
平成２８年度 第４号              平成２８年１２月１日発行 

スポーツで創ろう“ひと・まち・ゆめ” スポーツで育てよう“社会のルール” スポーツでつなごう「いかるがの“和”」 

 

 

■ 「ＮＰＯ法人元気クラブいかるが」は、スポーツ基本法第三章第二十一条に基づき、平成２０年２月に ■ 

■ 設立された総合型地域スポーツクラブ総合型地域スポーツクラブ総合型地域スポーツクラブ総合型地域スポーツクラブであり、斑鳩町教育委員会より育成支援を受けている団体です。 ■ 

骨盤すっきりエクササイズ 
3 月 2 日（木）10：00～11：00 生き生きプラザ斑鳩 
【対象： 出産を経験した女性の方】 出産後に弱くなった骨盤周りの筋肉の働きを整える

ことで、腰痛や尿漏れの解消、猫背の修正、冷えや便秘の解消を目指します。 

お子様連れでも大丈夫です。 

ヨガマットをお持ちの方はご持参ください。（貸し出しも致します。） 

参加料 500 円 定員 10 名 
◆事前申し込み要◆ 元気クラブいかるがまでご連絡下さい。※会員でない方もご参加可能です。 

 

元気クラブいかるが 1 月～3 月 イベント開催予定 
実実実実    施施施施    日日日日    イベント名イベント名イベント名イベント名    対対対対    象象象象    定員定員定員定員    場所・場所・場所・場所・内容内容内容内容    参加料参加料参加料参加料    備備備備    考考考考    

１月５日（木） 

近郊ハイク 

     初詣ハイク 

成人・高齢者 ３０人 

橿原神宮参拝～橿原市博物館 

近鉄田原本線新王寺駅 8：40 集合 

８００円 行程表配布 前日予報 

１月１８日（水） 

旬の奈良と 

古道ウォーキング 

成人・高齢者 ３０人 

「歴史の道を歩いて」 

西大寺～春日大社へ初詣 

８００円 行程表配布 前日予報 

２月２５日（土） 近郊ハイク 成人・高齢者 ３０人 大阪城梅園～天王寺大坂ハイク ８００円 行程表配布 前日予報 

３月２日（木） 骨盤すっきりエクササイズ 

出産を経験し

た女性 

１０人 上記をご参照下さい。 ５００円 非会員の方も参加可 

３月７日（火） 

はじめての 

プリザーブドフラワー 

成人・高齢者 １０人 

ティーカップスタイルのアレンジ 

春らしい若草色やレモン色を基調に、明

るい色でティーカップを飾ります。 

３，５００円 

申込締締切：２月２５日 

＜持ち物＞ハサミ・ボン

ド・ゴミ袋（レジ袋）・持

ち帰り用広幅マチ紙袋・ 

新聞紙 

３月１５日（水） 

旬の奈良と 

古道ウォーキング 

成人・高齢者 ３０人 

「歴史の道を歩いて」の後半です。 

新薬師寺～西大寺へ 

８００円 行程表配布 前日予報 

行程表配布  ・・・実施の一週間前に行程表を作成・配布します。元気クラブいかるが事務所にてお受取り下さい。 

前日予報   ・・・前日午後６時の天気予報で、イベント開催時間帯の目的地の降水確率が午前・午後共に６０％以上であった場合中止中止中止中止致します。 

          ご不明な場合は、行程表に記載の担当者連絡先までお問い合わせ下さい。 

貸切バス利用 ・・・貸切バスを利用したイベントにつきましては、お申し込み後にキャンセルされました場合、下記の規定に従いキャンセル料を頂きます。 

取消日取消日取消日取消日    ８日前まで ７～３日前まで ２日前まで １日前まで 当日・無連絡 

キャンセル料キャンセル料キャンセル料キャンセル料    無料 参加料の３０％ 参加料の５０％ 参加料の８０％ 参加料の１００％ 

 
 

