
賛助会員・地域の応援店　募集中！!　ＮＰＯ法人ＳＥＩＢＵスポーツクラブの活動を応援してください！
総合型地域スポーツクラブを通して、元気で明るいまちづくりに貢献する活動を行っています。いつも元気にがんばっている
クラブの活動に賛同し、一緒に応援してくださる企業・店舗・個人を募集しております。賛同していただける企業の皆様には、
広告スペースをご用意しています。詳しくは、ＳＥＩＢＵスポーツクラブ事務局までご連絡ください。

https://www.seibu-sports.jp/wp/
検索は「ＳＥＩＢＵスポーツクラブ」

各種SNSでも最新
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http://www.seibu-sports.jp/http://www.seibu-sports.jp/

砺波市温水プール内
〒９３９-１３１３ 富山県砺波市柳瀬２４１番地
TEL０７６３-33-3077　FAX０７６３-３３-4462

SEIBUスポーツクラブ
NPO法人
総合型地域スポーツクラブ
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SEIBUスポーツクラブ

プール営業時間及びクラブ窓口受付時間のご案内
平日と土曜日　午前10時～午後8時45分（閉館午後9時）
日曜日と祝日　午前10時～午後4時45分（閉館午後5時）
休　館　日　毎週火曜日、年末年始12月29日～1月3日
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スポーツは人生を豊かにする！！
さあ！あなたもスポーツクラブライフをはじめましょう！！

スポーツは人生を豊かにする！！
さあ！あなたもスポーツクラブライフをはじめましょう！！

　ＳＥＩＢＵスポーツクラブは、クラブを支えてくださっている多くの皆様のおかげを
もちまして、今年度でクラブ設立22年目を迎えます。設立以来多くの方に様々な形
でクラブの活動に参加していただき、地域のスポーツクラブとして定着しています。
　私達を取り巻く環境は日々変化し、健康で心豊かな生活を送るために｢スポーツ」
が不可欠なものとしてとらえられるようになりました。ＳＥＩＢＵスポーツクラブは設
立からの初心を忘れず、地域の皆様と共にスポーツ活動を通して、笑顔のあふれる
地域づくりのお手伝いに邁進していきます。

砺波市より「砺波市温水プール」の
指定管理者として施設運営を受託。
（令和5年度～令和9年度）
利用者の皆様の安全を第一に考え、
より良いスポーツ環境を提供してい
くことを目指しています。 

指定管理施設「砺波市温水プール」

NPO法人SEIBUスポーツクラブとは

★総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度（※1）　準登録クラブです
★スポーツ団体ガバナンスコード（※2）　遵守状況に関する自己説明
　及び公表を行っています
（※1）総合型クラブが、より公益性の高い「社会的な仕組み」として永続的に充実した活動を行えるよう、日本スポーツ協会と都道府県体育・スポー

ツ協会が関係団体と連携し、策定した制度
（※2）スポーツ団体が適正なガバナンスを確保するためスポーツ庁が策定した、スポーツ団体が適切な組織運営を行うための原則・規範



対　　象  セレクトされた
　　　　  小・中学生
開催曜日  土曜日
時　　間  18:00～21:00
募集人数  各20名程度
受 講 料  3,500円／月

対　　象  小・中学生
開催曜日・時間  水 19:00～21:00
　　　　  木 19:00～21:00
　　　　  土 17:00～19:00
募集人数  20名程度
受 講 料  3,800円／月

対　　象  小・中・高校生
開催曜日  水・金・土（週3回）
時　　間  水・金 18:00～19:30
　　　　  土 17:00～18:30
募集人数  30名程度
受 講 料  15,000円／3ヶ月

スクール会員ジュニアスクール会員ジュニアスクール会員ジュニア スポーツで元気はつらつ！！　楽しみながら健康な体をつくりましょう！！

このスクールは富山県ソフトテニス連盟とタイアップし、Ｕ-14の区分にお
いて毎月３月に行われる全国大会で優勝を目指し取り組んでいます。レベ
ルの高い練習環境の中で一人一人が意識を高く持ち、目標に向かって切
磋琢磨しています。

対　　象  小・中学生
開催曜日  月・木（週2回）
時　　間  19:00～21:00
募集人数  20名程度
受 講 料  4,400円／月

県内トップクラスになり、全国大会・ブロック大会出場を目指します。

対　　象  小1～小6
開催曜日  木曜日
時　　間  18:00～20:00
募集人数  各20名
受 講 料  3,600円／月

試合ができるように基本から練習します。

対　　象  小3～中3
開催曜日  ①月・木（週2回）
　　　　  ②月・木（週1回）
　　　　  どちらか1つ選択
時　　間  19:00～20:00
募集人数  各２０名
受 講 料  ①3,900円／月
　　　　  ②2,900円／月

「楽しい」が一番、たくさん動いてラリーが続くようになりましょう！

対　　象  小2～中3
開催曜日  月・水・木・金・土の
　　　　  中から曜日を選択
　　　　  週2回まで受講可
時　　間  
〈月・水・木・金〉17:30～18:30
　　　　 〈土〉16:00～17:00
募集人数  各30名
受 講 料  週1回 3,500円／月

4泳法の習得を目標としています。25ｍ以上泳げる方対象のスクールです。

県で活躍できることを目標としています。
気軽にお問い合わせ、見学に来て下さい。

選手各自の目標に合わせて幅広い指導をおこなっています。
対　　象  年中～年長
開催曜日  金曜日
時　　間  18:00～19:00
募集人数  10名程度
受 講 料  3,400円／月

対　　象  小1～小3
開催曜日  金曜日
時　　間  18:00～19:00
募集人数  10名程度
受 講 料  3,400円／月

一緒に楽しくサッカー、個性を活かしたサッカー指導を行います。

対　　象  小4～小6（～中3）
開催曜日  金曜日
時　　間  18:00～19:00
募集人数  10名程度
受 講 料  3,400円／月

ジュニアサッカージュニアサッカージュニアサッカー

対　　象  小1～小6
開催曜日  水曜日
時　　間  18:00～19:30
募集人数  20名
受 講 料  2,900円／月

男の子や女の子・学年・体格に関係なく、誰でも安全にできる鬼
ごっこみたいなラグビーです。一緒に追いかけっこしましょう！

対　　象  年少～小6
開催曜日  月曜日
時　　間  17:00～18:00
募集人数  30名
受 講 料  3,400円／月

リボンやボールを使って、楽しくおどります。

対　　象  小3～小6
開催曜日  水曜日
時　　間  19:30～21:00
募集人数  20名
受 講 料  3,400円／月

ソフトテニスはラケットやボールが軽いので初心者でも気軽に始めること
ができます。

対　　象  小1～高校生
開催曜日  ①月・金（週2回）
　　　　  ②月・金（週1回）
　　　　  どちらか1つ選択
時　　間  19:00～21:00
募集人数  各20名
受 講 料  ①5,000円／月
　　　　  ②3,600円／月

運動が苦手でも大丈夫！楽しく仲良く元気よく身体を
動かそう！

中アリーナ
　指導者：体育専門指導者ちびっこのびのびスポーツ

対　　象  年中～年長
開催曜日  月曜日
時　　間  17:30～18:30
募集人数  30名
受 講 料  3,400円／月

さまざまな運動遊びを通して、身体を動かすことの楽しさを感じ、
のびのびと豊かな心と体を目指します。

リニューアル!

