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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    夏夏夏夏のイベントのイベントのイベントのイベント    

日 時 内 容 参加料 

７月２２日（日） 

１３：００～ 

手形Ｔシャツイベント 
対象：３歳～中学３年生 

会場：斑鳩町中央公民館 創作室 

お子様の成長の記念に手 

形Ｔシャツはいかがですか？ 

オリジナルＴシャツ ６月３０日（金）まで期間限定価格 

１枚目＝１，３００円 ２枚目＝１，１００円 

３枚目以降＝１，０００円 ※ご希望の方には名入れします。 

５００円 

（オリジナルＴシャツをお

持ちでない方は別途Ｔシャ

ツ代金が必要です。） 

 

７月２９日（日） 

９：３０～１２：３０ 

 

マシュマロフォンダントカップケーキレッスン 

対象： 成人および小学生以上の親子  募集定員：５名 

会場：五丁地域交流会館 

 

マシュマロで可愛いカップケーキを作ります。食べることも飾ることも

出来るカップケーキ。 

６個お持ち帰り頂き、１つずつ試食しましょう！！ 

持ち物：：ピンセット・エプロン・ウエットティッシュ・手拭きタオル 

２，５００円 

９月２６日（水） 

 

旬の奈良と古道ウォーク 
対象：成人・高齢者  募集定員：３０名 

行先：湖北 桂浜の彼岸花 

●事前に行程表をお渡しします。 

●前日の天気予報で、当日の降水確率が６０％以上の場合は中止致します。 

●交通機関の料金は各自ご負担をお願い致します。 

８００円 

【会員限定】元気クラブい

かるが会員でない方は、ご

入会頂く必要があります。 

９月２７日（木） 

７：１５～ 

 

元気クラブいかるが創立１０周年記念 ゴルフ大会 
対象：高校生以上 お一人様でもグループでもお申し込み可 

募集定員：８０名 

会場；法隆寺カントリー倶楽部 

 

申込受付期間：６月７日（木）～８月３１日（金） 

 

※昼食付き キャンセルの場合はキャンセル料が発生します。 

参加費：２，０００円 

（お申し込み時） 

プレー費：８，６００円 

（当日お支払い） 

９月２９日（土） 

１３：３０～１５：３０（予定） 

 

たつたがわ音楽体験祭 
対象：全年齢（体験希望の方は、楽器を叩くことが可能な方） 

会場：平群町総合スポーツセンター体育館 サブアリーナ 

 

日本の伝統楽器・和太鼓と、アフリカの打楽器・ジャンベ等を使った「ド

ラムサークル」の両方を一度に体験出来る、総合打楽器体験イベント！

篠笛の演奏発表もあります。 

 

共催：平群町総合型地域スポーツクラブ 一般社団法人くまがしクラブ 

５００円 

（当日会場にてお支払い下さ

い。但し、事前申込要。） 

 

「「「「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。 



元気クラブいかるが 教室のごあんない 
夏季教室申し込み６月７日（木）より受付開始！ 

〜 受 付 初 日 に 関 す る ご 注 意 〜 
１）先着順のお申し込みとなります。教室により満員の為、受付出来ない場合がございます。 

あらかじめご了承下さい。 
２）お電話でのお申し込みは受付出来ません。（混雑が予想されます為、電話に出られない場合がございます。） 
４）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） 
５）混雑が予想されます。お申し込み完了までお待たせすることがあります。お急ぎの方は仮申し込み（予約）の上、 

正式なお手続きを後日行って頂くことが出来ます。ご希望の方は当日スタッフまでお申し出下さい。  
教室にご参加いただくには 

下記の費用を添えて、元気クラブいかるが事務所までお申し込み下さい。           
※※※※教室を途中で退会される場合、教室を途中で退会される場合、教室を途中で退会される場合、教室を途中で退会される場合、頂きました頂きました頂きました頂きました年会費・受講料は年会費・受講料は年会費・受講料は年会費・受講料はお返しお返しお返しお返し出来ません。ご了承の上出来ません。ご了承の上出来ません。ご了承の上出来ません。ご了承の上お申し込みお申し込みお申し込みお申し込み下さい。下さい。下さい。下さい。    
※※※※新規入会時以外新規入会時以外新規入会時以外新規入会時以外のののの、受講料の日割り、受講料の日割り、受講料の日割り、受講料の日割り計算計算計算計算は致しかねます。は致しかねます。は致しかねます。は致しかねます。本本本本紙掲載の金額でのお支払いをお願い致します。紙掲載の金額でのお支払いをお願い致します。紙掲載の金額でのお支払いをお願い致します。紙掲載の金額でのお支払いをお願い致します。     

