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元気クラブいかるがオリジナルＴシャツ発売記念 

手形＆名入れイベント 第２弾！ 
１１１１１１１１月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土））））    
中央公民館 創作室 １回目：１３時～ ２回目：１５時～ 
参加料：１，８００円 ※Ｔシャツ代金込み 
（家族２人目１，６００円 ３人目１，５００円） 

・・・元気クラブいかるがオリジナルＴシャツのデザインをしてくださった 筆書きデザイナーの河村和布己さんが、イベ
ント当日のみ子供さんの名前を筆文字で書いて下さいます。素敵な文字で書いてもらったＴシャツで、元気クラブいかるが
の教室に参加しませんか？この機会に、ぜひお申し込みください。 

〜感じて動く〜 

からだスッキリエクササイズからだスッキリエクササイズからだスッキリエクササイズからだスッキリエクササイズ    
《本年度最終回！》 

９９９９月月月月１１１１５５５５日日日日（（（（金金金金））））    
中央公民館 大ホール 
１６：００～１７：００ 
受講料 会員９００円 非会員１，４００円 

ドラムサークル 
１２１２１２１２月月月月２２２２日日日日（（（（土土土土））））    
中央公民館 大ホール 
１３：３０～１６：００ 
参加料：１，０００円 
初心者も経験者も、難しいことは 

抜きにして、叩くだけ。 
打楽器打楽器打楽器打楽器で楽しく遊びましょう☆ 

秋の子供ハイキング 
～山歩き～ 対象：小学３～６年生 

１１１１１１１１月月月月１１１１９９９９日日日日（（（（日日日日））））    
ＪＲ王寺駅中央改札９時集合 
＜コース＞ 
道の駅ふたかみパーク當麻～ 

當麻～二上山 
参加料：子供 400 円 保護者 800 円 

元気クラブいかるが ＩＴ講座 《会員限定》 
大人も・・・ 

「Google 
使い倒し講座」 

１０１０１０１０月月月月１１１１４４４４日日日日（（（（土土土土））））    
生き生きプラザ斑鳩 

１０：００～１１：３０ 

参加料 ５００円 

子供も・・・ 

「親子 
プログラミング 

体験」 
１０１０１０１０月月月月２２２２８８８８日日日日（（（（土土土土））））    

生き生きプラザ斑鳩 

１０：００～１１：３０ 

参加料 １，０００／１組 
 

上記イベントへのご参加には、事前申込が必要です。詳しくは内側のページをご覧下さい。 

《お申し込み・お問い合わせ》 

元気クラブいかるが  ０７４５－５１－７１８１ 

９：００～１７：００ 日曜日・水曜日休業 

 

「「「「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」」」」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、地域地域地域地域住民により住民により住民により住民により運営運営運営運営されている団体です。 

 
 

身体は 
変えられる。 



現在現在現在現在、、、、元気元気元気元気クラブクラブクラブクラブいかるがいかるがいかるがいかるが主催主催主催主催のののの各各各各教室教室教室教室をををを受講中受講中受講中受講中のののの皆様皆様皆様皆様へへへへ。。。。    
（バンビシャス奈良バスケットボールスクールを除く。） 

 
１０⽉〜１２⽉分の継続継続継続継続受講料受講料受講料受講料納入は、９９９９⽉⽉⽉⽉１１１１日（日（日（日（金金金金））））〜〜〜〜９９９９⽉⽉⽉⽉３０３０３０３０日（日（日（日（土土土土））））までに 

中央体育館内・元気クラブいかるが事務所にてお願い致します。（日曜日・水曜日休業） 
※年間一括納入をお済ませの方は、今回納入の必要はございません。 
※新規入会時以外の、受講料の日割り計算は致しかねます。 
※９⽉末で教室への参加を終了される方は、上記期間内に 

