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『総合型地域スポーツクラブ』ってなに？

総合型地域スポーツクラブ

総合型地域スポーツクラブとは、地域に住んでいる皆様が主体と
なって運営するスポーツクラブのことです。
複数の種目が用意されていて、子どもから高齢者まで、初心者から
トップレベルの競技者まで、それぞれの年齢・興味・関心・技術
レベルに応じてできるスポーツクラブのことです。

笑顔いっぱい！
元気いっぱい！

子どもから
高齢者まで
だれでも
参加できる！

一貫指導

会 員

キッズからシニアまで
一貫した指導が

受けることが出来る

多世代1
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年齢(性別)に関わらず
だれもが気軽に
いつまでも楽しめる

地域コミュニティ
地域の様々な人々と
接することで

友好の輪が広がる

多種目
自分のやりたい種目を
好きなだけ選んで

楽しめる

アイデアを出し合って
自分たちで運営します

自主運営
レベルや

目的に合わせて
参加できる

多志向

御所スポーツクラブ 会員募集のご案内
平成２９年度（2017年度）

　平成２５年（２０１３年）４月から活動をスタートし、５年目を
迎えるＮＰＯ法人御所スポーツクラブの会員を募集します。
　中面の活動予定をご覧いただき、入会したい種目を選んで下記の
入会方法のとおりお申込みください。わからないことは事務局まで、
お気軽にお問い合わせください。たくさんのご参加をお待ちしてお
ります。

クラブ会費（平成29年度）

入会方法

クラブ会費について 御所スポーツクラブは、入会いただいた皆様の会費で運営しています。
※入会金・月会費は別途必要です。

●年会費（保険料は含まれません） ●スポーツ安全保険について

アクセスマップ

サポーター（賛助） サポーター(賛助)会員 私たちは、御所スポーツクラブを
応援しています！

会員募集！！

お問い合わせ・お申し込みは

御所スポーツクラブ事務局
〒639ｰ2314　奈良県御所市幸町189ｰ３
TEL：0745ｰ43ｰ8201　FAX：0745ｰ43ｰ8233
ホームページ http://gose-sc.jp

協力　御所市教育委員会

●御所スポーツクラブの趣旨に賛同し、クラブの理念や事業に
ご協力いただける個人・団体・企業を募集しています。

会員の入会手続きは別紙『入会申込書』に必要事項をご記入の上、年会費＋保険料＋
参加スクール等の入会金・月会費（２ヶ月分）を合わせて事務局にお申し込みください。

1口

1口

5,000円
10,000円

個人

団体
企業

◎事務手続き上、第１次募集締め切りを３月30日（木）とさせていただきます。その後も、随時募集します。
※３月中は９：00～17：00まで受付します。

申込時間 午前９時～12時（平日）

３月３日（月）
午前９時より
受付開始！

３月１日（水）
午前９時より
受付開始！

区　　分 金額（年間）
中学生以下 2,000円
一　般（高校生以上） 3,000円
高齢者（65歳以上） 2,000円
家族【ファミリ―】（同一所帯5名まで） 5,000円

区　　分 保険料 内　　　訳

中学生以下 1,000円 800円 +振込手数料込

一般
（高校生以上）

2,000円 1,850円 +振込手数料込

65歳以上 1,000円 1,000円（振込手数料クラブ負担）

※会員の皆様に安心してスポーツを楽しんでいただくために、スポーツ安全保険は
　必ず加入していただきます。

※団体・企業　自社製品の提供可

㈱マツダスポーツ
長瀬薬品
やまぐち鍼灸接骨院
(有)カーショップタカハシ

㈱笹田印刷所
ダイドービバレッジサービス㈱
長楽工房
片上醤油 ※順不同

2016.12月現在

平成
２９年度
（２０１７年度）

ＮＰＯ法人

ＮＰＯ
法 人

※応援頂ける輪が、どんどん広がっています。



スクール（教室）スクール（教室）

クラブクラブ

※毎月第１土曜日　9：00～11：30　大正小グラウンド（雨天時第３土曜日）

クラブに参加しよう！

クラブに参加しよう！

スクール（教室）

クラブ

スクール
を

楽しもう！
スクール

を

楽しもう！

サッカースクール
サッカーを通して、あいさつやマナー・協調性など
子どもたちの成長に合わせて、楽しく指導します。

開校日 4月8日　大正小学校グラウンド

掖上サッカースクール
曜　日 水曜日

時　間 16：00～17：15

会　場 掖上小学校グラウンド
（雨天時体育館）

対　象 年長（5歳）～小学6年生

定　員 50名

入会金 8,000円（指定着購入費）

大正サッカースクール
曜　日 木曜日

時　間 16：45～18：00

会　場 大正小学校グラウンド
（雨天時体育館）

対　象 年長（5歳）～小学6年生

定　員 50名

月会費 3,000円 ※第２子以降2,000円

ジュニアバレーボールスクール
“元気・笑顔”をモットーにコートの中では男女・学校・
学年をこえて楽しく汗を流しましょう。バレーボール
大好きっ子大集合！！
曜　日 月曜日