五丁地域交流館 地域健康スポーツ教室《参加無料》 
●簡単整体ヨガ 
☆ヨガで整体 

美しく健康な身体を目指しましょう、 

１月１月１月１月１６１６１６１６日（日（日（日（月月月月））））１３：３０～１５：００ 

募集人数：３０名  ※ヨガマットまたはバス

タオルをご持参下さい。 

●ソフトエアロビクス 
☆無理なく、負荷の少ない有酸素運動でいい汗を 

ながしましょう。 

２２２２月月月月１０１０１０１０日（日（日（日（金金金金））））９：３０～１２：００ 

募集人数：３０名  ※ヨガマットまたはバス

タオルをご持参下さい。 

●ミュージック・ケア 
☆音楽を使ったレクリエーションで、 

心身ともにリラックスしましょう。 

３３３３月月月月７７７７日（日（日（日（火火火火））））１３：００～１４：３０ 

募集人数：３０名 

＜＜＜＜会場会場会場会場＞＞＞＞    五丁地区地域交流館（斑鳩町法隆寺東１丁目４番６号） ※駐車場に限りがございます。お車でのご来場はお控え下さい。    

＜募集対象＞＜募集対象＞＜募集対象＞＜募集対象＞ 町内在住・在勤の成人・高齢者の方（本事業に限り、町外の方はご参加頂けません。） 

 

                

    

    

１０月２９日１０月２９日１０月２９日１０月２９日    ならでんアリーナにて行われたバンビシャス奈良公式戦に、ならでんアリーナにて行われたバンビシャス奈良公式戦に、ならでんアリーナにて行われたバンビシャス奈良公式戦に、ならでんアリーナにて行われたバンビシャス奈良公式戦に、チアリーディング教室の子供たちがチアリーディング教室の子供たちがチアリーディング教室の子供たちがチアリーディング教室の子供たちが出演しました。出演しました。出演しました。出演しました。    

発行：ＮＰＯ法人元気クラブいかるが ＴＥＬ・ＦＡＸ ０７４５－５１－７１８１ 事務所 斑鳩町龍田南１－１－６１ 中央体育館内 

Ｅ－ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｇｃｉｋａｒｕｇａ．ｃｏｍ  ホームページ： ｈｔｔｐ：／／ｇｃｉｋａｒｕｇａ．ｃｏｍ 



■子供対象スポーツ教室■子供対象スポーツ教室■子供対象スポーツ教室■子供対象スポーツ教室                ☆申し込み受付…☆申し込み受付…☆申し込み受付…☆申し込み受付…１２１２１２１２月月月月６６６６日日日日（火）（火）（火）（火）より開始より開始より開始より開始 

教 室 名 対 象 曜日 時 間 会 場 募集人数 

１～３月受講料 

（）は新規入会者金額 

キッズトランポリンキッズトランポリンキッズトランポリンキッズトランポリン    

※１ 

１部 年中 

月 

15:15～16:15 
中央体育館 

アリーナ 

なし 

３，，，，６００円 

２部 年長 16:15～17:15 なし 

 【日程】 １／１６・３０  ２／１３・２７  ３／１３・２７   ２２回/年 

子供テニス（硬式）子供テニス（硬式）子供テニス（硬式）子供テニス（硬式）    

※ラケットをご用意下さい。 

（斡旋販売も致します。 

ご相談下さい。） 

１部 小１～小３ 

月 

16:00～17:00 

中央体育館 

テニスコート 

７人 

６，，，，０００円 
２部 小４～小６ 16:45～18:00 ５人 

３部 

小・中学生 

（経験者） 

17:45～19:00 なし 

 【日程】 １／１６・２３・３０  ２／６・１３・２０・２７  ３／６・１３・２７   ４０回/年 

一一一一    輪輪輪輪    車車車車    

※２    

小１～小６ 月 17:30～19:00 

中央体育館 

アリーナ 

なし ２，，，，４００円 

【日程】 １／１６・３０  ２／１３・２７  ３／１３・２７   １８回/年 

新新新新    体体体体    操操操操    

※３    

１部 年中・年長 

火 

16:30～17:30 

中央体育館 

アリーナ 

なし 

４，，，，８００円 ２部 小１～小３ 17:30～18:30 なし 

３部 小４～小６ 18:30～19:30 なし 

 

【日程】 １／１０※・１７※・２４・３１  ２／１４・２８  ３／７・１４・（１８・２０）   

※９／６および９／２０の振替え  ３／１８・・・発表会リハーザル  ３／２０・・・発表会 

３３回/年 

キッズダンスキッズダンスキッズダンスキッズダンス    

※３    

１部 年中・年長 

木 

15:15～16:00 
中央体育館 

武道場 

なし 

４，，，，２００円 

２部 小１～小４ 16:00～17:00 なし 

 

