
 

2019年入会受付 
 場所  関文化交流センター   

 日時  2/23 3/2 9:00～11:00  
   ＊初級スイミング教室(定員40名）は、 

     2/23のみAM8:30関文化交流センター開門時に整理券を 

    お配りします。整理券は兄弟姉妹で受講希望の場合を 

    除いて、お1人様1枚（1名分）とさせて頂きます。 

   ＊定員の設けてある教室は、定員になり次第締め切りとさせて頂きます。 

     

★みんなで気軽に楽しくスポーツ！ 

★仲間と笑顔で交流を！ 

★健康で元気にいつまでも！ 

2019年 募集要項 
2月23日（土）募集開始 
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見学は、見学は、見学は、   

いつでもいつでもいつでもOKOKOK！！！   

健康体操教室・・・ヨガ 自己整体ヨガ 健康運動 アクアビクス   

水泳教室・・・初級クラス 中級クラス 上級クラス   

スポーツ教室・・・バドミントン ソフトテニス ジュニア教室 カヌー   

スポーツフェスティバル 
 水泳記録会 カヌー体験 グラウンドゴルフ 寺ヨガ ミニバスケット大会 

文化教室・・・伊勢型紙 

水泳教室・・・初級クラス 中級クラス 上級クラス   



 

      水泳教室    ＊注意＊ 開催期間の変更！ 前期4月～6月 後期8月～11月      

  

小学生 

 土曜 17：00～18：00   

受講料12,000円/年  クラス分けキャップ 500円 
      水泳記録会参加費を含みます。 

初級クラス 

中級クラス 

講師 落合浩樹 辻村佳代子 江藤典子 佐々木佳子 
年間24回 

4月～11月 

 土曜  

既存会員のみ 新規募集はありません。 

日程表をご確認ください。 

 水曜 17：00～18：00   

日程表を 

ご確認ください。 

上級クラス 

既存会員のみ 新規募集はありません。 

火曜 17：00～18：00  

小学生 年間24回 

小学生 年間24回 

受講料12,000円/年 
水泳記録会参加費を含みます。 

4月～11月 

 水曜  

4月～11月 

 火曜  
受講料12,000円/年 
水泳記録会参加費を含みます。 

講師 落合浩樹 辻村佳代子 江藤典子  

講師 落合浩樹 辻村佳代子 江藤典子  

   スポーツ教室               

10：00～12：00  

受講料 小・中学生8,000円/年 一般10,000円/年  

13：30～15：00  小学生   

受講料 小学生8,000円/年 中学生10,000円/年  

9：00～11：00  

   受講料 5,000円/年 

バドミントン 

ソフトテニス 中学生 

講師 日本スポーツ協会公認指導員 高宮聖治 

15：00～16：30  中学生 

講師 清水年久 

体験型スポーツ 運動苦手な子も 身体を動かすことが好きになるよ！     

講師 黒宮幸次 

B&G海洋センター体育館 

観音山テニスコート 

関文化交流センター他 

ジュニア教室 

 

第2・4週 

 土曜  
 定員 30名 

小学生１年～３年 

第1・3週 

 月曜  

第2・4週 

 土曜  

５月～３月第2・4土曜  

小学４年以上 

年間24回 

年間24回 

年間22回 

一般の新規募集はありません。 

小学４年以上 

 定員40名 

日程表を 

ご確認ください。 

詳細は 学校で配布する案内をご覧下さい。   

既存会員は継続可。 

小学生 

定員 30名 

4年生以上はご相談下さい。 

いつも頑張ってるお母さん！ 
お子さんはジュニア教室で“楽しく運動” お母さんは自己整体ヨガ教室で“自分のための時間”を持ちませんか？ 

子育て応援教室 



 

    B&G海洋クラブ カヌー         亀山サンシャインパーク高塚池 鈴鹿川 

 

フリー カヌー 
日曜 9：30～11：30   

講師 B&G海洋センター育成士 辻村俊孝 

日程表をご確認ください  

公認指導士が基礎から指導します。親子参加でコミュニケーションツールに♪ 手ぶらで参加出来ます！  

4月～9月 第1・3週 

    日曜  

家族割り 

受講料 一人10,000円 /年  
家族割（2人以上） 1人7,500円/年  

年間12回 

  
  注意事項 

小学生 フリー 大人 

＊活動日程表はお申し込み時にお配りします。 

＊天候等により、日程・時間・場所等が変更になる場合があります。ご了承ください。 

＊スポーツフェスティバル・イベントは、教室配布チラシ・ホームページよりお申込み下さい。 

2019年度 

中学1年生～3年生 

16歳以上 

女性限定のものもあります 
小学生～大人 

2019年度 

小学1年～6年 中学生 

 

19：30～20：30  

アクアビクス 講師 服部久美 

    健康体操教室 

     受講料 10,000円/年 

健康運動 

19：30～20：30   

講師 落合浩樹 

ヨガ 講師 小島愛子 

自己整体ヨガ 講師 住田朋子 

関文化交流センター 

関老人福祉センター 

第2・4週 

 土曜  

日程表をご確認ください  定員 45名 

9：30～10：30   

第1・3週 

 水曜  

大 人（女性） 

     受講料 8,000円/年 

第2・4週 

 土曜  
  受講料 8,000円/年 
スポフェス“寺ヨガ2回”の参加費を含みます。 

北部ふれあい交流センター 

4月～10月 

 金曜   受講料 12,800円/年      
プール使用料 4,800円/年を含みます。 

B&G海洋センタープール 

大 人 

大 人 

大 人 
年間24回 

年間24回 

年間24回

寺ヨガ2回 

を含む 

年間24回 

 9：30～11：30   

いつも頑張ってるお母さん！ 
お子さんはジュニア教室で“楽しく運動” お母さんは自己整体ヨガ教室で“自分のための時間”を持ちませんか？ 

いつも頑張ってるお母さん！ 
お子さんはジュニア教室で“楽しく運動” 送迎出来る時間設定です。“自分のための時間”を持ちませんか？ 子育て応援教室 



 

