2019年度
2019年度

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
登録団体
登録団体 小学生会員募集案内
小学生会員募集案内

ＮＰＯ法人スポーツクラブ２１はりまには様々な種目の団
体が登録しており、日々練習に励んでいます。その団体の中
で小学生を対象とした団体を紹介します。
練習の見学は自由ですので、お気軽に見学下さい。詳しい
活動については各団体のＨＰや申込先へご連絡下さい。
校区を越えた仲間とスポーツを楽しみましょう！
ＮＰＯ法人スポーツクラブ２１はりま

種目

団

体

名

播磨少年クラブ

対 象
練
習
播磨･播磨南小 播磨小学校 運動場
小学生
木･金
16:00～18:00
男子･女子
土･日･祝 9:00～16:00

小学生
男子･女子

播磨ウエストフレンズ

小学生
男子･女子

播磨西小学校 運動場
土･日･祝 9:00～17:00
低学年は9:00～12:00

東播ナインストリーム

年長～小学生
男子･女子

少

蓮池トップライナーズ

蓮池小学校 運動場
土
9:00～18:00
日 12:30～18:00

年
野
球

兵庫K-Ballクラブ

兵庫播磨リトルリーグ

播磨ジュニア

小学生
男子･女子

年長～小学生
男子･女子

小学生
女子

バ
レ

播磨クラブ

ー ボ
ー

蓮池ジュニア
バレーボールクラブ

小学生
男子･女子

小学生
女子

播磨南小学校 運動場
土･日･祝 13:00～17:00
東はりま特別支援学校 運動場
浜田球場
土･日 9:00～13:00
8:00～12:00
望海公園球場・浜田球場
土･日･祝
8:30～17:00

総合体育館 大体育室
火 19:00～20:50
播磨小学校 体育館
土･日･祝 13:00～17:00
播磨小学校 体育館
木･金 19:00～21:00
土･日
8:00～12:00

会 費
P
R
代表者・問合せ先
入会金2,000円 野球を通し礼儀正しく、心の強い子供の育成を目
2,500円～
指しています。心を一つに全力プレーで野球を楽 ＜代表者＞竹内義
5,000円／月 しみましょう！！
https://www.ikz.jp/hp/harimasyoune/
入会金5,000円 元気・勇気・根気をモットーに楽しく野球の基本
2,400円～
を学ぼう！蓮池っ子あつまれ！！
＜代表者＞山口敏弘
3,700円／月
http://www.ikz.jp/hp/hasuike-tl/
＋父母会800円
入会金2,000円
1,500～
元気に全力プレー！みんなで野球をやろう！
＜代表者＞中山昭一
3,900円／月 http://www.ikz.jp/hp/harimawest/
元気・やる気・勇気・根気・人気・感謝の六訓を
モットーに、野球の技術と人間力の向上にがんば ＜代表者＞岩垣貴明
っているチームです。
http://www.ikz.jp/hp/9st/
肩・肘に負担の少ないトレーニング法で、長く野
入会金5,000円 球を続けられる事を目的とする「投げる・打つ・ ＜代表者＞北山知樹
2,500円／月 走る」の基本練習重視の野球教室です。
http://hyogo.pop.co.jp/hyogo-kball-club
入会金5,000円 新チーム結成に向けメンバー大募集中。年長さん
4,500円／月 から6年生までの少年少女をお待ちしています。 ＜代表者＞富田和昭
兄弟割引有
ヤクルト山田哲、広島小園選手も兵庫県のリトル
出身です。http://hyogoharimall.89dream.jp/
4,000円／月

３,000円／月

播磨町のスポーツイベントに参加しながら、バレ
ーボールを通じて、たくさんの友達をつくりまし ＜代表者＞扇谷一徳
ょう！

3,000円／月

チームでつなぐことができると、すごく嬉しく楽
しいです。みんなでつなぐことができるように、 ＜代表者＞橋野道春
練習しています。いつでも気軽に遊びに来てくだ
さいね！
ボールをつなげ！心をつなげ！仲間と共に今、輝
こう！ドリームスはバレーも遊びも一生懸命、元 ＜代表者＞伊東恵子
気一杯のチームです。楽しいイベントもたくさん
あるよ！
バレーボールの楽しさを知ってもらおうと、ベテ
ラン女性コーチが指導にあたっている、アットホ ＜代表者＞田中喜美子
ームな雰囲気のチームです。

蓮池小学校 体育館
土･日･祝 9:00～12:00

播磨WEST

サ ッカ ー

播磨サッカークラブ

ハ ンドボ ー ル

ジョセフ蓮池

柔

播磨柔道倶楽部

蓮池小学校 体育館
土
9:00～13:00
日 13:00～17:00
祝 半日
播磨西小学校 体育館
小学４～６年生
土 9:00～13:00
女子
日 9:00～12:00
小学生
男子･女子

