サイクリング
【日

平成３０年度

第３期

時】９／１７（月･祝）９：００～１５：００ 雨天中止
播磨町総合体育館集合 → → 舞子公園（昼食・舞子海上プロムナード、橋の科学館など見学）→
→ 播磨町総合体育館解散（総走行距離約４０ｋｍ）
詳細は受付時にお渡しします。
【参加資格】今までのサイクリング教室に参加された方 定員２５名
安全のためヘルメットの着用を
【参 加 費】SC21はりま会員 ５００円 ＋ ヘルメットレンタル100円
お願いします。
【締め切り】９／１４（金） 定員になり次第締め切ります

手
【主催】NPO法人スポーツクラブ２１はりま
NPO法人スポーツクラブ２１はりま

【後援】播磨町教育委員会

079-437-2201（受付時間 ９：００～１９：００）

第３期では１８種目の教室を開催します。フィンランド生まれのニュースポーツ
「モルック」が初登場です。暑さも少し和らぎ、体を動かしやすい季節がやってき
ました。色々な種目に参加し、スポーツの秋を楽しんで下さい！

芸

【日
時】９／２２（土）１５：００～１７：００
【場
所】播磨町総合体育館 １F談話室
【参加資格】小学１年～６年 定員２０名
【参 加 費】SC21はりま会員 ３００円（材料費を含む）
【締め切り】９／１９（水） 定員になり次第締め切ります

陸 上 競 技

UVレジンで可愛い
小物を作ろう！

年間申込み出来ます！

【日

参加申し込み方法
NPO法人スポーツクラブ２１はりま事務局（播磨町総合体育館受付窓口９：００～１９：００）が
申し込み窓口です。播磨町外の小学生はスポーツクラブ21はりまに入会すると参加いただけます。
※一人で複数の教室を申し込むことも可能です。申し込み後の、参加料等の返金は一切できません。
スポーツクラブ２１はりま 入会金：1,000円（初年度のみ必要）
年会費 小人：1,200円（傷害保険料を含む。平成３１年３月３１日まで有効）

≪スポーツ保険≫
［SC２１はりま会員］保険料はスポーツクラブ２１はりま年会費に含まれます
『エース保険』平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで有効
☆保険対象範囲：団体活動中とその往復途上
☆ケガや熱中症、脱水症などでの入院、通院１日目から補償されます
☆今年度のスポーツクラブ事業すべてに対応しています
［SC21はりま非会員］保険料は教室参加費に含まれます
☆保険対象範囲：子どもいきいきスポーツ教室活動中とその往復途上
☆ケガや熱中症、脱水症などでの入院、通院１日目から補償されます

時】９／１５（土）
・９／２２（土）
・１０／６（土）
・１０／２０（土）
・１０／２７（土）
９：００～１１：００
※雨天予備日１１／１７（土）
【場
所】秋ヶ池運動場
【参加資格】小学１年～６年
帽子、なわとび、飲み物を
【参 加 費】1,200円［SC21はりま会員 ６００円］
持ってきて下さい。
【締め切り】９／１２（水）

クォーターテニス
【日

時】９／１５（土）
・１０／２０（土）
・１１／３（土）
９：００～１１：００
【場
所】播磨町総合体育館 1F大体育室
【参加資格】小学３年～６年 定員３０名
【参 加 費】８００円［SC21はりま会員 ４００円］
【締め切り】９／１２（水） 定員になり次第締め切ります

バレーボール
【日

時】９／１５（土）
・９／１６（日）
・９／２２（土）
・１０／２８（日）
９：００～１１：００
学年やレベルに応じてバレー
【場
所】播磨小学校 体育館
ボール全般を行います。
【参加資格】小学１年～６年
【参 加 費】1,000円［SC21はりま会員 ５００円］
（ソフトバレー、皮バレー）
【締め切り】９／１２（水）

≪みんなのスポーツ パスポート≫
最終日に渡すスポーツ証３枚で１つスタンプを押します。スポーツ証3枚（種目は問いません）
とパスポートをスポーツクラブ２１はりままで持ってきて下さい。スタンプを１０個集めると
記念メダルがもらえます。

雨天での中止や教室開催の判断が難しい場合は、教室開始１時間前
以降にスポーツクラブ２１はりま（079-437-2201）に問い合
わせていただくかホームページhttp://www.sc21-harima.com/
の「最新のお知らせ」でご確認下さい。
個別に連絡致しませんのでよろしくお願いします。

バドミントンコートでスポンジボ
ールを打ち合うミニテニスです。

ペ タ ン ク

播磨町ペタンク協会 主管

【日

時】９／１５（土）
・１０／６（土）
・１１／１７（土）
１３：００～１５：００
【場
所】明姫幹線高架下（喜瀬川沿い・黒田小児科北側）
【参加資格】小学１年～６年
【参 加 費】６００円［SC21はりま会員 ３００円］
【締め切り】９／１２（水）

目標球に金属製のボールを投げ合って、
より近づけることを競うスポーツです。

バドミントン
【日

時】９／１５（土）
・９／２２（土）
・１０／１３（土）
・１１／１７（土）
１５：００～１７：００
【場
所】播磨町総合体育館 1F大体育室
ラケットを持っていない人は貸し
【参加資格】小学４年～６年
出しします。親子で参加できます。
【参 加 費】1,200円［SC21はりま会員 ６００円］
（大人1回200円）
【締め切り】９／１２（水）

スナッグゴルフ

体 操 ①・②

【日

時】９／１６（日）
・９／２３（日）
・９／３０（日）
・１０／７（日） ※雨天予備日１０／１４（日）
９：００～１１：００
【場
所】秋ヶ池運動場
スイング・ルール・マナーはゴルフと一緒です。
【参加資格】小学１年～６年
ゴルフの第一歩としてスナッグゴルフをしてみま
【参 加 費】８００円［SC21はりま会員 ４００円］
せんか。大人も１回200円で参加できます。
【締め切り】９／１３（木）