【日程】 １／１２・１９  ２／２・５※・１６  ３／２・９・１６   

※２／５はイベント出演です。 

３５回/年 

チアリーチアリーチアリーチアリーディングディングディングディング    

※３    

１部 年中・年長 

木 

16:00～16:45 

中央体育館 

サブアリーナ 

なし 

５，，，，４００円 ２部 小１～小２ 17:00～18:00 
中央体育館 

武道場 

なし 

３部 小３～小６ 18:00～19:00 なし 

 【日程】 １／１２・１９・２６  ２／２・１６  ３／２・９・１６・２０※発表会 ３３回/年 

ジュニアジュニアジュニアジュニア    

トランポリントランポリントランポリントランポリン    

※１ 

１部 

年長～小３ 

（初心者） 

土 

9:00～10:30 

中央体育館 

アリーナ 

なし 

４，，，，８００円 

２部 

小１～小３ 

（経験者） 

10:30～12:00 なし 

小４～小６  なし 

 【日程】 １／７・１４・２８  ２／１８  ３／４・１１・１８・２５   ３１回/年 

親子で楽しむ陸上親子で楽しむ陸上親子で楽しむ陸上親子で楽しむ陸上    

※子供のみの参加も可 

小１～小６ 

および保護者※ 

土 9:00～10:15 斑鳩東小学校 他 ー － － ー － － 

【日程】 今期はお休みさせて頂きます。 １２回/年 

バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン    ※２    

※中学生につきましては 

「成人対象教室」の欄をご参照下さい。 

小４～小６※ 土 9:30～11:00 

中央体育館 

アリーナ 

なし ３，，，，６００円 

【日程】 １／７・１４・２８  ２／１８・２５  ３／４・１１・１８・２５   ３４回/年 

ドッジボールドッジボールドッジボールドッジボール    

年長～小４ 土 9:30～11:15 斑鳩小体育館 ５人 １，，，，２００円 

【日程】 １／１４※・２８  ２／２５  ３／１８   ※１０／２２の振替え 10 １２回/年 

キッズふれあいキッズふれあいキッズふれあいキッズふれあい    

２歳～未就学児 

と保護者 

土 13:00～14:15 

中央体育館 

武道場 

５組 

（１０人） 

２，，，，５００円 

【日程】 １／２１・２８  ２／１８・２５  ３／４・１１※３／１１はサービスデイ（無料） １２回/年 

 

バンビシャス奈良バンビシャス奈良バンビシャス奈良バンビシャス奈良    

バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール    

スクールスクールスクールスクール    

ジュニア 

クラス 

小１～小３ 

月 

17:30～18:30 

中央体育館 

アリーナ 

なし※ 

月会費 

５，４００円／月 
ステップ 

クラス 

小４～小６ 18:45～20:15 なし※ 

 

【日程】 １／９・１６・２３・３０  ２／１３・２０・２７  ３／６・１３・２０   

※現在、両クラスともキャンセル待ちでの受付となります。但し体験参加は可能です。 

４４回/年 

主催：ＮＰＯ法人元気クラブいかるが  後援：斑鳩町教育委員会  運営：株式会社バンビシャス奈良 

※１・・・ １部クラスにつきましては、実施中は必ず保護者の方がお付き添い下さい。 

※２・・・ 一輪車、ラケット等の用具は、お持ちでない方には貸し出しも致します。（お持ちの方はご持参下さい。） 

※３・・・ 受講料の他に手具、Ｔシャツ等の購入費用が必要となります。（新体操 約６～７千円 チアリーダー・ダンス 約２千円） 

【受講料について】【受講料について】【受講料について】【受講料について】・・・受講料の日割り計算は出来ません。また途中で退会されましても、お返しは出来ません。 



■成人対象スポーツ教室■成人対象スポーツ教室■成人対象スポーツ教室■成人対象スポーツ教室                ☆申し込み受付…☆申し込み受付…☆申し込み受付…☆申し込み受付…１２１２１２１２月月月月６６６６日日日日（火）（火）（火）（火）より開始より開始より開始より開始    