夏休み子供教室  
子供サッカー  対象年齢：（１部クラス）年中・年長 （２部クラス）小学１～３年生 

講師：城野聖一先生（法隆寺ＦＣドリームチップス監督・ＪＦＡレフェリーフィットネスインストラクター・ 
ＪＦＣ公認審判指導者ＳＩ２・ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ） 

会場：斑鳩東小学校運動場  時間：（１部クラス）９：２０～１０：３０ （２部クラス）１０：３０～１２：００ 

【開催日程】【開催日程】【開催日程】【開催日程】７７７７月／月／月／月／７・１４・２１７・１４・２１７・１４・２１７・１４・２１    ８月／１８・２５８月／１８・２５８月／１８・２５８月／１８・２５    

募集人数：各クラス３５名  【受講料】全５回 ４，０００円  
水 泳  対象年齢：小学１～６年生 

講師：株式会社ＷＩＮ所属スポーツ指導者（日本水泳連盟公認水泳指導員・日本赤十字社水上安全指導員・中級障害者スポーツ指導員） 
会場：斑鳩町町民プール  時間：１０：００～１２：００ 

【開催日程】【開催日程】【開催日程】【開催日程】８８８８月／月／月／月／２０２０２０２０・２１・２２・２３・２７・２８・２９・２１・２２・２３・２７・２８・２９・２１・２２・２３・２７・２８・２９・２１・２２・２３・２７・２８・２９    

募集人数：６０名  【受講料】全７回 ６，０００円  
わんぱくスポーツ  対象年齢：小学１～６年生 

講師：上田昌功先生（学校法人法隆寺幼稚園 元園⻑） 
会場：町内各小学校体育館※開催日程をご参照下さい。  時間：９：００～１１：５０ 

【開催日程】【開催日程】【開催日程】【開催日程】８８８８月／月／月／月／３３３３（（（（斑鳩小斑鳩小斑鳩小斑鳩小））））・・・・１０（東小）・２４（１０（東小）・２４（１０（東小）・２４（１０（東小）・２４（西小西小西小西小））））・３１・３１・３１・３１（（（（斑鳩小斑鳩小斑鳩小斑鳩小））））    

募集人数：８０名  【受講料】全 回 ２，，，，５５５５００００００００円円円円  
子供も大人も参加できるスポーツ教室  

バドミントン  対象年齢：小学４年生～成人・高齢者  年間開催回数：（子供）３２回（大人）３５回 

講師：上田陽亮先生（奈良県バドミントン協会所属・王寺クラブ 競技歴１８年・伊賀オープンバドミントン選手権優勝） 
会場：斑鳩町中央体育館 アリーナ  時間：土曜日 ９：３０～１１：００（小学生）～１２：００（大人） 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／７・２８７・２８７・２８７・２８    ８月／８月／８月／８月／４・１８・２５４・１８・２５４・１８・２５４・１８・２５    ９９９９月月月月／／／／１・１５・２２・２９※１・１５・２２・２９※１・１５・２２・２９※１・１５・２２・２９※中学生中学生中学生中学生～～～～大人大人大人大人のみのみのみのみ    

募集人数：現在満員の為、キャンセル待ちでの受付となります。（子供、大人ともに） 

【受講料】（７月～９月分）小学生：４，０００円 中学生：４，５００円 成人：５，４００円  
楽しく走ろうランランｒｕｎ  対象年齢：小学年生～成人・高齢者  年間開催回数：１２回 

講師：⺒波美津子（元気クラブいかるが・大阪国際女子マラソン出場） 
森田敬子（元気クラブいかるが・国⺠体育大会出場） 

会場：斑鳩東小学校運動場  時間：土曜日 ９：００～１０：３０ 

【開催日程】※今季はお休みさせて頂きます。１０月より再開致します。  募集人数：小学生 ５名  
子供対象スポーツ教室教室  

キッズトランポリン  対象年齢：年中・年長  年間開催回数：月曜・木曜各クラス２２回 

講師：村井道徳（元気クラブいかるが・日本体操協会公認トランポリンコーチ・国際体操連盟公認トランポリン国際審判員・ 
日本オリンピック委員会強化スタッフ） 

会場：斑鳩町中央体育館 アリーナ  時間：（月曜クラス・木曜クラスともに）１５：２０～１６：３０ 

【開催日程】【開催日程】【開催日程】【開催日程】（月曜日（月曜日（月曜日（月曜日クラスクラスクラスクラス））））７７７７月／月／月／月／９・２３９・２３９・２３９・２３    ８月／８月／８月／８月／おおおお休み休み休み休み    ９月／９月／９月／９月／３・３・３・３・１０１０１０１０    