※小学生はクラブの用具を使用します。中学生以上は用具を購入してもらいます。

※ちびっこサッカー、キッズサッカー、
　ジュニアサッカーは同時に行います

※ちびっこサッカー、キッズサッカー、
　ジュニアサッカーは同時に行います

※中学生で継続希望の方は指導者に
　ご相談ください。

※入会希望の方は指導者にご相談
　ください。

※入会希望の方は指導者にご相談
　ください。

梅野コーチ

カンタン、あんぜんボールを持って走ろう！齊藤コーチ

初心者でも簡単にボールが打てますので、運動が苦手な方
でも大丈夫！林コーチ

みんなで色んなスポーツに挑戦して、色
んな体力を高めていこう！！

中アリーナ
　指導者：体育専門指導者チャレンジスポーツ

対　　象  小1～小4
開催曜日  木曜日
時　　間  18：00～19：00
募集人数  30名
受 講 料  3,400円／月

運動機能が著しく向上する１～４年生の皆さんが様々な運動を経験し、ス
ポーツの楽しさやルールを理解し、協調性を高めることを目的としていま
す。また、後に専門種目を選択する際の基礎を築きます。

高柳コーチ

一緒にいろんなことにチャレンジしま
しょう！！笑顔でみんなをサポートします！！浅井コーチ

そくてんができるようになってたのしいです。

大アリーナ
　指導者：富山県体操協会指導者新体操ジュニア（女子）

市山さん

大アリーナ
指導者：富山県ソフトテニス連盟指導者ソフトテニスジュニア

※未経験の方が新体操ジュニアに
変更希望の場合は、新学年小3ま
での方でお願いします。

※チャレンジスポーツ
に新規入会希望の
方は新学年小3ま
での方でお願いし
ます。

大アリーナ
　指導者：砺波市ラグビーフットボール協会指導者タグラグビー

フェンシングの基礎といろいろなスポーツをして体の使い方の
トレーニングも行います。県内屈指の指導体制で、初心者から
経験者のレベルアップまで幅広く対応します。

全国大会の出場を目標に各自にあった練習を教えます。金道コーチ

みんなと打ち合いをするのが楽しいです。澤村さん

四泳法が泳げるように指導していきます。金島コーチ

フェンシングの基本を教えます。楽しく体の使い方を勉強しよう。前田コーチ

中アリーナ
指導者：富山県フェンシング協会指導者フェンシング

大アリーナ
指導者：日本プロテニス協会員ジュニアテニス

砺波市温水プール
指導者：砺波市温水プール指導員ジュニアスイミング

保護者の方々のご要望に応えれるように一生懸命努力します。

中アリーナ
指導者：日本サッカー協会公認指導者サッカー

大アリーナ、その他屋外施設　指導者：富山県ソフトテニス連盟指導者
ソフトテニスチャンピオン〈男子〉〈女子〉

砺波市温水プール
　指導者：砺波市ウォータースポーツ協会スイムチャンピオン

大アリーナ
　指導者：砺波市卓球協会指導者卓球チャンピオン

〈水〉大アリーナ、〈木・土〉中アリーナ
　指導者：富山県バトミントン協会指導者バドミントンチャンピオン

大アリーナ
指導者：砺波市卓球協会指導者卓球ジュニア

キッズサッカーキッズサッカーキッズサッカー

ちびっこサッカーちびっこサッカーちびっこサッカー

吉田コーチ

責任をもって、大切な子供達の指導に努めます。吉野コーチ

県大会で上位に入れるように頑張っています！雄川くん

この活動は、県内U-14の選考された選手が集まり、心技体を鍛え、
大きな目標に向かって取り組んでいます！！

宮﨑監督

優しく・丁寧な指導を心がけています。
（2015年度全国高校選抜卓球大会3位）大淵コーチ

優しく・丁寧な指導を心がけています。
（2015年度全国高校選抜卓球大会3位）大淵コーチ

県の上位に入るようにがんばりたいです。宝田さん

楽しく練習できて、上達し、県のトップレベルになりたいです。角澤くん

県のベスト４に入るようにがんばりたいです。老さん

※入会希望の方は指導者にご相談くだ
さい。別途シャトル代を集金します。

ラケットの持ち方から、基本を中心にみんなで楽しく練習しています。
対　　象  小3～小6
開催曜日  金曜日
時　　間  19:00～21:00
募集人数  20名
受 講 料  3,500円／月

中アリーナ
指導者：富山県バトミントン指導員バドミントンジュニア

楽しく明るくバドミントンが好きになるよう指導します。熊木コーチ

初心者でも基礎から楽しく練習できます。堂前さん

たくさんラリーが続くと楽しいです！嶋さん

P

基本のエアロビックに加え、ダンス要素も取り入れた内容です。楽しく体を
動かしながらリズム感や柔軟性の向上も目指します。

基本のエアロビックに加え、ダンス要素も取り入れた内容です。流行のダ
ンスを取り入れ、ダンス技術のレベルアップを図ります。  

対　　象   小1～小6
開催曜日  水曜日
時　　間   17:30～18:30
募集人数  20名
受 講 料  3,400円／月
※キッズダンスとジュニアダンスは
　同時に行います。

対　　象   中1～中3
開催曜日  水曜日
時　　間   17:30～18:30
募集人数  20名
受 講 料  3,400円／月
※キッズダンスとジュニアダンスは
　同時に行います。

中学生になっても、いろんなジャンルのダンスを踊りたいです♪佐伯さん

６年間習っています。たくさんのイベントや大会に出られて
楽しいです！澤田さん

第2トレーニング室
指導者：公認エアロビック指導者キッズダンス

第2トレーニング室
指導者：公認エアロビック指導者ジュニアダンス

名称が
変わり
ました！

名称が
変わり
ました！

中学生まで
対象学年を
広げました！

体験
OK！

体験
OK！

体験
OK！

体験
OK！

体験
OK！

体験
OK！

体験
OK！

体験
OK！

体験
OK！

500円でスクール体験OK！
※3日前までのお申込みが必要です。
　（1スクール1回のみ）



対　　象  セレクトされた
　　　　  小・中学生
開催曜日  土曜日
時　　間  18:00～21:00
募集人数  各20名程度
受 講 料  3,500円／月

対　　象  小・中学生
開催曜日・時間  水 19:00～21:00
　　　　  木 19:00～21:00
　　　　  土 17:00～19:00
募集人数  20名程度
受 講 料  3,800円／月

対　　象  小・中・高校生
開催曜日  水・金・土（週3回）
時　　間  水・金 18:00～19:30
　　　　  土 17:00～18:30
募集人数  30名程度
受 講 料  15,000円／3ヶ月

スクール会員ジュニアスクール会員ジュニアスクール会員ジュニア スポーツで元気はつらつ！！　楽しみながら健康な体をつくりましょう！！

このスクールは富山県ソフトテニス連盟とタイアップし、Ｕ-14の区分にお
いて毎月３月に行われる全国大会で優勝を目指し取り組んでいます。レベ
ルの高い練習環境の中で一人一人が意識を高く持ち、目標に向かって切
磋琢磨しています。

対　　象  小・中学生
開催曜日  月・木（週2回）
時　　間  19:00～21:00
募集人数  20名程度
受 講 料  4,400円／月

県内トップクラスになり、全国大会・ブロック大会出場を目指します。

対　　象  小1～小6
開催曜日  木曜日
時　　間  18:00～20:00
募集人数  各20名
受 講 料  3,600円／月

試合ができるように基本から練習します。

対　　象  小3～中3
開催曜日  ①月・木（週2回）
　　　　  ②月・木（週1回）
　　　　  どちらか1つ選択
時　　間  19:00～20:00
募集人数  各２０名
受 講 料  ①3,900円／月
　　　　  ②2,900円／月