元気クラブいかるが事務所（0745-51-7181）までご連絡下さい。 
 

元気クラブいかるが 公式サイト http://gcikaruga.com 
○Twitter 
 https://twitter.com/gc_ikaruga 

○Facebook 
 https://www.facebook.com/genkiclubikaruga/ 

スマホ対応してます！ 

    右のＱＲコードからどうぞ。 

 
あるちざんあるちざんあるちざんあるちざん様様様様    

あるちざん様 

Cafe SHUKURA（カフェ（カフェ（カフェ（カフェ    シュクラ）シュクラ）シュクラ）シュクラ）    

おしゃれな空間で落ち着いたひと時をおしゃれな空間で落ち着いたひと時をおしゃれな空間で落ち着いたひと時をおしゃれな空間で落ち着いたひと時を    
お過ごし下さいお過ごし下さいお過ごし下さいお過ごし下さい        テイクアウトありテイクアウトありテイクアウトありテイクアウトあり    

営業時間営業時間営業時間営業時間    ⽉〜⽉〜⽉〜⽉〜土・土・土・土・祝祝祝祝    10101010：：：：00000000〜〜〜〜19191919：：：：00000000    
                    日日日日    12121212：：：：00000000〜〜〜〜19191919：：：：00000000    
奈良県生駒郡斑鳩町阿波奈良県生駒郡斑鳩町阿波奈良県生駒郡斑鳩町阿波奈良県生駒郡斑鳩町阿波３−１−３０３−１−３０３−１−３０３−１−３０    １１１１FFFF        TEL.0745TEL.0745TEL.0745TEL.0745----75757575----3837383738373837    

あかちゃんの紙オムツで出産祝 

おむつケーキおむつケーキおむつケーキおむつケーキ    
遊び心満載のデコ盛りケーキ 

３，０００円～ 作成します。 

児島（携帯 ０９０－５０４１―５８５２） 

    ＫＡＲＡＫＵ様 

斑鳩町内⼀万⼾以上に配布される「元気クラブいかるがだより」「元気クラブいかるがだより」「元気クラブいかるがだより」「元気クラブいかるがだより」に広告を出してみませんか？ 
次号次号次号次号    １２１２１２１２⽉１日発行（⽉１日発行（⽉１日発行（⽉１日発行（冬冬冬冬号・号・号・号・カラー版カラー版カラー版カラー版））））分分分分    

・・・１１⽉７日（火）まで受付 
【配布実績】町内全⼾配布１０．９００部 

他、斑鳩町中央体育館、中央・⻄・東公⺠館等町内主要施設、町内有名商店にて配布 
お問い合わせ・お申し込みは 元気クラブいかるが ０７４５−５１−７１８１ まで。 

元気クラブいかるが 

法隆寺駅南出口法隆寺駅南出口法隆寺駅南出口法隆寺駅南出口より１分より１分より１分より１分    



元気クラブいかるが 秋のイベント開催予定 
実施日 イベント名 対 象 定員 内 容 参加料 備  考 

９月９日

（土） 

近郊ハイク近郊ハイク近郊ハイク近郊ハイク    成人・高齢者 ３０人 

平群・石仏の里  

近鉄生駒線王寺駅 

８：４０集合 

８００円 行程表配布 前日予報 

１０月１４日 

（土） 

＜ＩＴ＜ＩＴ＜ＩＴ＜ＩＴ講座講座講座講座＞＞＞＞    

ＧｏｏｇｌＧｏｏｇｌＧｏｏｇｌＧｏｏｇｌeeee    

使い倒し講座使い倒し講座使い倒し講座使い倒し講座    

成人・高齢者 

会員限定 

１２人 

「スマホを買ったがイマイチ

使いこなせない」 

「インターネットを契約した

がどう使っていいかわから

ない」というあなたに贈る 

活用提案講座。 

 

生き生きプラザ斑鳩 

１０：００～１１：３０ 

５００円 

【座学です】 

パソコン、スマートフォ

ン等の機械は、今回は

使用しません。 

１０月１８日 

（水） 

旬の奈良旬の奈良旬の奈良旬の奈良とととと    

古道古道古道古道ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング 

成人・高齢者 ３０人 

軽登山 

～北播磨の山を楽しもう！ 

※詳細は後日 

（お問い合わせ下さい。） 

８００円 行程表配布 前日予報 

１０月２８日 

（土） 

＜ＩＴ＜ＩＴ＜ＩＴ＜ＩＴ講座講座講座講座＞＞＞＞    

親子親子親子親子    

プログラミング体験プログラミング体験プログラミング体験プログラミング体験    

小学３～６年生 

および保護者 

（お子様のみのご

参加も可能です） 

会員限定 

４組 

２０２０年より小学校で必修

化される「プログラミング」

を、ひと足早く楽しもう☆ 

生き生きプラザ斑鳩 

１０：００～１１：３０ 

１，，，，０００円／１組 

※お子様または保護者様の

いずれか１人が会員であれ

ばご参加可能です。 

 