                                                        （木曜日（木曜日（木曜日（木曜日クラスクラスクラスクラス）７）７）７）７月／月／月／月／５（５（５（５（４／１２の振替）４／１２の振替）４／１２の振替）４／１２の振替）・・・・１９１９１９１９    ８月／８月／８月／８月／おおおお休み休み休み休み    ９月／９月／９月／９月／６・２０６・２０６・２０６・２０ 

募集人数：月曜クラス＝現在満員の為、キャンセル待ちでの受付となります。 木曜クラス＝１名 

【受講料】（７月～９月分）月曜クラス：３，２００円 木曜クラス：２，４００円 

元気クラブいかるが 
Ｈ３０年度年会費 

成人２，０００円 子供５００円 

※納入済みの方は不要です。 

 

本紙にてご確認下さい。 

＋ 



 
ジュニアトランポリン  対象年齢：年長～小学６年生  年間開催回数：２６回 

講師：辰森泉美先生（日本体操協会公認トランポリン指導員・日本体操協会公認トランポリン審判員） 
村井道徳（元気クラブいかるが・日本体操協会公認トランポリンコーチ・国際体操連盟公認トランポリン国際審判員・ 
日本オリンピック委員会強化スタッフ） 

会場：斑鳩町中央体育館 アリーナ  時間：土曜日 （１部クラス 年中～小学２年生）９：００～１０：３０ 

                         （２部クラス 小学３～６年生）１０：３０～１２：００ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／７７７７    ８月／８月／８月／８月／１８・２５１８・２５１８・２５１８・２５    ９月／９月／９月／９月／１・２２１・２２１・２２１・２２    

募集人数：（１部・２部ともに）現在満員の為、キャンセル待ちでの受付となります。  【受講料】（７月～９月分）４，０００円  
子供テニス  対象年齢：小学１～６年生  年間開催回数：４０回 

講師：⻄川大輔先生（日本プロテニス協会プロコーチ） 
溝部真紀子先生（日本プロテニス協会プロコーチ） 

会場：斑鳩町中央体育館 テニスコート  時間：（１部クラス 小学１～３年生）１６：００～１７：００ 

                       （２部クラス 小学４～６年生）１６：４５～１８：００ 

                      （３部クラス 小学生経験者）１７：４５～１９：００ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／２・９・２３・３０２・９・２３・３０２・９・２３・３０２・９・２３・３０    ８８８８月／月／月／月／６・２０・２７６・２０・２７６・２０・２７６・２０・２７    ９月／９月／９月／９月／３・１０３・１０３・１０３・１０    

募集人数：１部＝１５名 ２部＝１５名 ３部＝募集しておりません。  【受講料】（７月～９月分）６，３００円  
一輪車  対象年齢：小学１～６年生  年間開催回数：１８回 

講師：丹羽孝先生（日本一輪車協会公認インストラクター） 
会場：斑鳩町中央体育館 アリーナ  時間：月曜日 １７：００～１８：３０ 

【開催日程】今季はお休みです。１０月より再開致します。  募集人数：現在満員の為、キャンセル待ちでの受付となります。  
新体操  対象年齢：年中～小学６年生  年間開催回数：３３回 

講師：尾田朝子先生（日本体操協会公認新体操女子審判員） 
山田朱莉先生（日本チアリーディング協会公認上級チアリーディング指導員 CLASS Ⅱ） 

会場：斑鳩町中央体育館 アリーナ  時間：火曜日 （１部クラス 年中・年長）１６：３０～１７：３０ 

                          （２部クラス 小学１～３年）１７：３０～１８：３０ 

                          （３部クラス 小学４～６年）１８：３０～１９：３０ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／３・１０・１７・２４３・１０・１７・２４３・１０・１７・２４３・１０・１７・２４    ８月／８月／８月／８月／お休みお休みお休みお休み    ９月／９月／９月／９月／１１・１８・２５１１・１８・２５１１・１８・２５１１・１８・２５    

募集人数：１部＝現在満員の為、キャンセル待ちでの受付となります。 ２部＝３名 ３部＝２名  【受講料】（７月～９月分）４，９００円  
キッズダンス  対象年齢：年中～小学３年生  年間開催回数：３７回 

