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クリスマスバルーンアート 
＝雪だるま作～ろう～♪＝ 

１２月１５日（土） 
 
会場：斑鳩町中央体育館 

研修室 
１３：００～１４；３０ 
 
対象：年中以上および 
      保護者 
 
参加費用： 
参加料 
１，２００円 
材料費 
１，３００円 

 
定員： 
２０名 

系図から読み解く源氏物語講座プレ講座 
１２月７日（金）・１２月１３日（木） 
会場：斑鳩町中央公民館 研修室２ 
１０：００～１１：００ 
定員：各日１０名  プレ講座につき参加無料 

・・・「源氏物語」に興味はあるが、難しそう。とお考えの方に、独

自の工夫を凝らしたテキストを使って、「源氏物語」の世界を 

お楽しみ頂きます。 

講師：丹羽 孝 

（漢字教育士  

当クラブ「一輪車教室」 

「気楽に楽しむ万葉集教室」 

「漢字の「いろは」教室」 

講師） 

旬の奈良と 
古道ウォーキング 

１月１６日（水）竹林「竹之下道」～伏見稲荷大社 
３月６日（水）矢田寺八十八箇所巡り 
参加料 各８００円 

●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。 

大人の「脳活」歌声サロン 
歌の上手い下手は 

関係ありません。 

みんなで楽しく 

歌うことで、 

ストレスを解消し、 

脳を活性化します。 

３月５日（火） 
斑鳩町中央公民館 視聴覚室 １４：００～１５：３０ 
対象：成人・高齢者 参加料：８００円 定員：３０名 
【講師】宇治尚子先生（大阪音楽大学卒業、ピアノ講師） 
     藤井久美子先生 

（楽育脳音楽協会認定講師、歌声サロン認定講師） 

プリザーブドフラワー教室 
「春のあじさいのリース」 

アジサイをふんだん 

に使ってリースを 

作ります。直径 

２～３０ｃｍ位の 

仕上がりになります。 

アジサイの色味は 

選べます。 

３月５日（火） 
斑鳩町中央公民館 研修室 １３：００～１６：００ 

対象：成人・高齢者  募集：３名 
受講料：１，０００円 材料費：２，０００円 

【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） 

 

「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であり、 

斑鳩町教育委員会より育成支援を受け、地域住民により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 
冬季教室申し込み１２月６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、頂きました年会費・受講料はお返し出来ません。ご了承の上お申し込み下さい。 

※新規入会時以外の、受講料の日割り計算は致しかねます。本紙掲載の金額でのお支払いをお願い致します。    

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】１月／５※11/10の振替・１２・１９・２６ ２月／２・９※※・１６ ３月／２・９・１６・２３・３０※※ 
※※２月９日は大人・中学生のみ 会場は斑鳩小学校体育館となります。  ※※３月３０日は大人・中学生のみ 

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】小学生：５，０００円 中学生：５，５００円 成人：６，６００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：巳波美津子（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・国民体育大会出場） 
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。４月より再開します。詳しくは次号（３／１５発行）をご覧下さい。 
募集人数：６名  

子供対象スポーツ教室教室 
 

※年中・年長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。  

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】（月曜日クラス）１月／２１・２８ ２月／１８・２５ ３月／１１・１８ 
      （木曜日クラス）１月／１０・２４・３１ ２月／１４・２１ ３月／１４ 

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】月曜クラス：４，８００円 木曜クラス：４，８００円 

 

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】１月／５・１２・１９・２６ ２月／２ ３月／２・１６・２３ 
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】６，４００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：西川大輔先生（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】１月／７・２１・２８ ２月／４・１８・２５ ３月／４・１１・１８ 
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】６，３００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。 
＋ 



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】１月／２１・２８ ２月／１８・２５ ３月／１１・１８ 

  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】３，０００円 
 

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】１月／１５・２２・２９ ２月／１２・２６ ３月／５・１２・１９ ４月／２ 
【発表会開催】平成３１年４月６日（土） リハーサル４月５日（金） 詳細は後日。 