「楽しい」が一番、たくさん動いてラリーが続くようになりましょう！

対　　象  小2～中3
開催曜日  月・水・木・金・土の
　　　　  中から曜日を選択
　　　　  週2回まで受講可
時　　間  
〈月・水・木・金〉17:30～18:30
　　　　 〈土〉16:00～17:00
募集人数  各30名
受 講 料  週1回 3,500円／月

4泳法の習得を目標としています。25ｍ以上泳げる方対象のスクールです。

県で活躍できることを目標としています。
気軽にお問い合わせ、見学に来て下さい。

選手各自の目標に合わせて幅広い指導をおこなっています。
対　　象  年中～年長
開催曜日  金曜日
時　　間  18:00～19:00
募集人数  10名程度
受 講 料  3,400円／月

対　　象  小1～小3
開催曜日  金曜日
時　　間  18:00～19:00
募集人数  10名程度
受 講 料  3,400円／月

一緒に楽しくサッカー、個性を活かしたサッカー指導を行います。

対　　象  小4～小6（～中3）
開催曜日  金曜日
時　　間  18:00～19:00
募集人数  10名程度
受 講 料  3,400円／月

ジュニアサッカージュニアサッカージュニアサッカー

対　　象  小1～小6
開催曜日  水曜日
時　　間  18:00～19:30
募集人数  20名
受 講 料  2,900円／月

男の子や女の子・学年・体格に関係なく、誰でも安全にできる鬼
ごっこみたいなラグビーです。一緒に追いかけっこしましょう！

対　　象  年少～小6
開催曜日  月曜日
時　　間  17:00～18:00
募集人数  30名
受 講 料  3,400円／月

リボンやボールを使って、楽しくおどります。

対　　象  小3～小6
開催曜日  水曜日
時　　間  19:30～21:00
募集人数  20名
受 講 料  3,400円／月

ソフトテニスはラケットやボールが軽いので初心者でも気軽に始めること
ができます。

対　　象  小1～高校生
開催曜日  ①月・金（週2回）
　　　　  ②月・金（週1回）
　　　　  どちらか1つ選択
時　　間  19:00～21:00
募集人数  各20名
受 講 料  ①5,000円／月
　　　　  ②3,600円／月

運動が苦手でも大丈夫！楽しく仲良く元気よく身体を
動かそう！

中アリーナ
　指導者：体育専門指導者ちびっこのびのびスポーツ

対　　象  年中～年長
開催曜日  月曜日
時　　間  17:30～18:30
募集人数  30名
受 講 料  3,400円／月

さまざまな運動遊びを通して、身体を動かすことの楽しさを感じ、
のびのびと豊かな心と体を目指します。

リニューアル!

※小学生はクラブの用具を使用します。中学生以上は用具を購入してもらいます。

※ちびっこサッカー、キッズサッカー、
　ジュニアサッカーは同時に行います

※ちびっこサッカー、キッズサッカー、
　ジュニアサッカーは同時に行います

※中学生で継続希望の方は指導者に
　ご相談ください。

※入会希望の方は指導者にご相談
　ください。

※入会希望の方は指導者にご相談
　ください。

梅野コーチ

カンタン、あんぜんボールを持って走ろう！齊藤コーチ

初心者でも簡単にボールが打てますので、運動が苦手な方
でも大丈夫！林コーチ

みんなで色んなスポーツに挑戦して、色
んな体力を高めていこう！！

中アリーナ
　指導者：体育専門指導者チャレンジスポーツ

対　　象  小1～小4
開催曜日  木曜日
時　　間  18：00～19：00
募集人数  30名
受 講 料  3,400円／月

運動機能が著しく向上する１～４年生の皆さんが様々な運動を経験し、ス
ポーツの楽しさやルールを理解し、協調性を高めることを目的としていま
す。また、後に専門種目を選択する際の基礎を築きます。

高柳コーチ

一緒にいろんなことにチャレンジしま
しょう！！笑顔でみんなをサポートします！！浅井コーチ

そくてんができるようになってたのしいです。

大アリーナ
　指導者：富山県体操協会指導者新体操ジュニア（女子）

市山さん

大アリーナ
指導者：富山県ソフトテニス連盟指導者ソフトテニスジュニア

※未経験の方が新体操ジュニアに
変更希望の場合は、新学年小3ま
での方でお願いします。

※チャレンジスポーツ
に新規入会希望の
方は新学年小3ま
での方でお願いし
ます。

大アリーナ
　指導者：砺波市ラグビーフットボール協会指導者タグラグビー

フェンシングの基礎といろいろなスポーツをして体の使い方の
トレーニングも行います。県内屈指の指導体制で、初心者から
経験者のレベルアップまで幅広く対応します。

全国大会の出場を目標に各自にあった練習を教えます。金道コーチ

みんなと打ち合いをするのが楽しいです。澤村さん

四泳法が泳げるように指導していきます。金島コーチ

フェンシングの基本を教えます。楽しく体の使い方を勉強しよう。前田コーチ

中アリーナ
指導者：富山県フェンシング協会指導者フェンシング

大アリーナ
指導者：日本プロテニス協会員ジュニアテニス

砺波市温水プール
指導者：砺波市温水プール指導員ジュニアスイミング

保護者の方々のご要望に応えれるように一生懸命努力します。

中アリーナ
指導者：日本サッカー協会公認指導者サッカー

大アリーナ、その他屋外施設　指導者：富山県ソフトテニス連盟指導者
ソフトテニスチャンピオン〈男子〉〈女子〉

砺波市温水プール
　指導者：砺波市ウォータースポーツ協会スイムチャンピオン

大アリーナ
　指導者：砺波市卓球協会指導者卓球チャンピオン

〈水〉大アリーナ、〈木・土〉中アリーナ
　指導者：富山県バトミントン協会指導者バドミントンチャンピオン

大アリーナ
指導者：砺波市卓球協会指導者卓球ジュニア

キッズサッカーキッズサッカーキッズサッカー

ちびっこサッカーちびっこサッカーちびっこサッカー

吉田コーチ

責任をもって、大切な子供達の指導に努めます。吉野コーチ

県大会で上位に入れるように頑張っています！雄川くん

この活動は、県内U-14の選考された選手が集まり、心技体を鍛え、
大きな目標に向かって取り組んでいます！！

宮﨑監督

優しく・丁寧な指導を心がけています。
（2015年度全国高校選抜卓球大会3位）大淵コーチ

優しく・丁寧な指導を心がけています。
（2015年度全国高校選抜卓球大会3位）大淵コーチ

県の上位に入るようにがんばりたいです。宝田さん

楽しく練習できて、上達し、県のトップレベルになりたいです。角澤くん

県のベスト４に入るようにがんばりたいです。老さん

※入会希望の方は指導者にご相談くだ
さい。別途シャトル代を集金します。

ラケットの持ち方から、基本を中心にみんなで楽しく練習しています。
対　　象  小3～小6
開催曜日  金曜日
時　　間  19:00～21:00
募集人数  20名
受 講 料  3,500円／月

中アリーナ
指導者：富山県バトミントン指導員バドミントンジュニア

楽しく明るくバドミントンが好きになるよう指導します。熊木コーチ

初心者でも基礎から楽しく練習できます。堂前さん

たくさんラリーが続くと楽しいです！嶋さん

P

基本のエアロビックに加え、ダンス要素も取り入れた内容です。楽しく体を
動かしながらリズム感や柔軟性の向上も目指します。

基本のエアロビックに加え、ダンス要素も取り入れた内容です。流行のダ
ンスを取り入れ、ダンス技術のレベルアップを図ります。  

対　　象   小1～小6
開催曜日  水曜日
時　　間   17:30～18:30
募集人数  20名
受 講 料  3,400円／月
※キッズダンスとジュニアダンスは
　同時に行います。