時　間 17：45～19：15

会　場 御所小学校体育館

対　象 小学１年～小学６年生

定　員 30名

入会金 6,000円（指定着購入費）

月会費 2,000円

開校日 4月10日

個々の技術レベルのアップを図り、サッカーを通じての仲間作りを目標として指導します。
曜　日 ①火曜日　②木曜日　③土曜日 ※土・日・祝試合有り

時　間 ①②18：00～20：00　③9：00～11：30

会　場 ①掖上小グラウンド（雨天時・冬期体育館）
②秋津小グラウンド（雨天時体育館）
③大正小グラウンド

対　象 小学２年～小学６年生

定　員 100名

入会金 10,000円（指定着購入費）

月会費 4,000円

開校日 4月8日 大正小グラウンド

地域還元事業 キッズ巡回サッカースクール

御所市サッカー協会とＪリーグのセレッソ大阪の協力
で、１人でも多くの子どもたちに体を動かす楽しさを体
験してもらおうと、市内の幼児（稚）園・保育所（園）へ
出向いて巡回指導を展開しています。
●平成28年度実績
市内６幼児（稚）園・保育所（年間数回開催）
幼児140名参加

ＺＵＭＢＡ（ズンバ）
ラテン系の音楽とダンスを融合させたダンスフィットネ
スエクササイズで、体と心にとって効果的な運動です。
みんなで、楽しく、体を動かしましょう。
曜　日 第２・第４木曜日

時　間 20：00～21：00

会　場 御所スポーツクラブ

対　象 高校生以上

定　員 30名

入会金 2,000円（指定着購入費）

月会費 1,500円

開校日 4月13日

ダンスをやった事がない子も、一緒に気軽に始めよう！
なかよしお友達とLet’s　DANCE!!

バドミントンスクール
基礎からはじめますので、初心者でも大歓迎！
みんなで上達して、バドミントンを楽しもう！！

曜　日 木曜日

時　間 ①18：15～19：30
②19：30～21：00

会　場 大正小学校体育館

対　象 ①小学生
②中学生以上

定　員 30名

入会金 4,000円（指定着購入費）

月会費 ①2,000円
②3,000円（中学生：2,000円）

開校日 4月13日

空手道教室
空手道の楽しさと、｢しつけ｣や「礼儀作法」等の体得。
「あいさつ」のできる子どもの育成。

曜　日 月曜日

時　間 18：00～20：00

会　場 御所スポーツクラブ

対　象 ①年長（５歳）～中学生
②高校生以上

定　員 30名

入会金 なし

月会費 ①1,500円
②2,000円

開校日 4月3日

会員になると
◆会員証を発行します。
◆次の事業に参加できます。
　①スクール・クラブ（複数受講可、但し、入会金・
　　月会費は別途必要。） 
　②各種イベント開催（スポーツフェスティバル）

※各スクール・クラブの会員が5名以下の場合は実施しない場合があります。

スポーツをめぐる現状
●運動不足（成人のスポーツ実施率が低い）
●子どもの体力低下（する子としない子の二極化）
●地域スポーツ活動のマンネリ化と高齢化等

地域社会をめぐる現状
●少子・高齢化の進展
●健康問題と医療費の増大
●地域コミュニティの弱体化 
●青少年に関わる犯罪の増加等

なぜ総合型地域スポーツクラブが必要なの？

ダンススクール
キッズダンススクール

開校日 4月7日

ジュニアダンススクール
曜　日 金曜日

時　間 16：45～17：45

会　場 御所スポーツクラブ

対　象 小学１年～小学３年生

定　員 30名

入会金 4,000円（指定着購入費）

月会費 3,000円

曜　日 金曜日

時　間 18：00～19：00

会　場 御所スポーツクラブ

対　象 小学４年～小学６年生

定　員 30名

フットボールクラブ【Ｕ－１２】


