
教室名 代表指導者

アスレチッククフブ (委託) 羽田友哉

キッズクラブ 高称克明

サッカ一手究室 (toto) 近1草津

タグフグビー叙室 (toto) IJ ¥松傑

ふれあい体操教室 (toto) 佐藤朔

バドミントン教室 (委託〕 有坂麻美

馬町野球教室 (toto) 古橋 1事

グフウンド・ゴルフ教室 職員

卓球教室 蛾員

バドミントン毅室 白石憲男

カローリング教室 臓員

ノルァィ ックウォーキング毅室 クフブ内

(toto) 育資格者

癒しの時間 八幡里美

簡単ピラティス教室 j司j台郁子

平成27年度事業計画一覧

スポーツ・文化教室【定期的な教室】

対象 時間

園児、小学生 木曜日 18:30~20:O0 

月曜日

園児、 小学生 (圏兜〉 15:20~16:1 0 
(小学生) 16: 15~1 7:05 

小学生
火曜日 19:O0~2O:30 
土曜巳 9・00~12:O0

小学生 水曜日 19:00~20:45 

小学生 月 1回土曜日 1 7:00~ 1 8:30 
小学生 金曜日 16:30~18・∞

中学生ほか 水曜日 18:30~20:30 

フリー 水曜日 9:30~11:30 

フリー 木曜日 9:30~11 :30 

フリー 木曜日 19:00~21 ∞ 

フリー 金曜日 9:30~11 :30 

フリー
1寓主主月第 2 日曜日

AM9 : 00~12:00 

フリー
偶叡月第3水曜日

19:00~20・50

女性限定
第 2、第4木曜日

19:30~20:30 

場所

情町嘗運動鑓(冬期間はI高中学絞体育館)

潟町営体育館

情町営運動湯 (冬期間は!日高城小学校体育館〕

I高小学校体育館

潟町営体育館

I高町営体育館

I高町営運動場(冬期間はi高中学校体育館〕

筒町営運動甥

信町蛍体育館剣道鑓

億町営体育館

情町営体育館

各所

痛町公民館

I高町土よ民館



スポーツ・文化教室【シーズン又は短期的な教室]

教室名 代表指導者又はチーム 対象 開催時期等 場所

水泳教室 高林克明 園児、小学生 夏休み期間 I高町B&G海洋センターブール

ふれあい陸上教室 (toto) モンテローザ陸上競妓昔日 小学生 11月 24日 1高町立I高小学校

力ヌ一体験教室 八熔正考 フリー 夏期間 情町内久慈川j司川敷

ゴルフ教室 古橋 1導 フリー 4~6 月 棚倉m園ゴルフ練習湯

出前教室(リクエストに応じて実施〉

種目 対象 指導者 内容

キッズクラブ 幼稚園、小学校など 高林克明 器械運動や縄跳びなどの基礎運動教室

カローリング フリー クラブ内有資格者 カローリングの体験教室

ノルァイツクウォーキング フリー クラブ内有資格者 ノルァイツクウォーキングの体験教室

力ヌー フリー クラブ内有資格者 夏期に限る。力ヌーの漕艇j去などを体験



イベン卜名

産業祭への参加、出庖

種目

普通救命講習会

からだのためになる講習会

指導者講習会

イベン卜【スポーツ大会]

大会名 開催予定日奇期

クラウンド・ゴルフ大会 5月、 10月

インディア力大会 Ctoto) 7月

力ローリング大会 6月、 12月

i高流灯砲火大会際争奪少年野球大会 8月

新春バドミントン大会 1月

イベン卜【レクリエーション]

開催時期 | 備考

1 1月 24日 |体力測定と、そのほかステージイベント等

イベント【講習会など]

指導者 内容

痛分署員 J~\H市蘇生j去や AED 操作法など、普通毅命講習会修了程度の講習を受けましょう。

福島県体育協会指導者 運動、健康等に関することを学びましょう。テーマ未定。

自体協有資格者 安全に効果的に指導するための指導j去を学びましょう。テーマ未定。



加盟国体

団体名 内容 主な参加者 時間 場所 担当者

樋田バレー ママさんバレーの練習 ママさん 土曜日 1 9:30~21 :30 旧高減小学絞体育館 江田恵子

さわやかクラブ レクダンスの練習 高齢者 火曜日 10:00~11 :30 馬町営体育館(冬期間は崎町公民館) 遠藤勢子

6区卓球サークル 卓践のほか文化的な活動 高齢者 水曜日 13:30~15:30 第 2コミュニティー消防センター 岡部公紀

スマイル バドミントン活動 フリー 火曜日 9:30~1 1 :30 崎町営体育館 上嶋幸子

潟町インディア力協会 インディ7フ力の練習 フリー 水曜日 19:00~2 1 :00 馬町営体育館 八幡正春

奥州ずっこけ隊 よさこいの練習 フリー 木曜日 1 9:00~2 1 :00 情中学校体育館 松本直子

月例会、大会等実施 月例会、大会等
1日高町グラウンド ・ゴルフ協会 高齢者

9 ・OO~ 1 2:00 他
j男遊ランドはなわ 1也 渋谷文雄

協会支部大会への参加



年間スケジュール

定期教室
シズン

スポーツ大会
短期教室

レクリヱーション 講習会等 加盟国体

4月
コルフ教室

キッズクラブ 癒しの時間

5月 9?"ラゲピー ゴルフ教室 G'ゴルフ
〈指導者講習会〉

G'ゴルフ
普通救命講習会

6月 I高町野球教室
ゴルフ教室

カローリング
癒しの時間

卓球
水泳

スマイル

7月 サッ力一 インディ?力 さわやかクラブ
力ヌー

/'iドミントン 水泳
6 区卓E求ザクJ~

8月 簡単ピうティ1 カヌー 少年野球
I高町イYディyJ]l;G会

カローリング 癒しの時間
奥州ずっこけ隊

9月 I~ ドミントン
値目バレー

10月 YAIiチ，??ラプ 癒しの時間 G'ゴルフ
I高町GG協会

1 1月
ふれあい体操

ふれあい陸上教室 産業祭出白

1 2月
(N91ーキング〉

癒しの時間 カローリング

1月 パドミントン

2月 癒しの時間 からだのためになる講習会

3月



月

9:30-11:30 

11 :30-13:00 

1 3:00-1 5:00 

15:00-17:00 キッズクラブ

17:00-19:00 

19:00-21 :00 ゴルフ教室

週間スケジュール(スポーツ・文化教室【定期的な教室))

火 水 木

スマイル

さわやかクラブ
G.ゴルフ教室 卓E事教室

6区卓球Hlv

アスレチッククラブ

タグラグビー教室
i高町野球教室 バドミントン教室

I高町イYディpn協会 奥州すっこけ隊
サッカー教室

癒しの時間 ピラティス教室

金 土 日

N?~ーキ~?' 教室

カローリング教室 サッ力一教室
(第1臼曜)

バドミントン教室 ふれあい体操教室

値回バレー

M~1tIr，掛i51/J.温M.1iI~1J~;ff-'yグヲヲ

電話 0247-57-6589

メール hanawa.fsc@gmail.com 

H P http://hanawa-fscjp 