対　　象   中1～中3
開催曜日  水曜日
時　　間   17:30～18:30
募集人数  20名
受 講 料  3,400円／月
※キッズダンスとジュニアダンスは
　同時に行います。

中学生になっても、いろんなジャンルのダンスを踊りたいです♪佐伯さん

６年間習っています。たくさんのイベントや大会に出られて
楽しいです！澤田さん

第2トレーニング室
指導者：公認エアロビック指導者キッズダンス

第2トレーニング室
指導者：公認エアロビック指導者ジュニアダンス

名称が
変わり
ました！

名称が
変わり
ました！

中学生まで
対象学年を
広げました！

体験
OK！

体験
OK！

体験
OK！

体験
OK！

体験
OK！

体験
OK！

体験
OK！

体験
OK！

体験
OK！

500円でスクール体験OK！
※3日前までのお申込みが必要です。
　（1スクール1回のみ）



スクール会員スクール会員 一緒に始めてみませんか？

レッスン（エアロビクス・エクササイズ・その他）※中学生以上

脂肪燃焼にも効果的！ 楽しくストレス発散！ 体の調子を整えます☆ 心も体もリラックス♪

いろいろなジャンルのレッスンを受講できるおすすめコースです！

対　象
時　間

中学生以上・一般
レッスンスケジュールに
含まれる日中のもの

受 講 料
開催曜日
募集人数

3,800円／月
火曜日を除く月～日曜
定員なし

※都合により内容が変更する場合がございますので、ご了承下さい。　※ラージボール卓球以外のレッスンは、レッスン体験チケット（1回1,200円）でレッスン体験もできます。

エアロビクス系 ダンス系 エクササイズ系 リラクゼーション系・その他

デイタイムレッスンデイタイムレッスン フリーレッスンフリーレッスン

レッスン週1レッスン週1

第2トレーニング室
指導者：エアロビック専門指導者

開催場所は富山県西部体育センターです

ヨーガセラピー
自分のペースで行える簡単な体操で体の元気を、ゆっ
くりの呼吸と瞑想で心の健康を、自分で作ります。
対　　象
時　　間
募集人数

一般
月 13:30～14:30　水 15:00～16:00
各30名

第2トレーニング室
指導者：ヨーガ専門指導者 スタイルアップヨーガ 砺波市温水プール 2階ラウンジ

指導者：ヨーガ専門指導者

すっきりピラティス 砺波市温水プール 2階ラウンジ
指導者：ピラティス専門指導者

受 講 料 ①4,200円／月  ②3,200円／月

開催曜日 ①月・水（週2回）②月・水（週1回）

対　象
時　間
受講料

中学生以上・一般
19:30～20:30
3,400円／月

開催曜日
募集人数

木曜日
30名程度

対　象
時　間
受講料

一般
13:30～14:30
2,800円／月

開催曜日
募集人数

水曜日（月3回）
30名

ヨーガを通して体の内側から温めバランスの良い体を作りま
す。スタイルアップやストレス解消にも高い効果があります。
対　象
時　間
受講料

中学生以上・一般
19:30～20:45
3,400円／月

開催曜日
募集人数

水曜日
30名程度

ラージボール卓球
初級、中級、ベテラン、楽しく交流しています。

サークル活動

対　象
時　間
受講料

一般
10:00～12:00
1,700円／月

開催曜日
募集人数

水曜日
30名

大アリーナ
指導者：卓球指導者

※レッスン内容やタイムスケジュールにつきましては、
　ＨＰ及び館内ポスター・チラシ等で毎月ご案内いたします。

週に約10本の色々な内容の
レッスンが受講できます。

週に約20本の多彩な内容の
レッスンが受講できます。

レッスン会員の方は会員カードの提示で※アクアビクスも受講できます！！
※砺波市温水プールで行われる水中での有酸素運動です。レッスン内容は温水プールで確認ください。

※レッスンスケジュールに含まれる日中のレッスンをいくつでも受講できます。
※温水プールでのアクアビクス（水・金）も受講できます。

対　象
時　間

中学生以上・一般
レッスンスケジュールに
含まれるもの

受 講 料
開催曜日
募集人数

4,400円／月
火曜日を除く月～日曜
定員なし

※レッスンスケジュールに含まれるレッスンをいくつでも受講できます。
※温水プールでのアクアビクス（月・水・金）も受講できます。

対　象
時　間
受講料

中学生以上・一般
レッスンスケジュールに含まれるもの
3,200円／月

開催曜日 火曜日を除く月～土曜

レッスンスケジュール内で選択した1レッスンと
バラエティーレッスンが受講できます。

令
和
5
年
度
レ
ッ
ス
ン
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

※セミナーのみ受講の方は、クラブ会員特典の対象にはなりません。 ※定員に満たないコースは開催中止とする場合がございます。 詳細についてはお問い合わせ下さい。

期間限定短期セミナー

短
期
セ
ミ
ナ
ー

SEIBUテニススクール

対　　象  一般
開催曜日  金曜日　年3期8回コース
時　　間  10:00～12:00
募集人数  20名
受 講 料  6,000円／８回

大人対象の硬式テニスの教室です。

貯筋運動教室
砺波市温水プール 2階ラウンジ　指導者：専門指導者

砺波市温水プール 2階ラウンジ
指導者：専門指導者

大アリーナ
指導者：専門指導者砺波市温水プール 2階ラウンジ

指導者：専門指導者肩・腰すっきりセミナー

みんなでスローエアロビック！

対　　象  一般
開催曜日  月曜日　年3期4回コース
時　　間  10:30～11:15
募集人数  15名程度
受 講 料  2,500円／4回

対　　象  一般
開催曜日  月曜日　年2期8回コース
時　　間  19:30～20:30
募集人数  15名程度
受 講 料  5,000円／8回

ゆったりとした音楽に合わせて、簡単な動きを反復して楽しむエク
ササイズです。仲間同士が集まり、好きな音楽をかけて体を動かせ
ば気持ちも明るくなりますよ♩

肩の痛み、腰痛で悩んでいませんか？エクササイズですっきりしましょう！

加齢とともに衰える筋肉を強化する簡単な運動です！

開催
予定

逆上がりのコツを学びます。
逆上がりスペシャル

トランポリンの
バッジテスト
の技に挑戦し
ます。

トランポリン

対　　象  小1～小3
時　　期  7～8月

対　　象  小学生
時　　期  7～8月

対　　象  おおよそ60歳以上の男女
開催曜日  月曜日　年3期8回コース
時　　間  10:30～11:30
募集人数  15名程度
受 講 料  5,000円／8回