教 室 名 対 象 

曜

日 

時 間 会 場 募集人数 

１～３月受講料 

（）は新規入会者金額 

レディーステニスレディーステニスレディーステニスレディーステニス    

１部 経験者 

月 

9:00～10:30 
中央体育館 

テニスコート 

なし 

１０，，，，０００円 

２部 ビギナー 10:30～12:00 ３人 

 【日程】 １／１６・２３・３０  ２／６・１３・２０・２７  ３／６・１３・２７   ４０回/年 

簡単整体ヨガ簡単整体ヨガ簡単整体ヨガ簡単整体ヨガ    

１部 

成人・高齢者 

月 

（金） 

13:15～14:45 
中央公民館 

大ホール※ 

１０人 

６，，，，０００円 

２部 15:00～16:30 ５人 

 

【日程】 １／２０・２３・３０  ２／６・１３・１７・２７  ３／６・１３※・２７   

※３/１３は 生き生きプラザいかるが にて行います。 

４６回/年 

Ｚｕｍｂａ（ズンバ）Ｚｕｍｂａ（ズンバ）Ｚｕｍｂａ（ズンバ）Ｚｕｍｂａ（ズンバ） 

成人・高齢者 月 10:30～12:00 中央体育館武道場 １５人 ３，，，，６００円 

【日程】 １／１６・３０  ２／１３・２７  ３／１３・２７   ２２回/年 

バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン    

月曜 

クラス 

成人・高齢者 月 19:00～20:30 中央体育館アリーナ ５人 ３，，，，０００円 

【日程】 １／１６・３０  ２／１３・２７  ３／１３・２７   ２４回/年 

土曜 

クラス 

中学生 

土 9:30～12:00 

中央体育館アリーナ 

※２／４は斑鳩小 

なし ５，，，，０００円 

高校生以上 

～成人・高齢者 

なし ４，，，，０００円 

【日程】 １／７・１４・２８  ２／４※・１８・２５  ３／４・１１・１８・２５   ４０回/年 

ノルディックウォーキングノルディックウォーキングノルディックウォーキングノルディックウォーキング 

成人・高齢者 火 9:30～11:30 

中央体育館周辺 他 

～近隣 

１０人 １，，，，０００円 

【日程】 ２／２８  ３／２８   ８回/年 

ラージボール卓球ラージボール卓球ラージボール卓球ラージボール卓球    

火曜 

成人・高齢者 火 13:30～16:00 中央体育館アリーナ １０人 ３，，，，６００円 

【日程】 １／１０※・１７・２４・３１  ２／１４・２１・２８  ３／７・１４・２１・２８※※  

※９／２０の振替え  ※※３／２８はサービスデイ（無料） 

４４回/年 

木曜 

成人・高齢者 木 13:30～16:00 中央体育館アリーナ １５人 ４，，，，４００円 

【日程】 １／５・１２・１９・２６  ２／２・１６・２３  ３／２・９・１６・２３・３０※   

※３／３０はサービスデイ（無料） 

４３回/年 

健康フォークダンス健康フォークダンス健康フォークダンス健康フォークダンス 

成人・高齢者 火 15:00～16:30 中央体育館アリーナ １０人 １，，，，８００円 

【日程】 １／２４  ２／２８  ３／２８   １２回/年 

リハビリヨガリハビリヨガリハビリヨガリハビリヨガ    

プ

ラ

ザ

教

室 

１部 

※下記参照 木 

9:10～10:30 
生き生きプラザ 

いかるが大会議室 

なし 

４，，，，５００円 

２部 10:40～12:00 なし 

 【日程】 １／１２・１９・２６  ２／９・１６・２３  ３／９・１６・２３   ３６回/年 

五丁教室 

※下記参照 木 13:00～14:30 五丁地域交流館 なし ３，，，，０００円 

【日程】 １／１２・２６  ２／９・２３  ３／９・２３   ２４回/年 

 

※ ＜対象＞腰・膝・関節等の痛みがあり、医師より運動を勧められている方。 

※ ヨガマット、もしくは大きめのバスタオル等をご用意下さい。 

 