※ノートＰＣ持ち込み可 

（Windows７以降）貸出可 

１１月１１日 

（土） 

近郊近郊近郊近郊ハイクハイクハイクハイク    成人・高齢者 ３０人 

奈良県庁～奈良公園～若

草山山頂～興福寺 

ＪＲ奈良駅改札口 

９：００集合 

８００円 

行程表配布 前日予報 

交通費・拝観料別途要 

１１月１９日 

（日） 

秋の秋の秋の秋の    

子どもハイキング子どもハイキング子どもハイキング子どもハイキング    

小学３～６年生 

保護者同伴可 

２０人 

秋の自然を楽しむ山歩き 

道の駅 ふたかみパーク當

麻～當麻～二上山 

JR 王寺駅中央改札 

９：００集合 

子供 ４００円 

大人 ８００円 

行程表配布 前日予報 

１１月１８日 

（土） 

かんたんかんたんかんたんかんたん    

手形手形手形手形Ｔシャツ作りＴシャツ作りＴシャツ作りＴシャツ作り    

３歳～小学６年 １０人 

子供たちに好評の手形Ｔシ

ャツ。元気クラブいかるがオ

リジナルの筆書きデザイン

に、絵の具の色を選んで手

形をつけて乾燥させます。

名前も筆文字で入ります。 

斑鳩町中央公民館 創作室

①１３時 ②１５時 各５人 

１，，，，８００円 

（家族２人目 

１，，，，６００円 

３人目 

１，，，，５００円） 

 

非会員の方 

＋５００円 

 

１２月６日 

（水） 

旬の奈良旬の奈良旬の奈良旬の奈良とととと    

古道古道古道古道ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング    

成人・高齢者 ３０人 

「北山の辺の道」もみじ狩り 

※詳細は後日 

（お問い合わせ下さい。） 

８００円 行程表配布 前日予報 

１２月２日 

（土） 

ドラムサークルドラムサークルドラムサークルドラムサークル    

子供～ 

成人・高齢者 

（非会員の方も可）（非会員の方も可）（非会員の方も可）（非会員の方も可）    

５０人 

いろんな打楽器で遊ぼう！

音楽初心者の方大歓迎！ 

用意するもの なし 

（楽器は全てこちらでご用

意致します。） 

協力：ハートサウンド和楽 

１，，，，０００円 

 

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。  

五丁地域交流館 地域健康スポーツ教室《参加無料》 
●ミュージックケア 

10 月3 日（火） 
１３：００〜１４：３０ 

募集人数：３０名 

●リハビリヨガ 
11 月 16 日（木） 

12 月21 日（木） 
１３：００〜１４：３０ 募集人数：各１５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。） 



    元気元気元気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    年間教室年間教室年間教室年間教室    秋秋秋秋季日程季日程季日程季日程        

受付受付受付受付開始開始開始開始：：：：９９９９月月月月７７７７日（日（日（日（木木木木））））９：００９：００９：００９：００～～～～    中央中央中央中央体育館内体育館内体育館内体育館内    元気クラブいかるが事務所元気クラブいかるが事務所元気クラブいかるが事務所元気クラブいかるが事務所    

※「バンビシャス奈良バスケットボールスクール」を除きます。（お問い合わせ下さい。） 

※募集人数が 募集なし募集なし募集なし募集なし となっている教室・クラスは満員となっており、新規お申し込みをお受け 

出来ません。（一部教室におきましては、キャンセル待ちでの受付をさせて頂きます。） 

※受付初日（９月７日）に関するご注意 

� お電話でのお申し込みはお受け出来ません。 

� お申し込みは、ご本人またはご家族の方に限らせて頂きます。（代理申し込み不可） 

■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    

教 室 名 対 象 曜日 時 間 会 場 募集人数 

１０～１２月 

受講料 

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    

【【【【要付き添い要付き添い要付き添い要付き添い】】】】    

※月曜２部クラスと木曜クラスは、

同じ内容です。    

１部 年中 

月 

15:20～16:20 

中央体育館 アリーナ 

募集なし募集なし募集なし募集なし 

３，，，，６００円 

２部 年長 16:20～17:20 募集なし募集なし募集なし募集なし 

 【日程】 １０／１６・３０  １１／１３・２７  １２／１１・１８ ２２回/年 

木曜 年長 木 15:20～16:20 中央体育館 アリーナ 募集なし募集なし募集なし募集なし ３，，，，０００円 

 【日程】 １０／１２・２６  １１／９・３０  １２／１４ 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 