富山県トランポリン協会　協力

登録費
￥5,000

個人向け 登録費
 1団体　￥30,000

※20名以上の場合、1名増えるごとに¥1,000追加

10名以上20名程度の団体家族向け 企業向け

年会費　中学生以下・65歳以上：2,000円、一般：3,000円

登録費
 1世帯　￥10,000

※1世帯6名までの登録とさせていただきます。

登録費
 ￥60,000

※ご希望の場合は、事務局へご相談下さい。

個人チケット 団体チケットファミリーチケット 法人チケット

クラブ会員の

特典
クラブ会員の

特典
チケットはクラブ事務局で販売しています。それぞれ、１枚ずつの購入が可能です
チケットは、クラブ会員のみ使用できます。（休会中はご利用いただけません。）

チケット会員チケット会員 チケット会員になるためには登録費と年会費が必要です。
チケットの種類及び金額の変更があります。

チケット種類

レッスンチケット

SEIBUスポーツデー

一　般　700円
一　般　400円

中・高校生　500円
小・中・高校生・65歳以上　240円

一　般　280円

クラブ会員　参加料　200円

小学生（高学年）～高校生　100円
一　般　340円 小学生～高校生　160円

砺波市温水プール

第1トレーニング室
スポーツサウナ

1枚あたりの価格

軽スポーツを楽しみ、会員の交流を深める活動です。
木曜日　13：00～15：00　中アリーナ

自分に合わせて自分のペースでゆったりして
くださいね。

美奈子サッティヤ
インストラクター

日常生活の行いやすさという意味も込めたスタイルアップヨーガです！mihoインストラクター

身体の動きへの集中が心地良い時間です♡
ぜひご一緒に！mihoインストラクター

体幹のトレーニングで体の不調を改善し、すっきりし
た美しい体、健康で元気な体を手に入れましょう。

体幹しっかりヨーガ 砺波市温水プール 2階ラウンジ
指導者：ヨーガ専門指導者

対　象
時　間
受講料

中学生以上・一般
19:30～20:30
3,400円／月

開催曜日
募集人数

金曜日
30名程度

ヨーガのポーズをする為の筋肉を意識したス
クール活動をしています。

体のバランスを整えて日常生活を楽に過ごせる
ようにしていきましょう。大畑インストラクター

太極拳・気功法
年齢・体力を問わず、４０代から８０代まで練習しています。

第2トレーニング室
指導者：太極拳・気功法専門指導者

各自のペースでゆっくり動きながら体のやさしい使い方を練習します。油石先生

美味しく、楽しく、元気よく、
私のモットー。

吉田さん
老若男女誰でも楽しめる
生涯スポーツです。

金本さん
健康維持のため毎週元気
に楽しく行っています。

尾山さん

※中学生から受講できるようになりました。

※中学生から受講できるようになりました。

※中学生から受講できるようになりました。

※レッスン内容が
　変更になる場合
　があります。

※コア☆トレーニングのみ
　小学4年から参加可能です。

やさしいヨーガは、呼吸を通してご自分
の身体の状態を確認しながらゆったり
と動いて体を解していく内容です。初め
ての方でも安心してご参加頂けます。

納村インストラクター

エアロビクスで心も身体もスッキリ☆
竹島インストラクター

ぜひ、機能的なカラダづくりに参加して
みませんか。

今井インストラクター

基本的な動きで身体を大きく使い、気
持ちのいい汗をかきましょう！

浅井インストラクター

月
水
木
金
土
日

9：30 10：20 10:30 11:15
やさしいヨーガ はじめてエアロ

20:00 20:45
STRONG NATION®

19:05 19:50
リトモス

9：30 10：20 10：30 11：20
かんたんエクササイズ スマイルエアロ

19:50 20:35
オリジナルエアロ

19：00 19：40
ステップ

10：30 11：15
ファットバーン

13：00 14：00
おなかと骨盤

19:40 20:25
やさしいファットバーン

10：10 10：55 11：10 11：55
ナニ・アロハ 美尻プラス

20：00 20：45
コア☆トレーニング

19:05 19：50
リトモス

10：30 11：30
朝のパワーヨーガ
10：30 11：15
バラエティー

レッスン会員の方は温水プー
ル窓口にて会員カードの提示
でアクアビクスも受講できま
す！！
月曜　18:45～19:30
水曜　10:30～11:15
金曜　10:30～11:15
※レッスンによっては30分間
の場合あり
※デイタイムレッスンの方は水・金曜のみ受講可能
※水着、キャップ着用
※詳細は別紙アクアビクス日程表をご確認ください。

施設利用やレッ
スンの割引チケットの
購入・利用ができます。

SEIBUスポーツデー
の参加が２００円でできます。
(木曜日13:00～15:00）

短期セミナーや
イベントなどが割引料
金で受講できます。

500円お得！

120円お得！

予約制

予約制
リニュー
アル!

NEW!



スクール会員スクール会員 一緒に始めてみませんか？

レッスン（エアロビクス・エクササイズ・その他）※中学生以上

脂肪燃焼にも効果的！ 楽しくストレス発散！ 体の調子を整えます☆ 心も体もリラックス♪

いろいろなジャンルのレッスンを受講できるおすすめコースです！

対　象
時　間

中学生以上・一般
レッスンスケジュールに
含まれる日中のもの

受 講 料
開催曜日
募集人数

3,800円／月
火曜日を除く月～日曜
定員なし

※都合により内容が変更する場合がございますので、ご了承下さい。　※ラージボール卓球以外のレッスンは、レッスン体験チケット（1回1,200円）でレッスン体験もできます。

エアロビクス系 ダンス系 エクササイズ系 リラクゼーション系・その他

デイタイムレッスンデイタイムレッスン フリーレッスンフリーレッスン

レッスン週1レッスン週1

第2トレーニング室
指導者：エアロビック専門指導者

開催場所は富山県西部体育センターです

ヨーガセラピー
自分のペースで行える簡単な体操で体の元気を、ゆっ
くりの呼吸と瞑想で心の健康を、自分で作ります。
対　　象
時　　間
募集人数

一般
月 13:30～14:30　水 15:00～16:00
各30名

第2トレーニング室
指導者：ヨーガ専門指導者 スタイルアップヨーガ 砺波市温水プール 2階ラウンジ

指導者：ヨーガ専門指導者

すっきりピラティス 砺波市温水プール 2階ラウンジ
指導者：ピラティス専門指導者

受 講 料 ①4,200円／月  ②3,200円／月

開催曜日 ①月・水（週2回）②月・水（週1回）

対　象
時　間
受講料

中学生以上・一般
19:30～20:30
3,400円／月

開催曜日
募集人数

木曜日
30名程度

対　象
時　間
受講料

一般
13:30～14:30
2,800円／月

開催曜日
募集人数

水曜日（月3回）
30名

ヨーガを通して体の内側から温めバランスの良い体を作りま
す。スタイルアップやストレス解消にも高い効果があります。
対　象
時　間
受講料

中学生以上・一般
19:30～20:45
3,400円／月

開催曜日
募集人数

水曜日
30名程度

ラージボール卓球
初級、中級、ベテラン、楽しく交流しています。

サークル活動

対　象
時　間
受講料

一般
10:00～12:00
1,700円／月

開催曜日
募集人数

水曜日
30名

大アリーナ
指導者：卓球指導者

※レッスン内容やタイムスケジュールにつきましては、
　ＨＰ及び館内ポスター・チラシ等で毎月ご案内いたします。

週に約10本の色々な内容の
レッスンが受講できます。

週に約20本の多彩な内容の
レッスンが受講できます。

レッスン会員の方は会員カードの提示で※アクアビクスも受講できます！！
※砺波市温水プールで行われる水中での有酸素運動です。レッスン内容は温水プールで確認ください。