シニアフラダンスシニアフラダンスシニアフラダンスシニアフラダンス    

※シニアフラダンス教室は、今年度の募集を中止致しました。フラダンス教室に関する 

お問い合わせは、元気クラブいかるが（０７４５－５１－７１８１）までご連絡下さい。 

バウンドテニスバウンドテニスバウンドテニスバウンドテニス 

成人・高齢者 木 13:30～16:00 中央体育館アリーナ ７人 ２，，，，８００円 

【日程】 １／１２・２６  ２／２・２３  ３／２・９・２３   ３０回/年 

ソフトエアロビクスソフトエアロビクスソフトエアロビクスソフトエアロビクス 

成人・高齢者 金 10:40～11:50 中央体育館 武道場 ５人 ６，，，，６００円 

【日程】 １／６・１３・２０・２７  ２／３・１７・２４  ３／３・１０・１７・２４・３１※ 

※サービスデイ（無料）  

４２回/年 

トランポビクストランポビクストランポビクストランポビクス    

１部 

成人・高齢者 金 

13:00～14:30 

中央体育館アリーナ 

６人 

３６００円 

２部 14:30～16:00 なし 

 【日程】 １／１３・２７  ２／１７・２４  ３／１０・２４   １８回/年 

初めての社交ダンス初めての社交ダンス初めての社交ダンス初めての社交ダンス    

☆特に男性の方募集☆ 

成人・高齢者 金 13:00～14:15 西公民館 １０人 ５，，，，６００円 

【日程】 １／６・２０  ２／３・１７  ３／３・１７・１９※公民館祭り出演 ２４回/年 

楽しもう！ジョギング楽しもう！ジョギング楽しもう！ジョギング楽しもう！ジョギング 

成人・高齢者 土 9：00～10:30 斑鳩溜池周辺 他 － － － － － － 

【日程】 今期はお休みさせて頂きます。 １２回/年 

ゴゴゴゴ    ルルルル    フフフフ 

成人・高齢者 日 7:30～8:40 

いかるが 

ゴルフセンター 

－ － － － － － 

【日程】 今期はお休みさせて頂きます。 １０回/年 

阿阿阿阿    波波波波    踊踊踊踊    りりりり    

成人・高齢者 日 12:30～14:30 中央体育館武道場 １５人 ３，，，，０００円 

【日程】 １／２２・２９  ２／１２・２６  ３／１２・２６   ２４回/年 



■成人対象文化教室■成人対象文化教室■成人対象文化教室■成人対象文化教室                    ☆申し込み受付…☆申し込み受付…☆申し込み受付…☆申し込み受付…１２１２１２１２月月月月６６６６日日日日（火）（火）（火）（火）より開始より開始より開始より開始    

教 室 名 対 象 曜日 時 間 会 場 募集人数 １～３月受講料 

パパパパ    ソソソソ    ココココ    ンンンン 

１部 
成人・高齢者 

（超初心者） 

月 

9:00～10:20 
中央公民館 

研修室 

なし 

１０，，，，８００円 

２部 10:30～11:50 なし 

 【日程】 １／１６・２３・３０  ２／６・１３・２０・２７  ３／６・２７   ４２回/年 

実用書道とペン習字実用書道とペン習字実用書道とペン習字実用書道とペン習字    

成人・高齢者 火 10:00～11:30 

中央公民館 

創作室 

なし １，，，，５００円 

【日程】 １／１７  ２／２１  ３／２１   １２回/年 

気軽に楽しむかな文字気軽に楽しむかな文字気軽に楽しむかな文字気軽に楽しむかな文字    

美しいかな文字を日々楽しんで 

「百人一首」を書いて飾りましょう    

成人・高齢者 木 10:00～11:30 西公民館研修室 ４人 ２，，，，５００円 

【日程】 １／１９  ２／２・１６  ３／２・１６   ２４回/年 

気楽に万葉集気楽に万葉集気楽に万葉集気楽に万葉集    

講師：丹羽 孝 先生 

成人・高齢者 金 10:00～11:30 中央公民館研修室 ５人 １，，，，５００円 

【日程】 １／１３  ２／１０  ３／１０   １２回/年 

健健健健    康康康康    麻麻麻麻    雀雀雀雀    

未経験者 

成人・高齢者 金 9:30～11:30 五丁地域交流館 ４人 ３，，，，６００円 

【日程】 １／１３・２７  ２／３・２４  ３／１０・２４   ２４回/年 

一般 

成人・高齢者 金 13:00～16:30 五丁地域交流館 ５人 ４，，，，８００円 

【日程】 １／１３・２７  ２／１０・２４  ３／１０・２４   ２４回/年 

 