１０人 

６，，，，０００円 

（新規入会の方は 

６，，，，６００円） 

２部 小４～小６ 16:45～18:00 １０人 

３部 

小１～小６ 

（経験者） 

17:45～19:00 募集なし募集なし募集なし募集なし 

 

【日程】 １０／２・１６・２３・３０※  １１／６・１３・２０・２７  １２／４・１１・１８ 

※８／７の振替 

４０回/年 

一一一一    輪輪輪輪    車車車車    【【【【用具貸し出し用具貸し出し用具貸し出し用具貸し出し】】】】    

小１～小６ 月 17:30～19:00 中央体育館 アリーナ ２人 ２，，，，４００円 

【日程】 １０／１６・３０  １１／１３・２７  １２／１１・１８ １８回/年 

新新新新    体体体体    操操操操    

１部【【【【要付き添い要付き添い要付き添い要付き添い】】】】    

【【【【別途費用要別途費用要別途費用要別途費用要】】】】    

１部 年中・年長 

火 

16:30～17:30 

中央体育館 アリーナ 

募集なし募集なし募集なし募集なし 

５，，，，４００円 

（新規入会の方は 

６，，，，０００円） 

２部 小１～小３ 17:30～18:30 ４人 

３部 小４～小６ 18:30～19:30 募集なし募集なし募集なし募集なし 

 

【日程】 １０／３※・１０・２４・３１  １１／７・１４・２１  １２／５・１２・１９ 

※７／４の振替  

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    

【【【【別途費用要別途費用要別途費用要別途費用要】】】】    

１部 年中・年長 

木 

15:15～16:00 

中央体育館 武道場 

３人 

６，，，，０００円 

２部 小１～小３ 16:00～17:00 募集なし募集なし募集なし募集なし 

 【日程】 １０／５・１２・１９  １１／２・９・１６・３０  １２／７・１４・２１ ３７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    

【【【【別途費用要別途費用要別途費用要別途費用要】】】】    

１部 年中・年長 

木 

16:00～16:45 中央体育館 アリーナ 募集なし募集なし募集なし募集なし 

４，，，，８００円 ２部 小１～小２ 17:00～18:00 

中央体育館 武道場 

募集なし募集なし募集なし募集なし 

３部 小３～小６ 18:00～19:00 募集なし募集なし募集なし募集なし 

 【日程】 １０／１２・１９・２６  １１／２・９・１６  １２／７・１４ 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部【【【【要付き添い要付き添い要付き添い要付き添い】】】】    

１部 年長～小２ 

土 

9:00～10:30 

中央体育館 アリーナ 

募集なし募集なし募集なし募集なし ３，，，，０００円 

（新規入会の方は 

３，，，，６００円） 
２部 小３～小６ 10:30～12:00 ３人 

 【日程】 １０／７※・１４  １１／１８・２５  １２／９・１６  ※９／９の振替 ２７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 １０人 ３，，，，０００円 

【日程】 ９／９・１６  １０／１４・２８  １１／１８・２５  １２／休み 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    【【【【用具貸し出し用具貸し出し用具貸し出し用具貸し出し】】】】    

※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 募集なし募集なし募集なし募集なし ２，，，，８００円 

【日程】 １０／７・１４・２１  １１／１８・２５  １２／９・１６ ３１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】 １０／１４  １１／２５  １２／１６  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 １，，，，０００円 

【日程】 １０／２１  １１／１１  １２／休み 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 

お問い合わ

せ下さい。 

月会費 

５，４００円／月 
ステップ 

クラス 

小４～小６ 18:45～20:15 

 【日程】 １０／２・９・１６・２３  １１／６・１３・２０・２７  １２／４・１１・１８ 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 