※レッスンスケジュールに含まれる日中のレッスンをいくつでも受講できます。
※温水プールでのアクアビクス（水・金）も受講できます。

対　象
時　間

中学生以上・一般
レッスンスケジュールに
含まれるもの

受 講 料
開催曜日
募集人数

4,400円／月
火曜日を除く月～日曜
定員なし

※レッスンスケジュールに含まれるレッスンをいくつでも受講できます。
※温水プールでのアクアビクス（月・水・金）も受講できます。

対　象
時　間
受講料

中学生以上・一般
レッスンスケジュールに含まれるもの
3,200円／月

開催曜日 火曜日を除く月～土曜

レッスンスケジュール内で選択した1レッスンと
バラエティーレッスンが受講できます。

令
和
5
年
度
レ
ッ
ス
ン
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

※セミナーのみ受講の方は、クラブ会員特典の対象にはなりません。 ※定員に満たないコースは開催中止とする場合がございます。 詳細についてはお問い合わせ下さい。

期間限定短期セミナー

短
期
セ
ミ
ナ
ー

SEIBUテニススクール

対　　象  一般
開催曜日  金曜日　年3期8回コース
時　　間  10:00～12:00
募集人数  20名
受 講 料  6,000円／８回

大人対象の硬式テニスの教室です。

貯筋運動教室
砺波市温水プール 2階ラウンジ　指導者：専門指導者

砺波市温水プール 2階ラウンジ
指導者：専門指導者

大アリーナ
指導者：専門指導者砺波市温水プール 2階ラウンジ

指導者：専門指導者肩・腰すっきりセミナー

みんなでスローエアロビック！

対　　象  一般
開催曜日  月曜日　年3期4回コース
時　　間  10:30～11:15
募集人数  15名程度
受 講 料  2,500円／4回

対　　象  一般
開催曜日  月曜日　年2期8回コース
時　　間  19:30～20:30
募集人数  15名程度
受 講 料  5,000円／8回

ゆったりとした音楽に合わせて、簡単な動きを反復して楽しむエク
ササイズです。仲間同士が集まり、好きな音楽をかけて体を動かせ
ば気持ちも明るくなりますよ♩

肩の痛み、腰痛で悩んでいませんか？エクササイズですっきりしましょう！

加齢とともに衰える筋肉を強化する簡単な運動です！

開催
予定

逆上がりのコツを学びます。
逆上がりスペシャル

トランポリンの
バッジテスト
の技に挑戦し
ます。

トランポリン

対　　象  小1～小3
時　　期  7～8月

対　　象  小学生
時　　期  7～8月

対　　象  おおよそ60歳以上の男女
開催曜日  月曜日　年3期8回コース
時　　間  10:30～11:30
募集人数  15名程度
受 講 料  5,000円／8回

富山県トランポリン協会　協力

登録費
￥5,000

個人向け 登録費
 1団体　￥30,000

※20名以上の場合、1名増えるごとに¥1,000追加

10名以上20名程度の団体家族向け 企業向け

年会費　中学生以下・65歳以上：2,000円、一般：3,000円

登録費
 1世帯　￥10,000

※1世帯6名までの登録とさせていただきます。

登録費
 ￥60,000

※ご希望の場合は、事務局へご相談下さい。

個人チケット 団体チケットファミリーチケット 法人チケット

クラブ会員の

特典
クラブ会員の

特典
チケットはクラブ事務局で販売しています。それぞれ、１枚ずつの購入が可能です
チケットは、クラブ会員のみ使用できます。（休会中はご利用いただけません。）

チケット会員チケット会員 チケット会員になるためには登録費と年会費が必要です。
チケットの種類及び金額の変更があります。

チケット種類

レッスンチケット

SEIBUスポーツデー

一　般　700円
一　般　400円

中・高校生　500円
小・中・高校生・65歳以上　240円

一　般　280円

クラブ会員　参加料　200円

小学生（高学年）～高校生　100円
一　般　340円 小学生～高校生　160円

砺波市温水プール

第1トレーニング室
スポーツサウナ

1枚あたりの価格

軽スポーツを楽しみ、会員の交流を深める活動です。
木曜日　13：00～15：00　中アリーナ

自分に合わせて自分のペースでゆったりして
くださいね。

美奈子サッティヤ
インストラクター

日常生活の行いやすさという意味も込めたスタイルアップヨーガです！mihoインストラクター

身体の動きへの集中が心地良い時間です♡
ぜひご一緒に！mihoインストラクター

体幹のトレーニングで体の不調を改善し、すっきりし
た美しい体、健康で元気な体を手に入れましょう。

体幹しっかりヨーガ 砺波市温水プール 2階ラウンジ
指導者：ヨーガ専門指導者

対　象
時　間
受講料

中学生以上・一般
19:30～20:30
3,400円／月

開催曜日
募集人数

金曜日
30名程度

ヨーガのポーズをする為の筋肉を意識したス
クール活動をしています。

体のバランスを整えて日常生活を楽に過ごせる
ようにしていきましょう。大畑インストラクター

太極拳・気功法
年齢・体力を問わず、４０代から８０代まで練習しています。

第2トレーニング室
指導者：太極拳・気功法専門指導者

各自のペースでゆっくり動きながら体のやさしい使い方を練習します。油石先生

美味しく、楽しく、元気よく、
私のモットー。

吉田さん
老若男女誰でも楽しめる
生涯スポーツです。

金本さん
健康維持のため毎週元気
に楽しく行っています。

尾山さん

※中学生から受講できるようになりました。

※中学生から受講できるようになりました。

※中学生から受講できるようになりました。

※レッスン内容が
　変更になる場合
　があります。

※コア☆トレーニングのみ
　小学4年から参加可能です。

やさしいヨーガは、呼吸を通してご自分
の身体の状態を確認しながらゆったり
と動いて体を解していく内容です。初め
ての方でも安心してご参加頂けます。

納村インストラクター

エアロビクスで心も身体もスッキリ☆
竹島インストラクター

ぜひ、機能的なカラダづくりに参加して
みませんか。

今井インストラクター

基本的な動きで身体を大きく使い、気
持ちのいい汗をかきましょう！

浅井インストラクター

月
水
木
金
土
日

9：30 10：20 10:30 11:15
やさしいヨーガ はじめてエアロ

20:00 20:45
STRONG NATION®

19:05 19:50
リトモス

9：30 10：20 10：30 11：20
かんたんエクササイズ スマイルエアロ

19:50 20:35
オリジナルエアロ

19：00 19：40
ステップ

10：30 11：15
ファットバーン

13：00 14：00
おなかと骨盤

19:40 20:25
やさしいファットバーン

10：10 10：55 11：10 11：55
ナニ・アロハ 美尻プラス

20：00 20：45
コア☆トレーニング

19:05 19：50
リトモス

10：30 11：30
朝のパワーヨーガ
10：30 11：15
バラエティー

レッスン会員の方は温水プー
ル窓口にて会員カードの提示
でアクアビクスも受講できま
す！！
月曜　18:45～19:30
水曜　10:30～11:15
金曜　10:30～11:15
※レッスンによっては30分間
の場合あり
※デイタイムレッスンの方は水・金曜のみ受講可能
※水着、キャップ着用
※詳細は別紙アクアビクス日程表をご確認ください。

施設利用やレッ
スンの割引チケットの
購入・利用ができます。

SEIBUスポーツデー
の参加が２００円でできます。
(木曜日13:00～15:00）

短期セミナーや
イベントなどが割引料
金で受講できます。

500円お得！

120円お得！

予約制

予約制
リニュー
アル!

NEW!



