令和２年度
令和２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

蓮池トップライナーズ

少
播磨ウエストフレンズ

練
習
蓮池小学校 運動場
土・祝
9:00～18:00
日 12:30～18:00

播磨西小
小学生
男子･女子

播磨西小学校 運動場
土･日･祝 9:00～17:00

年少～小学生
男子･女子

播磨南小学校 運動場
土･日･祝 9:00～18:00

会 費
入会金5,000円
2,400円～
3,700円／月
＋父母会800円
入会金2,000円
2,700～
3,900円／月

年

対 象
蓮池小
小学生
男子･女子

東播ナインストリーム

野
球

兵庫K-Ballクラブ

兵庫播磨リトルリーグ
野球協会

小学生
男子･女子

小学生
男子･女子

東はりま特別支援学校 運動場
浜田球場（月１回）
土･日 9:00～13:00 or
13:00～17:00
望海公園球場・浜田球場
土･日･祝
8:０0～17:00

小学生
女子

播磨クラブ

小学生
女子
蓮池小
小学生
女子

蓮池小学校 体育館
土･日 9:00～12:00
祝日も練習する時があります

バ

播磨ジュニア

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
8:00～11:00

レ
ー ボ
ー
ル

蓮池ジュニア
バレーボールクラブ

蓮池ドリームス

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

小学生
男子･女子

年長～小学生
男子･女子

小学生
男子･女子

柔 道

播磨柔道倶楽部

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

剣 道

播磨町少年剣道クラブ

年中～小学生
男子･女子

年長～小学生
男子･女子

蓮池小学校 体育館
土
9:00～13:00
日 13:00～17:00
祝 半日
播磨南小学校 運動場
土･日･祝 9:00～12:00
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 17:30～20:50
播磨中学校
木 19:00～21:00
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
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

4,000円／月

079-437-2201

P
R
代表者・問合せ先
元気・勇気・根気をモットーに楽しく野球の基本
を学ぼう！蓮池っ子あつまれ！！
＜代表者＞山口敏弘
https://www.ikz.jp/hp/hasuike-tl/
090-6320-4834
（山田）
投げるのが下手でも、走るのが遅くても大丈夫で
す。野球がちょっとだけ好きな人ＯＫ！君もいっ ＜代表者＞中山昭一
しょに野球を始めよう。
090-8655-5335
https://www.ikz.jp/hp/harimawest/
（増井）
チーム６訓
「元気」「やる気」「勇気」「根気」「人気」「感謝」 ＜代表者＞岩垣貴明
https://tnstream.jimdofree.com/
090-1134-2472
（岩垣）

入会金5,000円 持てる力を出し尽くせ。一走全力！
2,500円／月

＜代表者＞山本栄策
090-5054-6135
（藤井）

兵庫播磨リトルリーグは播磨町を中心に活動している小
入会金5,000円 学生硬式野球チームです。年長さんから６年生までの２ ＜代表者＞富田和昭
4,500円／月 ４名の子供達が望海球場を中心に土曜、日曜、祝日に厳 090-7872-0126
しく楽しく、礼儀、挨拶、野球を学んでいます。
（福田）
入会金2,000円 勝つ喜びと、負ける悔しさを経験すると共に、体 ＜代表者＞羽納龍男
３,000円／月 力の向上を目指す。
090-7886-1819
（羽納）
2,000円／月

楽しいバレーボールに参加してみんなで健康な体 ＜代表者＞扇谷一徳
を作ろう。大きな声で”播磨クラブファイト！”
079-437-4639
（扇谷）

1,500円／月

現在１２名で楽しく活動しています。見学、体験 ＜代表者＞橋野道春
お待ちしています。
090-1914-9336
（橋野）
ボールをつなげ！心をつなげ！仲間と共に今、輝
3,000円／月 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
気いっぱいのチームです。楽しいイベントもたく 090-9998-6026
さんあるよ！
（伊東）
サッカーを通して礼儀や整理整頓の力も養い、元
入会金3,000円 気いっぱいの選手たちが練習に励んでいます。無 ＜代表者＞古川紗綾佳
2,000円／月 料体験実施していますので、是非お待ちしていま
す。http://w01.tp1.jp/~a239139221/
入会金1,000円 おーいで、おーいで、ジョーセフーに、おーいで！ ＜代表者＞藁科文雄
1,000円／月 https://joseph-hasuike.amebaownd.com/
090-6056-6633
（粟田）
入会金別途
1,000円／月

