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文部科学省推奨事業（総合型地域スポーツクラブ） 

     ＮＰＯ法人  かつしか地域スポーツクラブ認定第１号 

         
クラブ通信 Ｈ27 年 6 月号  発行元：こやのエンジョイくらぶ広報部  

（ホームページアドレス）ht tp : / /koyano -ec . j imusho . j p  
 

ジュニア硬式テニス教室を開催します！ 

夏休みに集中して練習しレベルアップを目指しましょう。 
 

○日 程 ８月３日（月）、４日（火）、７日（金）１０日（月）、１１日（火）、１７日（月） 

予備日：８月２１日（金）、２４日（月） 

 ○時 間 10：00～12：00 

 ○場 所 小菅東スポーツ公園テニスコート（Ｃ・Ｄ・Ｅ面） 

 ○参加費 お１人 4,000 円 ※ラケット貸出あり 

 ○申 込 クラブ事務局あてにファックス（専用チラシの裏面が申込書になってます。） 

申込締切 
７月６日（月） 

対象 
小学 3～6 年生 

対象 
小学 4～6 年生 

 

夏休み小学生スポーツ塾を開催します！ 

夏休みにたくさんのスポーツを体験し、お友だちをたくさん作りましょう！ 

日程 午前・午後 種目 会場 

8/7（金） 午前 開講式/カローリング 旧小谷野小学校体育館 

8/8（土） 午前 合気道 旧小谷野小学校クラブ

室 

８/11（火） 

午前・午後 スラックライン※ 旧小谷野小学校体育館 

※スラックライン 
ベルト状のラインを利用しその上を、歩く、跳ぶなどするスポーツ。 
最近では、体幹トレーニングにも効果的と注目されている。 

８/19（水） 午前 ボウリング 青戸ボウル 

8/21（金） 
午前 トランポリン 

総合スポーツセンター 
エイトホール 

午後 アーチェリー 
総合スポーツセンター 
アーチェリー場 

8/25（火） 午前 ボッチャ/閉講式 旧小谷野小学校体育館 
 

○参加費 5,000 円 

○申 込 クラブ事務局あてにファックス（専用チラシの裏面が申込書になっています。） 

申込締切 
７月２５日（土） 



 

平成２７年度ＮＰＯ法人こやのエンジョイくらぶ事業計画【抜粋】 

1 事業目的 

多種目、多世代へのスポーツ機会の提供を通して、まちの地域コミュニティ 

活性化の一助とする。 

 

２ 定期開催事業 

（１）オリジナルプログラム 

 プログラム名 月間開催数 

１ 元気アップ体操（南綾瀬）① 週１回 

２ 元気アップ体操（南綾瀬）② 週１回 

３ 健康ダーツ 月４回 

４ バウンドテニス 月４回 

５ 卓球 週１回 

６ ソフトテニス 週１回 

７ 気功（初級者コース） 週１回 

８ 気功（中級者コース） 週１回 

９ 囲碁 週１回 

10 健康マージャン（午前） 週１回 

11 健康マージャン（午後） 週１回 

12 押し花 月１回 

13 初心者エアロビクス 月４回 

14 硬式テニス（小学生） 週１回 

15 硬式テニス（中学生以上） 週１回 

16 フラ 月３回 

17 太極拳 月４回 

18 元気アップ体操（堀切）① 週１回 

19 元気アップ体操（堀切）② 週１回 

20 ヨガ 週１回 

21 バドミントン 週１回 

22 ノルディックウォーキング 週１回 

23 いきいきチアダンス 月４回 

24 男の料理 月１回 

25 スナッグゴルフ 月２回 

26 コーラス 月２回 

27 グラウンド・ゴルフ 月３回 

    ※開催は予定ですので、会場の都合等により変更、中止の場合があります。 



 

 

 

 

 

  

 

（２）教室プログラム 

 ○チアダンス（KOYANO Beans）【定期募集】 

 ①定期レッスン（Tiny・Youth・Junior強化レッスンを含む） 

クラス名 月間開催数 

キッズ・BeansⅠ・BeansⅡ 週１回 

Tiny・Youth・Junior 週１回 

Youth＆Junior基礎練習 月２回 

   ②演技発表他 

日時 イベント名 

８月２２日（土） ダンス・オン・ステージ（日本チアダンス協会） 

１０月１２日（祝月） かつしかスポーツフェスティバル 

１０月１８日（日） 南綾瀬地区センターまつり 

１０月２５日（土） 全日本チアダンス選手権大会 

３月１３日（日） かつしかふれあいＲＵＮフェスタ２０１６ 

 

○合気道【随時募集】 

①定期練習 

クラス名 月間開催数 

少年部・一般部 週１回 

②その他 

日時 イベント名 

7月１９日（日） 全日本少年少女武道錬成大会（合気道） 

    

○親子体操教室【随時募集】 

 クラス名 月間開催数 

①２～３歳クラス・②１歳クラス 週１回 

 

４ イベント事業 

① 学校連携事業【葛飾区受託事業】 近隣小学校に実施予定 

② ジュニア硬式テニス教室 ７～８月 

③ 夏休み小学生スポーツ塾 ７～８月 

④ 夏休み木工教室 ８月 

⑤ 小学生星空教室  

⑥ スポーツフェスタ２０１５【都補助金事業】 １１月１日（日） 

⑦ シニアスポーツ振興事業【都補助金事業】 １１月中旬 

⑧ 干支押し花教室  

⑨ かつしかふれあいＲＵＮフェスタ２０１６（イベント協力） ３月１３日（日） 

⑩ 桜フェスタ２０１６ ３月２０日（日） 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  編集後記 

今年度も区の受託事業として、近隣小学校８校の授業で陸上教室を実施します。 
バルセロナオリンピック陸上４００Ｍ日本代表の渡邊高博氏にご指導いただき、走り方の 

基礎にプラスして、ハードル、幅跳びなどは現役選手の実技にも触れる機会を作ります。 
走ることはすべてのスポーツの基本。多くの子どもたちが、スポーツに興味、関心を持って 

くれるとうれしいですね。                          （Ｎ） 

 

ＮＰＯ法人こやのエンジョイくらぶクラブハウス（事務局） 

 

〒124-0006 葛飾区堀切４－６０－１ 

（旧小谷野小学校内） 

ＴＥＬ：０３－６６６２－９５００ 

ＦＡＸ：０３－６６６２－９５０１ 

ホームページアドレス 

http://koyano-ec.j imusho.jp 
  

 《クラブハウス開設日》 

  火曜日・木曜日 12：00～16：00  

土曜日     10：00～16：00 
 

クラブ応援団（賛助会員）のみなさま（平成２６年度）【順不同掲載】 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊ 
 

賛助会員の募集は、随時、行っております！ 

１口５千円です。個人、団体のどちらでも、また何口でも構いません。 

ご協力いただける方は、クラブハウス事務局まで、お知らせください。 

みなさまのご支援をお待ちしております！ 

亀有信用金庫 様 

（株）川上精巧 様 

（有）トマト 様 

黒川 幹雄 様 

山中 實二 様 

小森 政枝 様 

平間 和子 様 

 

堀切四丁目北町会 様 

堀切南町会 様 

堀切東町会 様 

堀切中央町会 様 

堀切四丁目中町会 様 

堀切西町会 様 

堀切北町会 様 

堀切京南自治会 様 

 