SEIBU☆フェスティバルSEIBU☆フェスティバル
開催月／3月　主催イベント

開催月／9月　

砺波市市内総合型地域
スポーツクラブ合同イベント
「フォト・ウォーキング」

砺波市市内総合型地域
スポーツクラブ合同イベント
「フォト・ウォーキング」

スポーツスクールの発表や体験ができる
クラブ主催のイベントです。

毎年人気のスキースクール！はじめてのスキーもばっちり
サポートします。ウィンタースポーツを楽しもう！！

スポーツの楽しさや健康への関心を
高めていただくことを目的とした
恒例のイベントです。

砺波市内の３つの総合型地域スポーツクラブ（トライズ・アユーズ・
SEIBU）が協力して実施するイベントです！

●２０２２年６月にクラブは設立２０周年を迎えました

●となみイオン「チューリップモールウォーキン
グ」での指導協力（月１回）を行っています

●全国中学校フェンシング選手権大会　男子団体戦
３位入賞（広上・前田・薬師選手）

●近隣の地域や学校への
外部指導も行っています

●新体操ジュニア　となみＲＧクラブ発
表会（３月開催）に賛助出演しました

長年クラブを支えてくださった皆様に心から感謝いたします
設立２０周年指導者特別表彰式を行いました

設立２０周年記念誌「ＮＰＯ法人ＳＥＩＢＵスポーツクラブ２０年のあゆみ」作成
砺波市役所を訪問し、
夏野市長に記念誌を
贈呈しました

●キッズダンス　富山県民体育大会エアロビック競技大会
出場

イベントイベント 毎年楽しいイベントを企画しています♪

※会員に入会された方は、クラブでスポーツ安全保険に加入します。

お申し込み手続き後の活動開始日について

お申し込みの際には
右記のものをご持参
ください。

①申込書
②登録費（現金）※コースによって異なります
③年会費（現金）
　 ※令和6年３月３１日まで
 中学生以下：2,000円
 一　　　般：3,000円
 65歳以上：2,000円
④写真2枚（スナップ写真可）
   ※写真は上半身のもの、縦3cm×横2.5cm
⑤印鑑（お届け印を含む）

スクール会員の方 チケット会員の方
①申込書
②年会費（現金）
　 ※令和6年３月３１日まで
 中学生以下：2,000円
 一　　　般：3,000円
 65歳以上：2,000円
③受講料（初回1ヶ月分・現金）
④写真2枚（スナップ写真可）
　※写真は上半身のもの、縦3cm×横2.5cm
⑤振替口座のキャッシュカード・通帳
⑥印鑑（お届け印を含む）

申込書

北陸銀行

預金通帳

西
部

+

+

★各種届出について★

★入会の　　ご案内★

★令和5年度受講料の振替について★

休会中は、受講料の振替がありませ
ん。（休会中はスクールの受講、会員
料金での施設利用ができません）
※毎月払いの方のみ利用可能です。
※年度の間に３ヶ月まで休会可能で
す。
※４月については、休会できません
のでご了承ください。

該当月の前月中（最終営
業日まで）２ヶ月以上続け
て休会される場合も、１ヶ
月ずつお手続きくださ
い。

★その他★

休会届 受付期間
退会の際に、必要な手続きです。必
ずお届けください。
※３ヶ月払いの方は、３ヶ月毎に退会
可能です。

該当月の前月中（最終営
業日まで）

退会届 受付期間
他のスクールまたはコースに変更す
ることが可能です。
※定員の空き状況をご確認くださ
い。
※３ヶ月払いの方も１ヶ月毎にコース
変更可能ですが、受講料・会費に
差額が発生する場合はその調整
額を次回振替えます。

該当月の前月中（最終営
業日まで）

コース変更届 受付期間

※期限までにお手続きがない場合は、継続して受講されるものとし受講料・会費を振り替えさせていただきます。 なお、返金には対応致しかねます。
※各手続きには 印鑑 が必要になります。

毎月27日が受講料の口座振替日です。（3ヶ月払いの方は3ヶ月毎の振替です。）
※27日が土日祝の場合、翌平日に振替いたします。
振替時の手数料はかかりません。
残高不足等で振替ができない場合のみ再度振替手数料（110円）をいただきます。

毎月払いの振替日

口座振替日
毎月払い

6月27日（火）
6月分

1ヶ月分
7月27日（木）
7月分

1ヶ月分
4月27日（木）
4月分

1ヶ月分
5月29日（月）
5月分

1ヶ月分
8月28日（月）
8月分

1ヶ月分
9月27日（水）
9月分

1ヶ月分
10月27日（金）
10月分

1ヶ月分
11月27日（月）
11月分

1ヶ月分
12月27日（水）
12月分

1ヶ月分
1月29日（月）
1月分

1ヶ月分
2月27日（火）
2月分

1ヶ月分
3月27日（水）
3月分

1ヶ月分

口座振替日
毎月払い

6月分 7月分4月分
4月27日（木）
5月分

3ヶ月分
7月27日（木）
8月分

3ヶ月分

9月分 10月分
10月27日（金）

11月分

3ヶ月分

12月分 1月分
1月29日（月）
2月分

3ヶ月分

3月分
３ヶ月払いの振替日

①スケジュールについて
スクール・レッスンの日程表は、クラブ事務局（砺波市温水プール）からご自由にお持ちください。
またはNPO法人SEIBUスポーツクラブのホームページからもご覧になれます。日程表でレッスン内容やスクール活動日をご確認の上、お越しください。
②氏名、住所、連絡先が変更した場合
速やかにお手続きください。重要なご連絡をする場合があります。（変更のお手続きには印鑑が必要になります。）

お申し込み当日からの活動ができません。前もってのお手続きをお願
いいたします。

・ SEIBUスポーツクラブでの活動イベント、またはその移動中
において事故にあったり、怪我をしたときに適応されます。

・ 保険期間は、加入した日から令和6年3月31日までです。

※年度途中に支払い方法は変更できません。
※入会の時期によって振替日が異なる場合があります。

スポーツ安全保険とは

下記の届出用紙は、ホームページよりダウンロードできます。

★SEIBUスポーツクラブ2022年の活動紹介★★SEIBUスポーツクラブ2022年の活動紹介★

感染症対策への取り組み アクティブ・チャイルド・プログラム（ACP）導入

ジュニアスキースクールジュニアスキースクール
開催月／1月　場所／牛岳温泉スキー場
対象／小2～小6

スポーツフェスティバル in となみスポーツフェスティバル in となみ
開催月／１０月　共催イベント
場所／富山県西部体育センター・砺波市温水プール

国・県・市からの発信情報をもとに
消毒や検温等の感染症対策に取り
組み、安全に活動ができるよう心が
けています。

子どもたちが楽しみながら積極的にからだを動かせるアクティブ・チャイルド・プログラム
（ACP）を一部子供対象スクールで導入しています。

R

チーム部門　パフォーマンス賞　受賞

一緒に体を動かそう！
たくさんの参加を
お待ちしています！

榊会長 室永理事長



SEIBU☆フェスティバルSEIBU☆フェスティバル
開催月／3月　主催イベント

開催月／9月　

砺波市市内総合型地域
スポーツクラブ合同イベント
「フォト・ウォーキング」

砺波市市内総合型地域
スポーツクラブ合同イベント
「フォト・ウォーキング」

スポーツスクールの発表や体験ができる
クラブ主催のイベントです。

毎年人気のスキースクール！はじめてのスキーもばっちり
サポートします。ウィンタースポーツを楽しもう！！

スポーツの楽しさや健康への関心を
高めていただくことを目的とした
恒例のイベントです。

砺波市内の３つの総合型地域スポーツクラブ（トライズ・アユーズ・
SEIBU）が協力して実施するイベントです！

●２０２２年６月にクラブは設立２０周年を迎えました

●となみイオン「チューリップモールウォーキン
グ」での指導協力（月１回）を行っています

●全国中学校フェンシング選手権大会　男子団体戦
３位入賞（広上・前田・薬師選手）

●近隣の地域や学校への
外部指導も行っています

●新体操ジュニア　となみＲＧクラブ発
表会（３月開催）に賛助出演しました

長年クラブを支えてくださった皆様に心から感謝いたします
設立２０周年指導者特別表彰式を行いました

設立２０周年記念誌「ＮＰＯ法人ＳＥＩＢＵスポーツクラブ２０年のあゆみ」作成
砺波市役所を訪問し、
夏野市長に記念誌を
贈呈しました

●キッズダンス　富山県民体育大会エアロビック競技大会
出場

イベントイベント 毎年楽しいイベントを企画しています♪

※会員に入会された方は、クラブでスポーツ安全保険に加入します。

お申し込み手続き後の活動開始日について

お申し込みの際には
右記のものをご持参
ください。

①申込書
②登録費（現金）※コースによって異なります
③年会費（現金）
　 ※令和6年３月３１日まで
 中学生以下：2,000円
 一　　　般：3,000円
 65歳以上：2,000円
④写真2枚（スナップ写真可）
   ※写真は上半身のもの、縦3cm×横2.5cm
⑤印鑑（お届け印を含む）

