
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＮＰＯは自分達の夢の実現のための仕組み】 

「いつまでも楽しく自分にあったスポーツを続け

たい」・・・スポーツが好きな人の共通の想い。「子

ども達に一貫した指導を受けさせたい」・・・多くの

スポーツ指導者の想い。「子ども達が楽しくスポーツ

をする場所をつくりたい」「お爺ちゃんや、お婆ちゃ

んに、いつまでも元気で明るくいてほしい」・・・子

を持つ親、地域の共通の想い。みんなの想いは、行

政や学校にまかせているだけでは、実現できません。

自分達の力でつくっていこう、守っていこうという

のが地域スポーツクラブです。 

そう考えると、クラブは小さな町会みたいなもの

です。自分の好きなスポーツを続けるため、自分達

のためだから頑張る・・少しずつ力を出し合うこと

で、気軽に楽しく、安く、スポーツができる環境を

つくっていく、それが地域スポーツクラブです。 

 そんなクラブの運営に参加するＮＰＯ会員を募集

しています。自分のため、子ども達のために、スポ

ーツ環境をよくしていきたい・・そんな方をお待ち

しています。 

【ｷﾝﾀﾞｰｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ改め体操広場】 

転んだ時に手が出せる、飛んできたボールをとっ

さによける、平均台を渡る、前転をする、飛箱を飛

ぶ・・・子どもの頃に身に付けたい基本的な運動能

力。「体操広場」は、遊び感覚でいろいろな体の動き

をとりいれ、運動能力を向上させるプログラムです。 

藍コーチと楽しく体を動かしましょう。 

体験参加が出来ますので、ご希望の方は事前に事

務局までお申込みください。 

 

 

 

 

 

 

【スポーツ探検広場 始めます】 

 キンダーコーディネーションに参加していた新４

年生の強い要望を受け、藍コーチと中田コーチが考

えました。「スポーツ探検広場」。５月からのスター

トです。タッチフット、キンボール、キッズテニス、

鬼ごっこ、バスケット、ソフトバレーボール・・・

いろいろなスポーツに遊びながら挑戦していきます。 

入会は随時受付、翌月から参加となります。事務局

までお申込みください。 

 

 

 

 

 

 

【折り紙教室を始めます】 

 日本折り紙協会のさいたま支部山口甫江さんと一

緒に、折り紙やバルーンアートで楽しく遊ぶ時間が

始まります。 

幼稚園生は親子でご参加ください。小学生は子ど

もだけでも参加できますが、家に帰ってから来てく

ださい。事前申込みは不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＨＩＰ ＨＯＰ】 

 インストラクターはプロダンサー！！ さぁ、み

んなで楽しくかっこよく踊れるようになろう！ 

 ４月４日（水）に体験レッスンを行ないます。体

験参加のお申込みは３月30日から先着順に受付け

ます。（詳しくは事務局までお問い合わせ下さい） 
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＜Vol.74の記事＞ 

☆ ＮＰＯ会員募集！！  

☆ 体操広場・スポーツ探検広場・ＨＩＰＨＯＰ 始まります！ 

☆ 折り紙やバルーンアートで遊びませんか！ 

発行：2007.3.28 NPO法人浦和SC事務局 

mail：info@urawasc.org 
http://www.urawasc.org/ 
tel：048-887-7140 fax:048-679-1063 

折り紙で遊ぼう(当面の予定) 

曜日  ４月３日（火）１７日（火） 

    ５月15日（火） 

    ６月以後も第３火曜日の予定です 

時間  １5時～１７時の間 

場所  クラブハウス セミナールーム 

講師  山口甫江さん(日本折り紙協会) 他 

参加費 無料 

＊会員でない方は会員と一緒に来て下さい。

体操広場 

曜日  毎週金曜日 

時間  年中～年長 １5時～１６時 

小１～３  １６時～１７時 

場所  駒場体育館 

会費  2,000円／月 

“スポーツ探検広場” 