心と身体を鍛えよう！！入部は随時募集中！！

入会金3,000円 信頼できる仲間とともに、自分磨き
2,000円／月 体を鍛える少林寺拳法

＜代表者＞池田博明
090-3268-0446
（小西）
＜代表者＞赤松幸子
090-1597-0715
（赤松）

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 079-437-7307
います。
（松﨑）

種目

団体名

対

象

年少～小学生
極真会館 森上道場
（極真空手）

男子･女子

空
手
ダ

年少～小学生
男子･女子

日本空手道 一心館
正井道場

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

ダンシングチーム
ＫＩＲＡＲＡ
（ジャズダンス）

年少～小学生
男子･女子

ピピング

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
スポーツスクール

年中～小学生
男子･女子

ン

播磨町琉球
空手道サークル

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 19:00～20:50
播磨西支部
播磨中学校 体育館
土 19:00～20:50
総合体育館 中体育室
土･日 15:00～16:50
月
水
金

会 費
P R
入会金5,000円 極真空手を学び、精神的・肉体的に強くなろう。
4,000円～
ＨＰは「森上道場」で検索して下さい。
5,000円／月
入会金5,000円 ３回／年の審査会、２回／年の大会を目標に、物
4,000円／月 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、指導させて頂きます。
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。
明るく楽しく元気良くをモットーに活動していま
入会金6,000円 す。
2,000円／月 https://renshinkan-kobe.localinfo.jp/

ス
体育

私達の空手は瓦を割ったり、直接打撃を与えたり
入会金4,000円 するものではなく、寸止めで尚且つプロテクター ＜代表者＞正井貴之
3,000円／月 を付けておこなうスポーツです。一度体験しに来 080-8512-8446
て下さい。
（正井）
武道を通じて、心身の鍛練はもちろん、姿勢や言
蓮池小学校 体育館
入会金3,000円 葉の使い方を教え、心からの幸せに子供達を近づ ＜代表者＞北田喜一
木 19:00～20:30
3,000円／月 けます。
090-1679-5770
HPは「聖優会館」で検索して下さい！
（北田）
中央公民館
ダンシングチームKIRARAは、心と体に輝きを与
水 17:00～18:00 3歳～低学年 3,500円／月 え続けるダンスチームです。ファミリーは２歳～ ＜代表者＞西尾弘子
18:00～19:00 高学年
９０歳までのメンバーが今を大切にダンスを通し 080-1528-6126
19:00～20:40 中高生
て仲間づくりや表現力、人間力を磨いています。
（保月）
野添コミセン・南部コミセン
３歳から高校生までの元気いっぱいの子ども達と日々レ
金 18:00～21:00 男子
1,650～
ッスンに取り組み、地域のイベントなどに参加させて頂 ＜代表者＞大西麻央
土 15:30～20:30 女子
2,750円／月 いております。一緒にピピングでダンスをしましょう！ 080-1480-1061
19:00～21:00 中高生
instagram@teamhothearts
（大西）
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 090-5463-2414
す。http://studio-be-yu.com/home
（豊田）
19:00～20:30 小5～
総合体育館 大体育室
とび箱、鉄棒、マット、なわとび、ボールを通じ、
木 16:15～17:05 4･5歳児 入会金1,000円 楽しく元気に行っています。見学、体験は随時可 ＜代表者＞片山和也
17:15～18:05 小学生
4,400円／月 能です。
079-227-7074
http://aiki-sports.net
（アイキ事務局）

毎週火･木曜日 16:30～18:00

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
毎週金曜日 17:00～18:50

季節によって時間変更あり
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)

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
今年度の募集についてはお問い合わせください。

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

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1,500円

詳しくは079-437-2201まで

今年度の募集についてはお問い合わせください。

会費：1,000円／月
道具使用料

＜代表者＞大垣恵二
090-3920-1883
（大垣）

蓮池小学校 体育館
播磨小学校 体育館
播磨南小学校 体育館
17:00～19:00

は り ま 陸 上 ク ラ ブ

毎週水曜日

申込先
＜代表者＞森上儀彦
080-1497-0926
（森上）
＜代表者＞馬本康司
090-5902-2429
（馬本）
＜代表者＞飯田健二
090-8526-6336
（飯田）

1,000円／年

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）

カワイ体操教室・新体操教室
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：4,700円／月（SC21はりま会員）
5,500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

17:00～18:00（年長）
17:00～18:15（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：年会費10,000円、5,300～8,000円／月
申込先 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ｻｯｶｰｽｸｰﾙ 078-335-5678