講師：山内美穂先生（ＡＦＡＡ認定プライマリー・フィットネスインストラクター） 
会場：斑鳩町中央体育館 武道場  時間：木曜日 （１部クラス 年中・年長）１５：１５～１６：００ 

                         （２部クラス 小学１～３年）１６：００～１７：００ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／５・１２・１９・２６５・１２・１９・２６５・１２・１９・２６５・１２・１９・２６    ８月／お休み８月／お休み８月／お休み８月／お休み    ９月／６・１３・２０・２７９月／６・１３・２０・２７９月／６・１３・２０・２７９月／６・１３・２０・２７    

募集人数：１部＝３名 ２部＝２名  【受講料】（７月～９月分）５，６００円  
チアリーディング  対象年齢：年中～小学６年生  年間開催回数：３４回 

講師：山田朱莉先生（日本チアリーディング協会公認上級チアリーディング指導員 CLASS Ⅱ・チアリーディング世界選手権大会日本代表） 
尾田朝子先生（日本チアリーディング協会所属） 

会場：斑鳩町中央体育館 （１部クラス）アリーナ （２・３部クラス）武道場 

時間：木曜日 （１部クラス 年中・年長）１６：００～１６：４５ 

        （２部クラス 小学１～２年）１７：００～１８：００ 

        （３部クラス 小学３～６年）１８：００～１９：００ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／５・１２・１９・２５・１２・１９・２５・１２・１９・２５・１２・１９・２１１１１※イベント※イベント※イベント※イベント出演出演出演出演    ２部・３２部・３２部・３２部・３部部部部のみのみのみのみ    ８月／８月／８月／８月／５５５５※※※※イベント出演イベント出演イベント出演イベント出演    １部のみ１部のみ１部のみ１部のみ    ９月／９月／９月／９月／６・１３・２０・２７６・１３・２０・２７６・１３・２０・２７６・１３・２０・２７    

募集人数：１部＝現在満員の為、キャンセル待ちでの受付となります。 ２部＝１名 ３部＝２名 

【受講料】（７月～９月分）６，４００円  
ドッジボール  対象年齢：年長～小学４年生  年間開催回数：１２回 

講師：伊藤一彦先生（日本ドッジボール協会所属・IKARUGA オールウィン監督） 
会場：斑鳩小学校体育館  時間：土曜日 ９：３０～１１：１５ 

【開催日程】※７月以降の日程は未定となっております。決定次第追ってお知らせ致します。 

募集人数：１５名  【受講料】（７月～Ｈ３１年３月分）５，４００円  
バンビシャス奈良バスケットボールスクール 対象年齢：小学生  年間開催回数：４４回 

講師講師講師講師：：：：バンビシャス奈良専属コーチバンビシャス奈良専属コーチバンビシャス奈良専属コーチバンビシャス奈良専属コーチ        ※※※※特別コーチとして特別コーチとして特別コーチとして特別コーチとして現役選手現役選手現役選手現役選手がががが来校来校来校来校することがあります。することがあります。することがあります。することがあります。    
主催主催主催主催：特定非営利活動法人元気クラブいかるが：特定非営利活動法人元気クラブいかるが：特定非営利活動法人元気クラブいかるが：特定非営利活動法人元気クラブいかるが        運営運営運営運営：：：：株式会社バンビシャス奈良株式会社バンビシャス奈良株式会社バンビシャス奈良株式会社バンビシャス奈良        後援後援後援後援：斑鳩町教育委員会：斑鳩町教育委員会：斑鳩町教育委員会：斑鳩町教育委員会 

会場：斑鳩町中央体育館 アリーナ  時間：月曜日 （ジュニアクラス・小学１～３年生）１７：３０～１８：３０ 

                         （ステップクラス・小学４～６年生）１８：４５～２０：１５ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／２・９・２・９・２・９・２・９・２３・３０２３・３０２３・３０２３・３０    ８月／６・２０・２７８月／６・２０・２７８月／６・２０・２７８月／６・２０・２７    ９月／３・１０・１７・２４９月／３・１０・１７・２４９月／３・１０・１７・２４９月／３・１０・１７・２４    

募集人数：各クラス若干名  【受講料】（月額）５，４００円円円円  
※年中・年⻑のお子様がご参加の際は、必ず保護者の方がお付き添い下さい。 

 
ゆる～り ゆっくり ゆったり ゆ～スポーツ  対象年齢：成人・高齢者  年間開催回数：２４回 

講師：藤宗正美（元気クラブいかるが） 
会場：斑鳩町中央体育館 武道場  時間：月曜日 １０：３０～１２：００（※の日程は９：００～１０：３０） 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／９・２３９・２３９・２３９・２３    ８月／８月／８月／８月／２０※２０※２０※２０※・２７・２７・２７・２７    ９月／９月／９月／９月／３３３３※※※※・・・・１０１０１０１０    