年長～小学生
男子･女子

小学生
男子･女子

立志塾

年中～小学生
男子･女子

播磨町少年剣道クラブ

年中～小学生
男子･女子

道

年長～小学生
男子･女子

播磨南小学校 運動場
土･日･祝 9:00～12:00
（第2日曜日は休み）
蓮池小学校 体育館
土 16:00～19:00
日
9:00～12:00

総合体育館 中体育室
土･日 17:00～20:50

剣 道

播磨中学校 武道場
金･日 19:00～21:00
別府中学校 武道場
火 19:00～21:00
総合体育館 大･中体育室
水 19:00～20:50
土 17:00～19:30
日 17:30～19:30

負けるくやしさと勝つ喜びを体験すると共に、体 ＜代表者＞羽納龍男
力の向上を目指す。

2,000円／月

ル
蓮池ドリームス

079-437-2201

1,500円／月
姉妹割あり

「サッカーをしたい男子女子集まれ！」サッカー
2,000円／月 を始めたい初心者。そろそろ試合やってみたい経 ＜代表者＞坂口正信
験者。興味をもった子は無料体験へLet's go！
http://w01.tp1.jp/~a239139221/
ハンドボールというスポーツを知っていますか。
入会金1,000円 楽しく、そして楽しく、からの楽しいスポーツで ＜代表者＞藁科文雄
1,000円／月 す。一度来てね！男の子、女の子、みんな待って
ます！https://joseph-hasuike.amebaownd.com/
1,000円／月

体も心もきたえよう！
http://www.harimajc.com

＜代表者＞池田博明

立志塾は少年柔道クラブです。週３回の練習で挨
入会金1,000円 拶、礼儀から柔道の技まで、心技体を楽しく厳し ＜代表者＞髙橋秀紀
1,000円／月 く鍛えます。一緒にやる気のある年中～小学生、大募 （たかはし整骨院）
集中です！http://risshijuku.g2.xrea.com/
剣道は礼儀・集中力が身につく、幼児からお年寄
入会金2,000円 りまで一緒にできる武道です。私達は「明るく、 ＜代表者＞坂口利雄
3,000円／月 楽しく、強くなろう」を合言葉に、稽古を頑張っ
ています。

種目

団体名

対

象

年少～小学生
男子･女子

極真会館 森上道場
（極真空手）

空
手

播磨町琉球
空手道サークル

年少～小学生
男子･女子

日本空手道 一心館

年少～小学生
男子･女子

拳法道 聖優会館

年少～小学生
男子･女子

少林寺拳法

少林寺拳法
はりまスポーツ少年団

小学生
男子･女子

ダ

年少～小学生
男子･女子

ＰＩＰＩＮＧ

年少～小学生
男子･女子

キッズダンス
ＢＥ－ＹＵ

年少～小学生
男子･女子

アイキ子供体操

年中～小学生
男子･女子

ン

ダンシングチーム
ＫＩＲＡＲＡ
（ジャズダンス）

練 習
総合体育館 中体育室
木 19:00～20:30
日 17:00～18:30
播磨南支部
播磨南中学校 武道場
土 19:00～21:00
播磨西支部
播磨中学校 体育館
土 19:00～20:50

会 費
入会金5,000円
4,000円～
5,000円／月
入会金5,000円
4,000円／月

３回／年に審査会、２回／年の大会を目標に、物
事を達成することを学びながら、心身の強さを育
てる稽古を重点に、指導させていただきます。
空手を通じて心身共に強くなって下さい。同時に
様々な地域、年代の人々と仲良くなってコミュニ
ケーション能力も身に付けて下さい。
ただいま３才児からご年配まで同じメニューで一
入会金5,000円 緒に汗を流しています。1ヶ月間の体験期間もあ
2,000円／月 るのでお気軽にお越し下さい。
https://renshinkan-harima.localinfo.jp/
私達の空手は瓦を割ったり、直接打撃を与えたり
するものではなく、寸止めでなおかつプロテクタ
ーを着けておこなう、武道の心をもったスポーツ
です。一度無料体験に来てください。
入会金3,000円
3,000円／月 武道を通じて、ハッピーな人生を過ごそう！
兄弟割引あり HPは「聖優会館」で検索して下さい。

総合体育館 中体育室
土･日 15:00～16:50
月
水
木

P R
極真空手を学び、精神的・肉体的に強くなろう。
HPは「森上道場」で検索して下さい。

蓮池小学校 体育館
播磨小学校 体育館
野添コミセン
17:00～19:00

蓮池小学校 体育館
木 19:00～20:30
播磨南中学校 武道場
月 19:00～21:00
総合体育館 中体育室
木 19:30～20:50
中央公民館 大ホール
水 17:00～20:30
レッスン時間は
学年によって異なります
野添コミセン・南部コミセン
金 18:00～21:00 男子
土 15:30～20:30 女子