【日

時】１０／１３（土）
・１０／２７（土）
・１１／３（土）
①１１：００～１２：００ ②１２：００～１３：００
【場
所】播磨町総合体育館 1F大体育室
【参加資格】開脚とびが苦手な①小学１年～２年 ②小学３年～６年 定員各１０名
【参 加 費】①②各1,200円［SC21はりま会員 ①②各６００円］
【締め切り】１０／１０（水） 定員になり次第締め切ります

モ ル ッ ク

硬 式 テ ニ ス

【日

時】９／１７（月･祝）
・９／２３（日）
・９／２４（祝･月）
・９／３０（日）※雨天予備日１０／７（日）
１５：００～１７：００
フィンランド生まれのニュースポーツで、
【場
所】うみえーる広場
【参加資格】小学１年～６年 定員１５名
木の棒を投げて５０点ぴったりを目指し
【参 加 費】８００円［SC21はりま会員 ４００円］
ます。大人も1回200円で参加できます。
【締め切り】９／１４（金） 定員になり次第締め切ります

【日

時】１０／１４（日）
・１０／２１（日）
・１１／４（日）
・１１／１１（日）
１２：００～１４：００
【場
所】はりまシーサイドドーム
【参加資格】小学４年～６年（初心者）
ラケットを持っていない
【参 加 費】1,400円［SC21はりま会員 ７００円］
人は貸し出します。
【締め切り】１０／１１（木）

年間申込み出来ます！

ミニバスケット
【日

時】９／２２（土）
・１０／７（日）
・１０／１３（土）
・１０／２７（土）
・１１／４（日）
９：００～１１：００
【場
所】播磨町総合体育館 1F大体育室
【参加資格】小学１年～６年
【参 加 費】1,2００円［SC21はりま会員 ６００円］
【締め切り】９／１９（水）

ダ

ツ

播磨町ダーツ協会 主管

【日
時】１０／２７（土）９：００～１１：００
【場
所】播磨町総合体育館 1Fミーティング室
【参加資格】小学３年～６年
【参 加 費】２００円［SC21はりま会員 １００円］
【締め切り】１０／２４（水）
播磨町グラウンドゴルフ協会 主管

【日

【日

時】９／２２（土）
・９／２４（月･祝）
・１０／１３（土）
・１０／２７（土）
１３：００～１５：００
【場
所】播磨町総合体育館横 浜田自由広場 ※雨天時 総合体育館２F中体育室
【参加資格】小学１年～６年 定員２０名
【参 加 費】1,000円［SC21はりま会員 ５００円］
グローブを持ってきて下さい。
【締め切り】９／１９（水） 定員になり次第締め切ります

時】１０／２７（土）
・１１／１７（土）
・１１／２４（土） ※雨天予備日 １２／１（土）
１４：００～１６：００
【場
所】秋ヶ池運動場
【参加資格】小学１年～６年
【参 加 費】６００円［SC21はりま会員 ３００円］
【締め切り】１０／２４（水）

年間申込み出来ます！

サッカー①・②
【日

時】１０／６（土）
・１０／１３（土）
・１０／２７（土）
・１１／３（土） ※雨天予備日１１／１７（土）
①１１：００～１２：３０ ②１２：３０～１４：００
【場
所】秋ヶ池運動場
【参加資格】①小学１～２年 ②小学３～６年 定員各２０名
ボール（４号球）があれば持
【参 加 費】①②各1,200円［SC21はりま会員 ①②各６００円］
ってきて下さい。
【締め切り】１０／３（水） 定員になり次第締め切ります

球

ー

グラウンドゴルフ

軟 式 野 球

卓

播磨町テニス協会 主管

播磨町卓球サークル

主管

【日

時】１０／１３（土）
・１０／２０（土）
・１０／２７（土）
１１：００～１３：００
【場
所】播磨町総合体育館 2F中体育室
【参加資格】小学１年～６年
【参 加 費】８００円［SC21はりま会員 ４００円］
【締め切り】１０／１０（水）

スラックライン
時】１０／１３（土）
・１０／２７（土）
・１１／３（土）
１１：００～１３：００
【場
所】播磨町総合体育館 １F大体育室
【参加資格】小学４年～６年 定員１０名
綱渡りをするバランススポーツです。
【参 加 費】６００円［SC21はりま会員 ３００円］
バランス感覚や集中力が鍛えられます！
【締め切り】１０／１０（水） 定員になり次第締め切ります

←このマークの付いている種目（陸上、ミニバスケット）は３～５期分
一括申込み（1,800円）できます。年間申し込みはSC21はりま会員
のみの受け付けで、申込み後の返金は一切出来ません。

平成３０年度 第３期
子どもいきいきスポーツ教室 申込書
※申し込みは料金を添えてスポーツクラブ２１はりままで！ 個人情報は教室のみで利用します。

＜SC21はりま会員＞

＜ 非 会 員 ＞

平成30年度継続している ・ 継続する（1,200円）
・ 継続しない

入会する（2,200円）
・ 入会しない

会員No.

ふりがな

氏 名
学校・学年

新規入会・非会員の方は太枠内も記入して下さい
これまでの教室に（ 参加した ・ 参加していない ）

小学校

年 〒

（

円）

（

円）

（

円）（ 男 ・ 女 ） 平成

参加種目

【日

℡（

）

ー

（参加費）
年

月

日生（

「スポーツクラブ２１はりま」会員は申し込み時に会員カードを提示してください！

歳 ）