曜日  月２回金曜日（５月は11日、18日）

時間  １７時～１８時頃 

対象  小学校４～６年生 

場所  駒場体育館 

会費  500円／月

ヒップホップ 

曜日  毎週水曜日 

時間  年長～小２ 15:50～16:40 

小3～小６ 17:00～17:50 

場所  領家スタジオ（クラブハウス内） 

会費  2,500円／月 



【２００７年度のプログラム（予定）】 

それぞれの活動の詳細については、事務局までお問い合わせください。      斜体文字は新プログラム 

プログラム 対象 曜日 時間（予定） 月会費（予定） 活動場所他 

年中・年長 月 15時～16時 

小１・小２ 〃 16時～17時 

小３・小４ 〃 17時～18時 
月曜広場 

小５・６・女子 〃 18時～19時 

2,000円 

年中・年長 木 15時～16時 
木曜広場 

小１・小２ 〃 16時～17時 
2,000円 

駒場サブグランド 
 

ﾈｰﾑ入りｼｬﾂ代を会費に

含む 

年中は4/10～12に受

付 5月開始 

スクール 小６ 水 19時～20時 2,000円 
浦和高校 ５月～ 

元Ｊリーガが参加 

ユース 
中学生 

高校生 

火・水・金

土・日 
２時間程度 6,000円 

北小・浦高・常盤北

他 

選手 全ての年代 水・土・日 ２時間程度 市民リーグ1部 

生涯 全ての年代 土・日 ２時間程度 

U-23 5,000円 

一般 7,000円 市民リーグ他 

サッカー 

ｽｰﾊﾟｰｼﾆｱ 60歳以上 木 13時～14時半 1,500円 駒場サブグランド 

小１・２ 水 17時～18時 駒場 

キッズ 小３以上 水 18時～19時 
2,500円 駒場体育館 

年中・年長 木 15時～16時 駒場 

キッズ 小１･小２ 木 16時～17時 
2,500円 

駒場体育館 

年中は秋から 

小１・２ 火 18時～19時 北小 

キッズ 小３以上 火 19時～20時 
2,500円 北浦和小体育館 

小１・２ 火 17時～18時 中尾 

キッズ 小３以上 火 18時～19時 
2,500円 中尾小体育館 

小３・小４ 木 18時半～19時半
インドア 

小４・小５ 〃 19時半～20時半
2,500円 本太小体育館 

ジュニア 小３以上 水 17時半～19時 4,000円 天沼コート他 

一般初心者 初心者 水 9時半～11時 3,000円 市営コート他 

テニス 

シニア 成人男女 金 13時～15時 4,000円 障害者交流センター 

9:10～10:00 
月～金 

10:20～11:10 

火・水・木 11:30～12:20 

月・木 13:30～14:20 

領家 

スタジオ 

高校生以上の 

女性 

土 16:00～16:50 

2,000円 

9:10～10:00 

10:20～11:10 

ヨガ 

エクサ 

サイズ 

ふらっと 

常盤 
〃 火・水 

11:30～12:20 

2,000円 

各クラス定員制のため

申し込まれたクラス以

外には参加できません

年長～小２ 水 15:50～16:40 
ヒップホップ 

小３～小６ 〃 17:00～17:50 
2,500円 領家スタジオ 

年中・年長 金 15時～16時 
体操広場 

小学１～３年 〃 16時～17時 
2,000円 駒場体育館 

スポーツ探検広場 小学４年以上 月2回の金 17時～18時 500円 5月～駒場体育館 

太極拳 全ての年代 土 15時～16時 1,500円 南箇公民館他 

折り紙教室 親子・小学生他 第３火曜 15時～17時 無料 クラブハウス 

以下は、計画中のプログラムです。 詳細が決まり次第、お知らせします 

バレエ 幼稚園・小学生 火・金 夕方 未定 ５月頃～ 

      

＊ 子どものプログラムで２種目参加の方は500円引きです（スポーツ探検広場は除きます） 

＊ 領家スタジオ＝クラブハウスの周辺に駐車場はありません。自転車又は徒歩でお越しください。 


