　所：城南ターゲット・
　　　　バードゴルフ場
芝生のきれいなターゲット・
バードゴルフ場です。あなたも
気分はプロゴルファー。青空に
向かってナイスショット!!

老人クラブ連合会

活動日：毎週木曜
　　　  （12月～３月毎週火・木曜）
時　間：13:00 ～ 16:00
場　所：東部体育館
カローリングやパークゴル
フなど老人クラブのスポー
ツクラブ員参加募集！

城端パークゴルフ協会

活動日：毎週水曜
時　間：13:30 ～ 15:00
場　所：城端パークゴルフ場
１～３月はグラウンドゴルフ
　　　(城南屋内グラウンド）
練習して心身共にリラック
スしましょう。

ゲートボール協会

活動日：平日毎日
時　間：13:00 ～ 16:00
場　所：夏…理休ゲートボール
　　　　コート・屋内グラウンド
冬…大鋸屋体育館・屋内グラウンド
用具は協会で貸し出ししま
す。すぐチームに溶け込ん
で楽しく活動できます。

城端ソフトテニス協会

活動日：毎週火曜・木曜
時　間：20:00 ～ 21:30
場　所：城南屋内グラウンド
　　　　アリーナ
楽しくソフトテニスで汗を
流そう！

城端レディース

活動日：水曜・日曜
時　間：水（20:00～21:30）
            日（13:00～16:00）
場　所：中学校グラウンド
ソフトボールチームです。
是非一緒にやりましょう！

城端テニスクラブ

活動日：毎週月曜・金曜
時　間：20:00 ～ 21:30
場　所：城南屋内グラウンド
　　　　アリーナ
硬式テニスのゲームを楽し
みましょう。男女問わず。経
験者大歓迎！

城端ビーチボールクラブ

活動日：毎週月曜
時　間：20:00 ～ 21:30
場　所：城端東部体育館
楽しく一緒に体を動かしま
しょう。

城端卓栄会 にこやかクラブ（卓球） 城涛会（民舞） 華巳月（民舞）

活動日：毎週水曜
時　間：19:30 ～ 21:00
場　所：城端東部体育館
卓球経験者を中心に試合出
場を目指して活動していま
す。ゲーム練習の出来る方、
一緒にやりませんか？

活動日：毎週月曜
時　間：13:30 ～ 15:30
場　所：城端東部体育館
60 歳以上の元気な方、元気
になりたい方募集中！

活動日：毎週水曜
時　間：13:00 ～ 16:00
場　所：城端屋内グラウンド
　　　　フィットネスルーム
一緒に楽しく踊りましょ
う！年齢問わず募集中！

活動日：毎週金曜
時　間：13:00 ～ 17:00
場　所：城端屋内グラウンド
　　　　フィットネスルーム
どなたでも一緒に楽しく踊
りましょう！年齢問わず募
集中！

年　会　費 8月以降 12月以降
5００円

1,0００円
2,0００円
3,0００円
4,0００円
3,0００円
3,5００円
2,5００円
1,0００円

5００円
1,0００円
2,0００円
2,5００円
3,0００円
2,5００円

1,0００円

5００円
1,0００円
2,0００円
2,0００円
2,0００円
2,0００円

1,0００円

幼 児
小 　 学 　 生
中 　 学 　 生
高 　 校 　 生
一 般
一般（6 0歳以上）
団体（一　　　般）
団体（6 0歳以上）
身障者手帳お持ちの方

区分 期間

年度登録時のみ割引

年度登録時のみ割引

◆保険について
　●年会費の中には、年間プログラムに記載されている教室活動時と屋内グラウンドでの利用のみ対象となる
　保険料が含まれています。その他の施設を利用される方などは、スポーツ安全保険の加入をお勧めします。

　●保険期間は、加入した翌日から平成28年3月31日までです。
　●傷害、事故に合った時は、すぐに事務局へ連絡をしてください。（必要な書類をお渡しします）

◆会 員 特 典
　●城南屋内グラウンド、城端東部体育館、城端西部体育館、城南ターゲットバード・パークゴルフ場、城南テニス
コート、城南スタジアムの使用料が無料になります。（照明代、冷暖房費、スコアボード、放送設備は有料となりま
す）また、クライミング施設は有料となります。