ス
体育

毎週火･木曜日 16:30～18:00
季節によって時間変更あり

＜代表者＞馬本康司

＜代表者＞飯田健二

＜代表者＞大垣恵二

＜代表者＞松下康之

＜代表者＞北田喜一

入会金3,000円 信頼できる仲間とともに自分を磨き、体を鍛える ＜代表者＞赤松幸子
2,000円／月 少林寺拳法。

ＳＣ２１はりまミニバスケットボールクラブ
●小学２～3年生（miniミニバスケ）

毎週水曜日

17:00～18:50

●小学４～６年生

場所：秋ヶ池運動場
対象：小学３～６年生
(3･4年生は陸上教室に参加された方)
会費：３･４年生 1,500円／月
５･６年生 2,000円／月
(一部の大会参加費を含む)

毎週金曜日

17:00～18:50

対象：ミニバス教室に参加された方
場所：播磨町総合体育館 大体育室
会費：1,000円／月
今年度はすべての学年定員となりました！

はりま★スナッグゴルフクラブ
場所：秋ヶ池運動場

ＮＰＯ法人スポーツクラブ
２１はりま主催教室

対象：小学１～６年生

入会金1,000円

16:00～18:00

未就学児はご相談下さい

年会費小人1,200円

詳しくは079-437-2201まで

会費：1,000円／月
道具使用料

＜代表者＞森上儀彦

元気いっぱい、笑顔いっぱいダンスを通して頑張
2,500円／月 る心、楽しむ心、感謝の心を勉強しています。感 ＜代表者＞中村英里
（積立込み）
情豊に心と身体に輝きを与え続けるダンスチーム
です。http://kirara.xyz
ダンスを通じて仲間を大切にすること、一生懸命
1,500～
物事に取り組む事を日々、メンバー全員で学び、 ＜代表者＞大西麻央
2,500円／月 活動しています！
instagram@teamhothearts
中央公民館 大ホール
いろんなジャンルのダンスを通じて、異年齢交流、
月 17:30～18:30 2歳～小1 2,500円／月 地域のイベントへの出演、地域密着のチームです。 ＜代表者＞豊田友子
18:00～19:00 小2～4
高学年以上クラスは、ダブルダッチにも挑戦中で
19:00～20:30 小5～
す。http://studio-be-yu.com/home
総合体育館 大体育室
とび箱、鉄棒、マット、なわとび、ボール等を使
木 16:15～17:05 年中･年長 入会金1,000円 用して楽しく運動を行います。体育が苦手な方も ＜代表者＞中村隆司
17:15～18:05 小学生
4,212円／月 大歓迎です。
http://aiki-sports.net

は り ま 陸 上 ク ラ ブ

毎週水曜日

申込先

ＳＣ２１はりまサッカークラブ
●

年中・年長クラス
毎週木曜日 15:00～16:00
場所：はりまシーサイドドーム
会費：1,000円／月

●小学１～２年生クラス

毎週金曜日 16:00～17:15
場所：はりまシーサイドドーム
会費：1,000円／月
●小学３～4年生クラス

毎週木曜日 16:30～18:00
場所：はりまシーサイドドーム
会費：2,000円／月
●小学5～6年生クラス

毎週金曜日 17:30～19:00
場所：うみえーる広場フットサルコート
会費：2,000円／月
今年度の年中～小学4年生は定員となりました！

1,000円／年

カワイ体操教室・新体操教室
テ ニ ス ス ク ー ル
トップランテニスカレッジ 専属コーチ
第１～4火曜日
16:00～16:50(６才～未経験の４年生)
17:00～17:50(４年生～中学生)
場所：はりまシーサイドドーム
会費：4,370円／月（SC21はりま会員）
5,400円／月（一般）

株式会社河合楽器製作所カワイ体操教室コーチ
第１～３月曜日
15:00～16:00（新体操）
15:30～16:20（年少～年長）
16:30～17:20（1～2年）
17:30～18:20（3～6年）
場所：播磨町総合体育館

大体育室

会費：3,780円／月（SC21はりま会員）
4,320円／月（一般）

ヴィッセル神戸

はりま校サッカースクール

ヴィッセル神戸スクールコーチ
水曜日 17:05～18:05（年長）
17:05～18:20（1･2年生）
18:30～19:45（3･4年生）
18:15～19:45（5･6年生）
場所：はりまシーサイドドーム
会費：入会金10,000円、5,200～7,800円／月
申込先 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ｻｯｶｰｽｸｰﾙ 078-335-5678