募集人数：１４名  【受講料】３，６００円 

成人対象スポーツ教室教室 



レディーステニス  対象年齢：成人・高齢者  年間開催回数：４０回 

講師：溝部真紀子先生（日本プロテニス協会認定プロコーチ） 
会場：斑鳩町中央体育館 テニスコート  時間：月曜日 （経験者クラス）９：００～１０：３０ 

                             （ビギナークラス）１０：３０～１２：００ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／２・９・２３・３０２・９・２３・３０２・９・２３・３０２・９・２３・３０    ８月／８月／８月／８月／６・２０・２７６・２０・２７６・２０・２７６・２０・２７    ９月／９月／９月／９月／３・１０３・１０３・１０３・１０    

募集人数：経験者＝現在募集しておりません。 ビギナー＝４名  【受講料】（７月～９月分）１０，８００円  
ゆったりヨガ  対象年齢：成人・高齢者  年間開催回数：２９回 

講師：奥田奈実先生（中高教員免許(保健体育)・ヨガ教室 マダムフキ公認インストラクター） 
会場：斑鳩町中央公民館 大ホール  時間：月曜日 １３：００～１４：３０ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／２・２・２・２・２２２２３３３３・３０・３０・３０・３０    ８月／８月／８月／８月／６・２７６・２７６・２７６・２７    ９月／９月／９月／９月／３・１０・３・１０・３・１０・３・１０・２４２４２４２４    

募集人数：５名  【受講料】（７月～９月分）５，６００円  
ゆったりエアロ（トータルフィットネス）  対象年齢：成人・高齢者  年間開催回数：２９回 

講師：草野祥子先生（エアロビクス・インストラクター） 
会場：斑鳩町中央公民館 大ホール  時間：月曜日 １４：４５～１５：１０ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／２・２３・３０２・２３・３０２・２３・３０２・２３・３０    ８月／８月／８月／８月／６・２７６・２７６・２７６・２７    ９月／９月／９月／９月／３・１０．２４３・１０．２４３・１０．２４３・１０．２４    

募集人数：１０名  【受講料】（７月～９月分）５，６００円  
トランポリンナイト  対象年齢：成人・高齢者  年間開催回数：２３回 

講師：村井道徳（元気クラブいかるが・日本体操協会公認トランポリンコーチ・国際体操連盟公認トランポリン国際審判員・ 
日本オリンピック委員会強化スタッフ） 

会場：斑鳩町中央体育館 アリーナ  時間：月曜日 １９：００～２０：３０ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／９・２３９・２３９・２３９・２３    ８月／８月／８月／８月／６・２０６・２０６・２０６・２０    ９月／９月／９月／９月／３・１０３・１０３・１０３・１０    

募集人数：現在満員の為、キャンセル待ちでの受付となります。  【受講料】（７月～９月分）４，８００円  
ラージボール卓球  対象年齢：成人・高齢者 

担当：平山憲司（元気クラブいかるが・競技歴３０年） 
はじめてのラージボール卓球  対象年齢：成人・高齢者（未経験者）  年間開催回数：各４５回 

担当：木嶋徹（元気クラブいかるが・競技歴３０年） 
会場：斑鳩町中央体育館 アリーナ  時間：（火曜クラス）１３：３０～１６：００ 

                     （木曜クラス）１３：３０～１６：００ 

【開催日程】【開催日程】【開催日程】【開催日程】（火曜（火曜（火曜（火曜クラスクラスクラスクラス））））７７７７月／月／月／月／３３３３※※※※・１・１・１・１００００・１７・・１７・・１７・・１７・２４・３１２４・３１２４・３１２４・３１    ８月／８月／８月／８月／７７７７・２１・２１・２１・２１    ９月／９月／９月／９月／４４４４・１１・１８・２５・１１・１８・２５・１１・１８・２５・１１・１８・２５    

                    （木曜クラス）７（木曜クラス）７（木曜クラス）７（木曜クラス）７月／月／月／月／５５５５※※※※・１２・１９・２６・１２・１９・２６・１２・１９・２６・１２・１９・２６    ８月／８月／８月／８月／２・９．２３２・９．２３２・９．２３２・９．２３    ９９９９月月月月／／／／６６６６・１３・２０・２７・１３・２０・２７・１３・２０・２７・１３・２０・２７    