元気クラブいかるが 年会費 

単位：円 

一般会員・サポート会員一般会員・サポート会員一般会員・サポート会員一般会員・サポート会員    
賛助賛助賛助賛助    

会員会員会員会員    

法人法人法人法人    

会員会員会員会員 
個人個人個人個人    ファミリーファミリーファミリーファミリー    団体団体団体団体    障害者障害者障害者障害者    

未就学児 ５００ ５００ ５００ ５００ 

５，，，，０００ １０，，，，０００ 

小・中学生 ５００ ５００ ５００ ５００ 

成 人 

１，０００※ 

２，０００ 

１，，，，５００ １，，，，７００ １，，，，０００ 

７０歳以上 

１，０００※ 

１，５００ 

１，，，，０００ １，，，，３００ １，，，，０００ 

 

【サポート会員】クラブの運営をお手伝い頂ける方。 

【ファミリー会員】ご家族２名以上でご入会の方。 

【団体会員】１０名以上のグループでご入会の方。 

【障害者会員】入会時に障害者手帳をご提示頂ける方。 

※※※※１０１０１０１０月以降にご入会の方は、下半期割引年会費が適用されます。月以降にご入会の方は、下半期割引年会費が適用されます。月以降にご入会の方は、下半期割引年会費が適用されます。月以降にご入会の方は、下半期割引年会費が適用されます。    

○ 会費には、１年間の傷害保険が含まれています。入会時にクラブの規 

約、保険説明書をお渡しします。  

○ 新規にご入会の方には会員証をお渡し致します。（昨年度以前にご入会  

  の方は、入会年度の会員証をお持ち下さい。） 

○ お納め頂いた年会費はお返しすることは出来ませんので、あらかじめ 

   ご了承下さい。 

賛 助 会 員 ・ 法 人 会 員 募 集 中 ！ 
    賛助会員：賛助会員：賛助会員：賛助会員：個人の方で「元気クラブいかるが」の活動を応援下さる方 

    法人会員：法人会員：法人会員：法人会員：企業・団体様で「元気クラブいかるが」を応援下さる方 各教室・イベントに３名様までご参加頂けます。 

 

 

 

あきらめていた慢性病、 
こころと体にやさしい漢方で事前治癒力（治す力）を 
高めて元気になりませんか 

★アトピー性皮膚炎や花粉症などの免疫系 

★腰痛・ひざの痛み・関節痛などの痛み 

★慢性便秘 

イオンいかるが店横イオンいかるが店横イオンいかるが店横イオンいかるが店横    

ドラッグストアーヘルシー 
℡ 0745-74-0423 営業時間 10 時～19 時（毎水曜日定休） 

 

ＮＰＯ法人元気クラブいかるが は 

スポーツ振興くじ助成を受けて活動しています。 
斑鳩町内一万戸以上に配布される 

「元気クラブいかるがだより」に広告を出してみませんか？  

詳しくは 元気クラブいかるが 

０７４５－５１－７１８１ までお問い合わせ下さい。 
年末年始の事務所業務について・・・ 

１２月２８日（水）～１月４日（水）は、年末年始休業とさせて頂きます。 

教室教室教室教室・イベントに・イベントに・イベントに・イベントに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合せ・おせ・おせ・おせ・お申申申申しししし込込込込みはみはみはみは    ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人元気法人元気法人元気法人元気クラブいかるがクラブいかるがクラブいかるがクラブいかるが事務所事務所事務所事務所    までまでまでまで。。。。    
斑鳩町中央体育館内 電話・ＦＡＸ：０７４５－５１－７１８１０７４５－５１－７１８１０７４５－５１－７１８１０７４５－５１－７１８１【受付時間】９時～１７時【休業日】日曜日・水曜日 

元気クラブいかるが公式ホームページ http://gcikaruga.com/ メール info@gcikaruga.com 

お昼はカレー＆ カフェでのんびり 

創業４０年 