　●アサノスポーツ（城端）が5％、太陽スポーツ砺波店が5％の商品販売価格の割引になります。
　　※ただし、いずれもクラブJoy会員証を提示してください。一部対象外となる商品があります。
　●桜ヶ池クアガーデンの温泉が特別優待価格で利用できます。大人620円→450円・小学生310円→200円
　　ホテルフロントにて会員証を提示してください。同伴されている方も割引の対象となります。

◆注 意 事 項
　●年会費・受講料は開講後原則として返金いたしません。
　●教室受講人数によって開講できない場合があります。その場合は受講料を返金します。
　●教室開講の有無については、教室開講10日程前にその都度はがきや電話などでお知らせいたします。
　●高校生以下の参加（夜間の送迎など）については、保護者の責任でお願いいたします。
　●継続会員の方は、会員証を紛失されないようにお願いいたします。（再発行料：300円）

◆申 込 み 方 法
　●新規・継続入会…申込み用紙は城南屋内グラウンド内『クラブJoy事務局』にあります。
　●教室受講…初回開講日の10日前までに現金を添えて直接事務局までお申込みください。
　　　　　　　当日の申込みは受け付けません。
　●申込受付　平成27年3月1日（日）～　随時受付を行っています。

27年度も色々な楽しいイベントを企画していきたいと
思います。詳細につきましては、その都度広報誌など
でお知らせいたします。お楽しみに！

5,000円～10,000円（1回）　※内容、時間により異なります。

プログラムにある教室は全て対応できます。
また、目的にあった教室等も提案しますので何でもご相談下さい。

職場、婦人会、老人会などの各種団体
要望に応じた講師を紹介し、指定の場所（会社・公民館など）での
教室が開けます。企業のメタボ対策年間教室の相談に応じます。

私達も
クラブJoyの
仲間です

いろんな企画の
　　お手伝いをします。

ペタンク協会

活動日：毎週火曜・金曜
時　間：9:00 ～ 12:00
場　所：夏期…城端理休ペタンク場
　　　　冬期…城南屋内グラウンド
ペタンクに興味関心のある方
是非参加してください。１球の
投球で楽しさ、嬉しさ倍増！

●会員の有効期限は平成27年4月1日～
平成28年3月31日までとなります。

●26年度会員の方も継続手続きをして
いただくことになります。

●団体割引は30名以上となります。  
途中からの団体割引は致しません。

●身障者手帳所持の方は、受付で提示
をお願い致します。

事務局　〒939-1861 富山県南砺市城端字吉兵衛島310 南砺市城南屋内グラウンド内
TEL.0763－62－2701　　FAX.0763－62－2718　　Eメール  info@clubjoy.jp

問い合わせ http://www.clubjoy.jp/検索クラブJoy

　●取得した個人情報は、当クラブでの事業活動以外利用致しません。

クラブJoy会員は
ジム・トレーニング
マシーン・測定機器・
走路などが無料で
使用できます。

　幼児からトップアスリートまで幅広い層を対象と
したトレーニング指導やボディーメンテナンスのサ
ポートを行っています。運動生理学に基づいた運動
指導から手技療法による体のケア、ストレッチなど、
多角的なアプローチができることが特徴です。
　しっかりとコミニュケーションをとりながら指導
していきます！

開館時間 月曜日～土曜日／9:00～21:30　 日曜日・祝日／9:00～17:00

スポーツ用具の貸し出しをしています。
各イベントや大会などで是非ご利用下さい。

施設紹介施設紹介

出前教室紹介出前教室紹介

クラブのイベント紹介クラブのイベント紹介

Joyまつり

いろいろな単発教室大そうじ＆バーベキュー

トレーニング指導トレーニング指導
対　象：中学生～高齢者（要相談）
開催日：火曜日（毎月2回）
時　間：19：00～20：00
初回日：4月14日（火）
場　所：屋内グラウンドトレーニングルーム
受講料：会員は無料

事前に予約された方優先となります。

講　師：松本 彩乃
資　格：カイロプラクティクス手技療法士
　　　  加圧トレーニングインストラクター

８月上旬

１２月上旬