申し込みご希望の 

方は、必ず 

お読み下さい。 

� 



■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    

教 室 名 対 象 曜日 時 間 会 場 募集人数 

１０～１２月 

受講料 

ゆる～りゆる～りゆる～りゆる～り    ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり    ゆったりゆったりゆったりゆったり    

ゆ～ゆ～ゆ～ゆ～スポーツスポーツスポーツスポーツ 

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

【日程】 １０／２※・２３  １１／１３・２７  １２／１１・２５ ※１０／２は 9：00～10：30 ２２回/年 

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 

募集なし募集なし募集なし募集なし 

１２，，，，０００円 

２部 ビギナー 10:30～12:00 ５人 

 【日程】 １０／２・１６・２３  １１／６・１３・２０・２７  １２／４・１１・１８ ４０回/年 

ゆったりゆったりゆったりゆったりヨガヨガヨガヨガ 

成人・高齢者 月 13:00～14:30 中央公民館 大ホール ３人 ３，，，，６００円 

【日程】 １０／２・２３  １１／１３・２７  １２／１１・２５ ２４回/年 

ゆったりエアロゆったりエアロゆったりエアロゆったりエアロ 

成人・高齢者 月 14:45～16:00 中央公民館 大ホール １０人 ３，，，，６００円 

【日程】 １０／２・２３  １１／１３・２７  １２／１１・２５ ２４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 募集なし募集なし募集なし募集なし ３，，，，０００円 

【日程】 １０／１６・３０  １１／１３・２７  １２／１１・１８ 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 

募集なし募集なし募集なし募集なし ３，，，，２００円 

高校生以上 

～成人・高齢者 

募集なし募集なし募集なし募集なし ４，，，，０００円 

【日程】 １０／７・１４・２１  １１／１１・１８・２５  １２／９・１６ ３４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 １０人 １，，，，５００円 

【日程】 １０／２４  １１／２８  １２／５ 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 ２０人 ４，，，，４００円 

【日程】 １０／３・１０・２４・３１  １１／７・１４・２１・２８  １２／５・１２・１９ ４６回/年 

木曜 

成人・高齢者 木 13:30～16:00 中央体育館 アリーナ ２０人 ４，，，，４００円 

【日程】 １０／５・１２・１９・２６  １１／２・９・１６・３０  １２／７・１４・２１ ４５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 ３０人 １，，，，８００円 

【日程】 １０／２４  １１／２８  １２／２６ 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※ 

募集なし募集なし募集なし募集なし 

５，，，，，，，，５００円 

２部 10:40～12:00 募集なし募集なし募集なし募集なし 

 

【日程】 １０／５・１２※・１９※・２６  １１／２・９・１６・３０  １２／７・１４・２１ 

※１０／１２は中央公民館 創作室  ※１０／１９は中央公民館 研修室１ 

４４回/年 

五丁教室 

※下記参照 木 13:00～14:30 五丁地域交流館 募集なし募集なし募集なし募集なし ２０００円 

【日程】 １０／５・１９  １１／２・１６※  １２／７・２１※ 

       ※「健康スポーツ教室」として開催します。（参加無料） 

２３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。 

 

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

成人・高齢者 木 14:00～15:00 中央体育館 サブアリーナ ２０人 ３，，，，６００円 

【日程】 １０／５・１９  １１／２・１６  １２／７・２１ ２２回/年 

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（中止）    

※今年度のシニアフラダンス教室の募集は中止させて頂きました。 

※フラダンスにご興味のある方は、元気クラブいかるがまでお問い合わせ下さい。 

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 １７人 ３，，，，２００円 

【日程】 １０／５・１２・２６  １１／２・９・３０  １２／７・１４ ３１回/年 

エアロビクスエアロビクスエアロビクスエアロビクス入門入門入門入門    

成人・高齢者 

（初心者） 

金 9:30～10:30 中央体育館 武道場 １０人 ６，，，，６００円 

【日程】 １０／６・１３・２０・２７  １１／１０・１７・２４  １２／１・８・１５・２２ ４２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】 １０／６・１３・２０・２７  １１／１０・１７・２４  １２／１・８・１５・２２ ４２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    