募集人数：現在募集しておりません。  【受講料】６，３００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】１月／１０・１７・２４・３１ ２月／３※イベント出演・１４・２１・２８ ３月／休み 

募集人数：現在募集しておりません。  【受講料】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 ※３／７は１部クラスも武道場です。 

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】１月／１０・２４・３１ ２月／１４・２８ ３月／７※・１４・２８ 

募集人数：現在募集しておりません。  【受講料】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】１月２６日 ２月２３日 ３月２３日 

募集人数：１５名  【受講料】１，８００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：バンビシャス奈良専属コーチ  ※特別コーチとして現役選手が来校することがあります。 

主催：特定非営利活動法人元気クラブいかるが  運営：株式会社バンビシャス奈良  後援：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】１月／７・１４・２１・２８ ２月／１８・２５ ３月／４・１１・１８・２５ 

募集人数：各クラス若干名  【受講料】５，４００円／月 
 

 

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】１月／２１※・２８ ２月／１８※・２５ ３月／１１・２５ 

募集人数：１４名  【受講料】３，６００円 

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】１月／７・２１・２８ ２月／４・１８・２５ ３月／４・１１・１８ 

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】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】１月／７・２８ ２月／４・２５ ３月／４・２５※無料 

募集人数：５名  【受講料】３，５００円 
 

※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。  

成人対象スポーツ教室教室 



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 １４：４５～１６：００ 

【開催日程】１月／７・２８ ２月／４・２５ ３月／４・２５※無料 

募集人数：１０名  【受講料】３，５００円 
 

トランポリンナイト  対象年齢：高校生以上・成人  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】１月／２１・２８ ２月／１８・２５ ３月／１１・１８ 

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】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】（火曜クラス）１月／８※9/4の振替・１５※※・２２・２９ ２月／１２・１９・２６ ３月／５・１２・１９・２６ 
      （木曜クラス）１月／１０※※・１７・２４・３１ ２月／１４・２１・２８ ３月／１４・２８  ※※無料開催日 

募集人数：火曜＝１５名 木曜＝１５名  【受講料】火曜クラス：５，４００円 木曜クラス：４，８００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長） 
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】１月２２日 ２月２６日 ３月２６日 

募集人数：１５名  【受講料】２，１００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：田西和代先生（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】（プラザ教室）１月／１０・１７・２４・３１ ２月／７・１４・２１・２８ ３月／７・１４ 
 （五 丁 教 室）１月／１０・２４ ２月／７・２１ ３月／７ 

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】プラザ教室：６，０００円 五丁教室：３，０００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】１月／１７・３１ ２月／１４・２１ ３月／１４・２８ 

募集人数：５名  【受講料】４，２００円 ※ヨガマットをお持ちの方はご持参下さい。 
 
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：（エアロビクス入門）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】１月／１１・１８・２５ ２月／１・１５・２２ ３月／１・８・１５・２２・２９※無料 

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）７，０００円 
 

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】１月／１１※10/12の振替・２５ ２月／２２ ３月／８・２２・２９ 
募集人数：１部＝１０名 ２部＝１０名  【受講料】３，５００円 

 

ゴルフ  対象年齢：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。４月より再開します。詳しくは次号（３／１５発行）をご覧下さい。 

 

 



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】１月／１３※9/30の振替・２７ ２月／２４ ３月／１０・２４ 

募集人数：１０名  【受講料】２，４００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】１月／７・２１・２８ ２月／４・１８・２５ ３月／４・１８ 

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】９，６００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・西公民館「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】１月１５日 ２月１９日 ３月１９日 

募集人数：３名  【受講料】１，８００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】３月５日 

募集人数：３名  【受講料】１，０００円  材料費 １回約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】１月／１０・１７ ２月／７・２１ ３月／７・２８ 