 

       イベント    秋のハイキング ・ライフキッズスポーツクラブ 

 

 

紅葉を楽しみながらのんびり歩いてみましょう。 

10月26日（土） ハイキング 馬籠宿と妻籠宿 

   参加料 一般 5,000円  会員 4,000円  

＊ 詳細は 開催教室配布チラシ・ホームページをご覧下さい。 

 

    伝統文化 伊勢型紙教室                関文化交流センター 

伝統文化伊勢型紙 講師 南部幸生 
フリー 

 定員35名 

第4週                                                    

 日曜  
     受講料 5,000円/年 

   10：00～12：00 年12回  

年間12回 

関文化交流センター 

参加料 親子（大人1人と3歳以上未就学児の子ども1人）300円/3回  
          但し子どもの参加が1人増えるごとに150円増   

＊ 詳細は 開催教室配布チラシ・ホームページをご覧下さい。 

ライフキッズスポーツクラブ 

第1回 10月19日（土）10：15～11：15  ふしぎ新聞紙  

第2回 11月  2日（土）10：15～11：15   お家にある物で遊んじゃお！ 

第3回 11月16日（土）10：15～11：15  どきどきサーキット  
＊参加対象 就学時前の幼児（3才以上） 

＊参加条件 親子で参加    

幼少児の基礎体力作りと、親子体操を通して親子のふれあいや

運動にしたしむ機会を作ることを目的としています。 

昔の町並みへタイムスリップして歩く 

10月27日(日)に変更

小坂
取り消し線



日程・時間・場所等が変更になる場合があります。ご了承ください。 

Wakuwaclub 

Sports Festival 2019 
2019. 5.25（土）  1st 寺ヨガ 

2019. 6.22（土）  第1回 水泳記録会 

2019. 8.11（日）  グラウンドゴルフ大会 一般・親子 

2019. 8.25（日）  カヌー体験  

2019.10. 5（土）  第2回 水泳記録会 

2019.10.12（土）  2nd 寺ヨガ 

2019.10.13（日）   ミニバスケットボール大会 

        スポーツフェスティバル           

＊詳細は、全て広報・教室配布チラシまたはホームページをご覧下さい。 

＊全て個別の募集です。 

  お申込みはチラシまたはホームページのお申込みフォームよりお願いします。 

スポーツ振興くじ助成事業 

5
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小坂
取り消し線

小坂
取り消し線



会費 
    入会には、年会費とスポーツ安全保険料及び各教室の受講料が必要です。  

途中入会の場合も同額です。 

途中退会の場合、年会費・スポーツ安全保険料・受講料は、返金出来ません。  

全ての教室は、各教室登録会員のみが受講できます。  

複数の教室を受講できますが、それぞれの受講料が必要となります。 

2019年入会受付 
入会受付場所  関文化交流センター 

日  時  2月23日（土）  3月2日（土） 午前9：00～11:00 
        ＊安全確保のため、定員がある教室があります。 

                    ＊定員になり次第締め切りとさせていただきます。ご了承ください。   
                        ＊以降の入会に関してのお問い合わせは、事務局まで。            

3/3以降は、ホームページからも入会手続きが出来ます！ 

  https://wakuwaclub.net/  

スタッフ募集中！ 
 クラブ運営にご協力いただける方を募集しております。事務、スポーツ指導及び  その補助など、関心のある方・

ご協力いただける方は、クラブマネージャー小坂（090-1624-3546）までご連絡ください！ 

  特定非営利活動法人 Let’sスポーツわくわくらぶ 事務局  

                       〒519-11１2  

                                       亀山市関町中町463-3 関まちなみ文化センター内 

                      電話   ０８０－１６０８－６１１９ 

                          ホームページ   https://wakuwaclub.net/ 

                          Mail    wakuwaclub@hi2.enjoy.ne.jp 

保険（スポーツ安全保険） 補償金額 

◎シンボルマーク 

「わくわくらぶ」のイニシャルを使って、大人と子どもが 

     球技をしている様子を表現しています。〔Design; 西村 永〕  

対象者 年会費 
スポーツ安全 
保険料 

加入 
区分 (年間)受講料 

子ども  小･中学生 2,000円   800円 A1 各教室案内に記載 

大人  高校生～64歳 2,000円  1,850円 C 各教室案内に記載 

〃  65歳以上 2,000円  1,200円 B 各教室案内に記載 

大人(伊勢型紙教室のみ受講･高校性以上) 2,000円   800円 A2   5,000円 

加入区分 死亡 
後遺障害 
(最高) 

入院 
(1日につき) 

通院 
(1日につき) 

A1、A2、C  2,000万円  3,000万円  4,000円  1,500円 

B   600万円   900万円  1,800円  1,000円 

わくわくらぶ 