成人・高齢者 金 13:00～14:15 西公民館集会室 ６人 ４，，，，８００円 

【日程】 １０／６・２０  １１／１０・１７  １２／１・１５ 

☆初心者歓迎☆１から丁寧に教えます。☆特に男性の方募集☆ 

２４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 

１５人 

２，，，，４００円 

２部 14:30～16:00 １５人 

 【日程】 １０／２７  １１／１０・２４  １２／８ １８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 ５人 ３，，，，０００円 

【日程】 １０／７・２１  １１／４・１８  １２／２・１６ 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 １０人 １３，，，，０００円 

【日程】 １０／１・８・１５・２２・２９  １１／５・１２・１９・２６  １２／３ ２０回/年 



■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（つづき）（つづき）（つづき）（つづき）    

教 室 名 対 象 曜日 時 間 会 場 募集人数 

１０～１２月 

受講料 

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 １０人 ３，，，，０００円 

【日程】 １０／１・８・２２  １１／５・１２・２６  １２／休み ２４回/年 

元気アップ体操元気アップ体操元気アップ体操元気アップ体操    出前教室出前教室出前教室出前教室 

老人会・婦人会や福祉会など、地域にベテラン講師が出向きます。 

皆さんの健康維持の為にご活用下さい。日程・費用等はご相談下さい。 

（体験は 2,000 円／時間 体験期間および受講料は相談） 

    

■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    

教 室 名 対 象 曜日 時 間 会 場 募集人数 

１０～１２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 

募集なし募集なし募集なし募集なし 

１３，，，，２００円 

２部 10:30～11:50 募集なし募集なし募集なし募集なし 

 【日程】 １０／２・１６・２３・３０  １１／６・１３・２０・２７  １２／４・１１・１８ ４０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 10:00～12:00 中央公民館 研修室 募集なし募集なし募集なし募集なし １，，，，８００円 

【日程】 １０／１７  １１／２１  １２／１９ １２回/年 

プリザーブドフラワープリザーブドフラワープリザーブドフラワープリザーブドフラワー        

成人・高齢者 火 13:00～16:00 中央公民館 研修室 募集なし募集なし募集なし募集なし  

【日程】 １２／５   【【【【別途費用要別途費用要別途費用要別途費用要】】】】材料費材料費材料費材料費 約二千円（当日集金） ４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 10:00～12:00 西公民館 研修室 ４人 ３，，，，６００円 

【日程】 １０／５・１９  １１／２・１６  １２／７・２１ ２４回/年 

漢字の「いろは」漢字の「いろは」漢字の「いろは」漢字の「いろは」        

講師：丹羽 孝 先生    

成人・高齢者 木 10:00～11:30 中央公民館 研修室 ５人 １，，，，８００円 

【日程】 １０／２６  １１／９  １２／１４ １２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 ４人 １，，，，８００円 

【日程】 １０／１３  １１／１０  １２／８ １２回/年 

健健健健    康康康康    麻麻麻麻    雀雀雀雀 

成人・高齢者 金 13:00～16:30 五丁地域交流館 

お問い合わ

せ下さい。 

４，，，，８００円 

【日程】 １０／１３・２７  １１／１０・２４  １２／８・２２ ２４回/年 

【【【【要付き添い要付き添い要付き添い要付き添い】】】】・・・ 未就学～小学校低学年のお子様の教室実施中は、必ず保護者の方がお付き添い下さい。 

【【【【用具貸し出し用具貸し出し用具貸し出し用具貸し出し】】】】・・・ 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。） 

【【【【別途費用要別途費用要別途費用要別途費用要】】】】・・・ 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） 

元気クラブいかるがの活動に参加するには【年会費 ＋ 教室受講料 または イベント参加料】が必要です。 

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。 

教室にににに関する関する関する関するお問い合わせは・・・お問い合わせは・・・お問い合わせは・・・お問い合わせは・・・元気元気元気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局事務局事務局事務局まで。まで。まで。まで。    

電話：電話：電話：電話：０７４５－５１－７１８１０７４５－５１－７１８１０７４５－５１－７１８１０７４５－５１－７１８１（ＦＡＸ（ＦＡＸ（ＦＡＸ（ＦＡＸ兼用兼用兼用兼用））））    午前午前午前午前９時～午後５時９時～午後５時９時～午後５時９時～午後５時    日曜日・水曜日休業 

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