※・・・無料サービスデイ（会員の方対象） 

募集人数：火曜＝１５名 木曜＝１５名  【受講料】（各クラス・７月～９月分）６，０００円  
健康フォークダンス  対象年齢：成人・高齢者  年間開催回数：１１回 

講師：柏谷多津子先生（兵庫県フォークダンス連盟副理事⻑） 
会場：斑鳩町中央体育館 アリーナ  時間：火曜日 １５：００～１６：３０ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／２４２４２４２４    ８月／お休み８月／お休み８月／お休み８月／お休み    ９月／９月／９月／９月／２５２５２５２５日日日日    

募集人数：１５名  【受講料】（７月～Ｈ３１年３月分）５，６００円  
リハビリヨガ  対象年齢：成人・高齢者（腰・膝などに慢性的な痛みがあり、医師より運動を勧められている方） 

年間開催回数：（生き生きプラザ教室）４５回 （五丁交流館教室）２３回 

講師：田⻄和代先生（筑波大学体育学部卒業・リハビリヨガ主宰） 
会場（プラザ教室）：生き生きプラザ斑鳩  時間：木曜日 （１部クラス）９：１０～１０：３０ 

                             （２部クラス）１０：４０～１２：００ 

会場（五丁教室）：五丁地域交流館  時間：木曜日 １３：００～１４：３０ 

【開催日程】【開催日程】【開催日程】【開催日程】（プラザ（プラザ（プラザ（プラザ教室教室教室教室））））７７７７月／月／月／月／５・１２・１９・２６５・１２・１９・２６５・１２・１９・２６５・１２・１９・２６    ８月／２・９・２３・３０８月／２・９・２３・３０８月／２・９・２３・３０８月／２・９・２３・３０    ９月／６・１３・２０９月／６・１３・２０９月／６・１３・２０９月／６・１３・２０    

（五丁（五丁（五丁（五丁教室教室教室教室）７）７）７）７月／５・１９月／５・１９月／５・１９月／５・１９    ８月／２・２３８月／２・２３８月／２・２３８月／２・２３    ９月／６・２０９月／６・２０９月／６・２０９月／６・２０    

募集人数：（全クラス）現在満員の為、キャンセル待ちでの受付となります。 

【受講料】（７月～９月分）プラザ教室：６，６００円    五丁教室：３，６００円  
男のトレーニング  対象年齢：６０歳以上の男性  年間開催回数：２３回 

講師：草野祥子先生（エアロビクス・インストラクター） 
会場：斑鳩町中央体育館 アリーナ  時間：木曜日 １５：４５～１６：５５ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／５・１９５・１９５・１９５・１９    ８月８月８月８月／／／／２・２３２・２３２・２３２・２３    ９月／９月／９月／９月／６・２０６・２０６・２０６・２０    

募集人数：５名  【受講料】（７月～９月分）４，２００円  
エアロビクス入門  対象年齢：成人・高齢者（初心者） 

ソフトエアロビクス  対象年齢：成人・高齢者   年間開催回数：各４１回 

講師：草野祥子先生（エアロビクス・インストラクター） 
会場：斑鳩町中央体育館 武道場  時間：（はじめてのエアロビクス）金曜日 ９：３０～１０：４０ 

                   （ソフトエアロビクス）金曜日 １０：４５～１１：５０ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／６・１３・２０・２７６・１３・２０・２７６・１３・２０・２７６・１３・２０・２７    ８月／お休み８月／お休み８月／お休み８月／お休み    ９月／９月／９月／９月／７・１４・２１・２８７・１４・２１・２８７・１４・２１・２８７・１４・２１・２８    

募集人数：エアロビクス入門＝１０名 ソフトエアロビクス＝３名  【受講料】（各教室・７月～９月分）５，６００円  
※「Ｚｕｍｂａ教室」は諸事情により、６月末をもって終了させて頂きました。ご参加を検討されておられました方には 

大変申し訳ございません。 
※一部教室におきましては、イベント出演に伴う衣装代、移動交通費などの追加負担をお願いすることがございます。 
  詳しくは元気クラブいかるがまでお問い合わせ下さい。 