募集人数：６名  【受講料】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：木曜日 １０：００～１１：３０ 

【開催日程】１月１７日 ２月２８日 ３月２８日 

募集人数：６名  【受講料】１，８００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】１月１１日 ２月８日 ３月８日 

募集人数：６名  【受講料】１，８００円 
 

健康麻雀  対象年齢：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） 巳波惟義（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】１月／１１・２５ ２月／８・２２ ３月／８・２２ 

募集人数：※お問い合わせ下さい。  【受講料】４，８００円 

五丁地域交流館 地域健康スポーツ教室《参加無料》 
日 時 内 容 定員 持 ち 物 

１月２１日（月）１３：００～１４：３０ ゆ っ た り ヨ ガ ３０名 ヨガマット・上靴・飲み物・汗拭きタオル 

２月８日（金）１０：００～１１：３０ ゆ っ た り エ ア ロ ３０名 ヨガマット・上靴・飲み物・汗拭きタオル 

３月５日（火）１３：００～１４：３０ ミ ュ ー ジ ッ ク ケ ア ３０名 上靴・飲み物・汗拭きタオル 

３月１２日（火）１０：００～１１：３０ ノルディックウォーキング ２０名 飲み物・汗拭きタオル・ポール（貸し出し有） 

＜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＞ 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。） 

本紙掲載の教室・イベントに関する 
お問い合わせ・お申し込み（※受付初日のみお電話では受付出来ません。）は・・・ 

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） 



平成３１年度 新規入会者対象 無料体験会 
 
 
 

 

「４月から何か始めてみたい」「でも続けられるかどうかわからない」 

「教室の詳しい内容や雰囲気を知りたい」という方に。 

下記の教室におきまして無料体験会を開催します。いくつでもご参加可能です。お気軽にご参加下さい。 

【参加特典】下記の無料体験会にご参加の上、４月からの教室にご入会頂きますと、 
レッスン１回分の受講料を割引致します！ 

【対象】成人・高齢者 ☆初心者大歓迎  ※過去に同一教室に参加経験のある方は無料対象外となります。 

受付締切：3 月 23 日（土）※満員になりました場合は早期に締め切ることがございます。 

【お申し込み】元気クラブいかるが までお電話で（０７４５－５１－７１８１）お申し込み下さい。  

日 程 教 室 会 場 時 刻 
３月２４日（日曜日） 阿波踊り教室 中央体育館 武道場 １２：３０～１４：３０ 

３月２５日（月曜日） 

ゆ～スポーツ教室 中央体育館 アリーナ １０：３０～１２：００ 

ゆったりヨガ教室 中央公民館 大ホール １３：００～１４：３０ 

ゆったりエアロ教室 中央公民館 大ホール １４：４５～１６：００ 

３月２６日（火曜日） 
ラージボール卓球教室 中央体育館 アリーナ １３：３０～１６：００ 

健康フォークダンス教室 中央体育館 アリーナ １５：００～１６：３０ 

３月２８日（木曜日） 
ラージボール卓球教室 中央体育館 アリーナ １３：３０～１６：００ 

男のトレーニング教室 中央体育館 アリーナ １５：４５～１６：５５ 

３月２９日（金曜日） 
エアロビクス入門教室 中央体育館 武道場 ９：３０～１０：４０ 

トランポビクス教室 中央体育館 アリーナ １３：００～１４：３０ 

３月３０日（土曜日） 
バドミントン教室 

（高校生以上） 
中央体育館 アリーナ ９：３０～１２：００ 

その他「レディーステニス教室」「トランポリンナイト教室」につきましては４月に体験会を予定しています。 

 

 
元気クラブいかるが 
公式サイト 

http://gcikaruga.com 

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 ３月１５日発行（春号・カラー版）分 

２月４日（月）まで受付 

【配布実績】町内全戸配布１１．１００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 ０７４５－５１－７１８１ まで。 

 