スクール会員の方 チケット会員の方
①申込書
②年会費（現金）
　 ※令和6年３月３１日まで
 中学生以下：2,000円
 一　　　般：3,000円
 65歳以上：2,000円
③受講料（初回1ヶ月分・現金）
④写真2枚（スナップ写真可）
　※写真は上半身のもの、縦3cm×横2.5cm
⑤振替口座のキャッシュカード・通帳
⑥印鑑（お届け印を含む）

申込書

北陸銀行

預金通帳

西
部

+

+

★各種届出について★

★入会の　　ご案内★

★令和5年度受講料の振替について★

休会中は、受講料の振替がありませ
ん。（休会中はスクールの受講、会員
料金での施設利用ができません）
※毎月払いの方のみ利用可能です。
※年度の間に３ヶ月まで休会可能で
す。
※４月については、休会できません
のでご了承ください。

該当月の前月中（最終営
業日まで）２ヶ月以上続け
て休会される場合も、１ヶ
月ずつお手続きくださ
い。

★その他★

休会届 受付期間
退会の際に、必要な手続きです。必
ずお届けください。
※３ヶ月払いの方は、３ヶ月毎に退会
可能です。

該当月の前月中（最終営
業日まで）

退会届 受付期間
他のスクールまたはコースに変更す
ることが可能です。
※定員の空き状況をご確認くださ
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※各手続きには 印鑑 が必要になります。

毎月27日が受講料の口座振替日です。（3ヶ月払いの方は3ヶ月毎の振替です。）
※27日が土日祝の場合、翌平日に振替いたします。
振替時の手数料はかかりません。
残高不足等で振替ができない場合のみ再度振替手数料（110円）をいただきます。

毎月払いの振替日

口座振替日
毎月払い

6月27日（火）
6月分
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7月27日（木）
7月分

1ヶ月分
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4月分

1ヶ月分
5月29日（月）
5月分

1ヶ月分
8月28日（月）
8月分
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3ヶ月分

3月分
３ヶ月払いの振替日

①スケジュールについて
スクール・レッスンの日程表は、クラブ事務局（砺波市温水プール）からご自由にお持ちください。
またはNPO法人SEIBUスポーツクラブのホームページからもご覧になれます。日程表でレッスン内容やスクール活動日をご確認の上、お越しください。
②氏名、住所、連絡先が変更した場合
速やかにお手続きください。重要なご連絡をする場合があります。（変更のお手続きには印鑑が必要になります。）

お申し込み当日からの活動ができません。前もってのお手続きをお願
いいたします。
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※入会の時期によって振替日が異なる場合があります。

スポーツ安全保険とは

下記の届出用紙は、ホームページよりダウンロードできます。
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開催月／１０月　共催イベント
場所／富山県西部体育センター・砺波市温水プール

国・県・市からの発信情報をもとに
消毒や検温等の感染症対策に取り
組み、安全に活動ができるよう心が
けています。
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お待ちしています！
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賛助会員・地域の応援店　募集中！!　ＮＰＯ法人ＳＥＩＢＵスポーツクラブの活動を応援してください！
総合型地域スポーツクラブを通して、元気で明るいまちづくりに貢献する活動を行っています。いつも元気にがんばっている
クラブの活動に賛同し、一緒に応援してくださる企業・店舗・個人を募集しております。賛同していただける企業の皆様には、
広告スペースをご用意しています。詳しくは、ＳＥＩＢＵスポーツクラブ事務局までご連絡ください。

https://www.seibu-sports.jp/wp/
検索は「ＳＥＩＢＵスポーツクラブ」

各種SNSでも最新
ニュースを更新しています♥NPO法人

ＳＥＩＢＵス
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ブＨＰを

ぜひチェッ
クしてくだ
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会員募集中！！会員募集中！！
SEIBUスポーツクラブ
NPO法人

SEIBUスポーツクラブ
NPO法人

令和5年度

みんなでつくる、楽しいスポーツクラブを目指してみんなでつくる、楽しいスポーツクラブを目指して
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？
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http://www.seibu-sports.jp/http://www.seibu-sports.jp/

砺波市温水プール内
〒９３９-１３１３ 富山県砺波市柳瀬２４１番地
TEL０７６３-33-3077　FAX０７６３-３３-4462

SEIBUスポーツクラブ
NPO法人
総合型地域スポーツクラブ
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国道３５９号砺波　　　東バイパス

砺波総合運動公園

SEIBUスポーツクラブ

プール営業時間及びクラブ窓口受付時間のご案内
平日と土曜日　午前10時～午後8時45分（閉館午後9時）
日曜日と祝日　午前10時～午後4時45分（閉館午後5時）
休　館　日　毎週火曜日、年末年始12月29日～1月3日

Y
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スポーツは人生を豊かにする！！
さあ！あなたもスポーツクラブライフをはじめましょう！！

スポーツは人生を豊かにする！！
さあ！あなたもスポーツクラブライフをはじめましょう！！

　ＳＥＩＢＵスポーツクラブは、クラブを支えてくださっている多くの皆様のおかげを
もちまして、今年度でクラブ設立22年目を迎えます。設立以来多くの方に様々な形
でクラブの活動に参加していただき、地域のスポーツクラブとして定着しています。
　私達を取り巻く環境は日々変化し、健康で心豊かな生活を送るために｢スポーツ」
が不可欠なものとしてとらえられるようになりました。ＳＥＩＢＵスポーツクラブは設
立からの初心を忘れず、地域の皆様と共にスポーツ活動を通して、笑顔のあふれる
地域づくりのお手伝いに邁進していきます。

砺波市より「砺波市温水プール」の
指定管理者として施設運営を受託。
（令和5年度～令和9年度）
利用者の皆様の安全を第一に考え、
より良いスポーツ環境を提供してい
くことを目指しています。 

指定管理施設「砺波市温水プール」

NPO法人SEIBUスポーツクラブとは

★総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度（※1）　準登録クラブです
★スポーツ団体ガバナンスコード（※2）　遵守状況に関する自己説明
　及び公表を行っています
（※1）総合型クラブが、より公益性の高い「社会的な仕組み」として永続的に充実した活動を行えるよう、日本スポーツ協会と都道府県体育・スポー

ツ協会が関係団体と連携し、策定した制度
（※2）スポーツ団体が適正なガバナンスを確保するためスポーツ庁が策定した、スポーツ団体が適切な組織運営を行うための原則・規範



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＮＰＰＯＯ法法人人  
ＳＳＥＥＩＩＢＢＵＵススポポーーツツククララブブ  

富山県砺波市柳瀬２４１砺波市温水プール内 

℡℡..00776633--3333--33007777  

 

･受 講 料 （初回１ケ月分） 

･年 会 費 （一般 3,000 円 中学生以下･６５歳以上2,000 円） 

･顔写真２枚 （縦3.0 ㎝×横2.5 ㎝：スナップ写真可） 

･印  鑑 （金融機関お届け印を含む）                        

･振替口座のキャッシュカード 
 

※キャッシュカードでのお手続きが出来ない金融機関がございます（一部の信用
組合等）キャッシュカードをお持ちではない場合やＪＡバンク等からの振替を
ご希望の方は預金通帳等の口座番号が分かるものをご準備下さい 

 

定員を超えたスクールは抽選となります。その場合は
ご連絡させていただきます。 