 
トランポビクス  対象年齢：成人・高齢者  年間開催回数：１８回 

講師：有岡良子先生（日本トランポビクス協会認定トレーナー） 
藤宗正美（元気クラブいかるが） 

会場：斑鳩町中央体育館 アリーナ  時間：金曜日 （１部クラス）１３：００～１４：３０ 

                         （２部クラス）１４：３０～１６：００ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／お休みお休みお休みお休み    ８月／お休み８月／お休み８月／お休み８月／お休み    ９月／９月／９月／９月／１１１１４４４４・２・２・２・２８８８８    １０月／１０月／１０月／１０月／１２・２６１２・２６１２・２６１２・２６    １１月／１１月／１１月／１１月／９９９９・３０・３０・３０・３０    １２月／１２月／１２月／１２月／１４１４１４１４    

募集人数：１部＝１０名 ２部＝１０名  【受講料】（９月～１２月分）４，９００円  
ゴルフ  対象年齢：小学４年生～成人・高齢者  年間開催回数：２０回（春・秋） 

講師：廣田幸一先生（日本プロゴルフ協会所属ティーチングプロ） 
会場：いかるがゴルフセンター  時間：日曜日 ７：３０～８：４０ 

【開催日程】※今季はお休みさせて頂きます。秋季日程は次号（９／１発行）にてお知らせ致します。 

募集人数：１０名  【受講料】（９月～１２月分）１３，０００円  
阿波踊り  対象年齢：成人・高齢者  年間開催回数：２４回 

講師：越智正博（元気クラブいかるが） 
会場：斑鳩町中央体育館 武道場  時間：日曜日 １２：３０～１４：３０  

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／８・２２８・２２８・２２８・２２    ８月／８月／８月／８月／５・２６５・２６５・２６５・２６    ９９９９月／月／月／月／９９９９・２３・３０・２３・３０・２３・３０・２３・３０    

募集人数：１０名  【受講料】（７月～９月分）４，２００円  
成人対象文化教室教室  

パソコン  対象年齢：成人・高齢者  年間開催回数：３８回 

講師：河野恵子先生（マイクロソフト・オフィス・マスター 指導歴２７年） 
会場：斑鳩町中央公民館 研修室  時間：月曜日 （１部クラス）９：００～１０：２０ 

                         （２部クラス）１０：３０～１１：５０ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／２・９・２３２・９・２３２・９・２３２・９・２３    ８月／６・２０・２７８月／６・２０・２７８月／６・２０・２７８月／６・２０・２７    ９月／３・１０・２４９月／３・１０・２４９月／３・１０・２４９月／３・１０・２４    

募集人数：（１部・２部とも）現在満員の為、キャンセル待ちでの受付となります。  【受講料】（７月～９月分）１０，８００円  
実用書道とペン習字  対象年齢：成人・高齢者  年間開催回数：１２回 

講師：原田 勝（翠龍）先生（元阪神書道会師範・⻄公⺠館「絵と書の会」主宰・大阪市中央区東老人福祉センター「遊書会」主宰） 
会場：斑鳩町中央公民館 創作室  時間：火曜日 １０：００～１２：００ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／１７１７１７１７    ８８８８月／２１月／２１月／２１月／２１    ９９９９月／１８月／１８月／１８月／１８    

募集人数：３名  【受講料】（７月～Ｈ３１年３月分）５，４００円  
プリザーブドフラワー  対象年齢：成人・高齢者  年間開催回数：４回 

講師：中村 康子 先生（ＪＣＦＡ認定奈良フラワーアレンジメント講師・ヨーロピアンフラワーデザイン連盟所属） 
会場：斑鳩町中央公民館 研修室  時間：火曜日 １３：００～１６：００ 

【開催日程】９月４日 

募集人数：３名  【受講料】（９月～Ｈ３１年３月分）３，０００円  材料費 約２，０００円（当日集金します）  
気軽に楽しむかな文字  対象年齢：成人・高齢者  年間開催回数：２４回 

講師：児島知子先生（日本書藝院かな師範） 
会場：斑鳩町西公民館 研修室  時間：木曜日 １０：００～１２：００ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／５・１９５・１９５・１９５・１９    ８月／８月／８月／８月／２・２３２・２３２・２３２・２３    ９月９月９月９月／６・２０／６・２０／６・２０／６・２０    

募集人数：６名  【受講料】（７月～９月分）３，６００円  
漢字の「いろは」  対象年齢：成人・高齢者  年間開催回数：１２回 

講師：丹羽孝先生（日本漢字能力検定協会登録漢字教育サポーター・立命館大学認定漢字教育士） 
会場：斑鳩町中央公民館 研修室  時間：金曜日 １０：００～１１：３０ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／１９１９１９１９    ８８８８月／２３月／２３月／２３月／２３    ９９９９月／月／月／月／２０２０２０２０    

募集人数：６名  【受講料】（７月～Ｈ３１年３月分）５，４００円  
気楽に万葉集  対象年齢：成人・高齢者  年間開催回数：１２回 

講師：丹羽孝先生（日本漢字能力検定協会登録漢字教育サポーター・立命館大学認定漢字教育士） 
会場：斑鳩町中央公民館 研修室  時間：金曜日 １０：００～１１：３０ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／１３１３１３１３    ８８８８月／１０月／１０月／１０月／１０    ９９９９月／１４月／１４月／１４月／１４    

募集人数：６名  【受講料】（７月～Ｈ３１年３月分）５，４００円  
健康麻雀  対象年齢：小学４年生～成人・高齢者  年間開催回数：２４回 

講師：藤宗勉（元気クラブいかるが） ⺒波惟義（元気クラブいかるが） 
会場：五丁地域交流館  時間：金曜日 １３：００～１６：３０ 

【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７【開催日程】７月／月／月／月／１３・２７１３・２７１３・２７１３・２７    ８月／８月／８月／８月／１０・１０・１０・１０・２４２４２４２４    ９月／９月／９月／９月／１４・２８１４・２８１４・２８１４・２８    

募集人数：※お問い合わせ下さい。  【受講料】（７月～９月分）４，８００円 

お問い合わせ・お申し込みは・・・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 ０７４５－５１－７１８１ 

斑鳩町中央体育館内（９：００～１７：００ 日曜日・水曜日休業） 



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。） 

 
７⽉〜９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、６６６６⽉⽉⽉⽉１１１１日（日（日（日（金金金金））））〜〜〜〜６６６６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。 
※６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。 

五丁地域交流館 地域健康スポーツ教室《参加無料》 

８月３日（金）・８月３１日（金） 
ソフトエアロビクス 

１０：３０～１２：００ 募集人数：各日３０名 

９月２５日（火） 
ノルディックウォーキング 

１０：３０～１２：００ 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。） 
 

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 

５，，，，０００ １０，，，，０００ 

小・中学生 

成 人 ２，，，，０００ １，，，，５００ １，，，，７００ 

１，，，，０００ 

７０歳以上 １，，，，５００ １，，，，０００ １，，，，３００ 

 

【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。 

○ 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。 

 

■主要商品 

外車・国産車種販売・修理・板金塗装・車検・点検 

ヤナセ販売協力店 

福 徳 整 備 工 場 
斑鳩町興留５丁目２番１５号 

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ：0745-75-2540 

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ：0745-74-0345 

ノルディックウォーキング始めました！ ！  
集合場所 五丁交流会館 

日時 毎月第４火曜日 午前９：３０スタート 

ノルディックウォーキングとは、だれでも気軽に始められて、短時間でエク

ササイズ効果（バランス保持・下半身の負担軽減・効果的な全身運動など）

を感じて実感できるスポーツです。 

☆年会費・参加費は要りません。 

☆ポールのない方はレンタルポール代３００円が必要です。 

＜ 世 話 人 ＞ 

巳波 090-2104-5115 河口 080-3765-4381 藤山 080-3134-5292 

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？ 

次号次号次号次号    ９９９９月月月月１日発行（１日発行（１日発行（１日発行（夏夏夏夏号・号・号・号・カラー版カラー版カラー版カラー版））））分分分分    ８月２日（木）まで受付 

【配布実績】町内全戸配布１１．０００部 

他、斑鳩町中央体育館、中央・西・東公民館等町内主要施設、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 ０７４５－５１－７１８１０７４５－５１－７１８１０７４５－５１－７１８１０７４５－５１－７１８１ まで。 

元気クラブいかるが事務所のご案内 
国道２５号線沿い 斑鳩町役場向かい 斑鳩小学校隣 斑鳩町中央体育館内にございます。 

受付時間受付時間受付時間受付時間    ９：００～１７：００９：００～１７：００９：００～１７：００９：００～１７：００    日曜日日曜日日曜日日曜日・水曜日休業・水曜日休業・水曜日休業・水曜日休業    

※上記時間内でも、現場対応等の為、事務所が一時的に不在になる 

場合がございます。悪しからずご了承下さいませ。 

 

電話・ＦＡＸ ０７４５－５１－７１８１ 

（不在時は留守番電話にて承ります。） 

 

ホ ー ム ペ ー ジ ： http://gcikaruga.com 
電 子 メ ー ル ： info@gcikaruga.com 

 
 元気クラブいかるが 


