
申込み・問合せ：開成水辺スポーツ公園　℡  ０４６５-８3-1331

主催：開成町総合型スポーツクラブ

総合型
スポーツクラブ教室

開成町開成町

親子サッカー教室イメージ親子サッカー教室イメージ

走り方教室イメージ走り方教室イメージ

ソフトボール教室イメージソフトボール教室イメージ

3 月3 月3 月

ホームページも見てね！

「誰でも」 !!
参加者
募集
参加者
募集

スポーツしようよ。スポーツしようよ。

「誰でも」

「好きなレベルで」

「いつでも」

「好きなレベルで」

「いつでも」
「世代を超えて」「世代を超えて」

お知らせお知らせ

って？

http://kaisei-ssc.net/http://kaisei-ssc.net/

第1回

開催！開催！開催！

タグラグビークラブ
小学生部員募集開始！

「未病を治す」とは?
「未病を治す」とは?

小学生部員募集開始！

２０１５年新春　パークゴルフペアマッチ大会

初心者向けにパークゴルフ教室を
開催します。ボールの打ち方から
コースでの実践までを指導します。
　教室で練習して2015年1月18日
　のペアマッチ大会に是非ご参加
　ください。

/12
2014年

13：00～15：00
20土

この事業は、

スポーツ振興くじ

の助成を受けて

活動しています。

18/1
2015年18日

1. 夫婦ペア
　　75 組　36 ホール　参加費　1 組￥3,000
2. 男女ペア
　　75 組　36 ホール　参加費　1 組￥3.000
3. 親子ペア
　　20 組　18 ホール　参加費　1 組￥1,000
　　（お子さんは小学 3 年生以上中学 3 年生まで）
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ペアマッチ大会
参加申し込み
ペアマッチ大会

参加申し込み

申込み
ついて

パ

ー
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パ

ー
クゴルフ教室

参加料 ￥200

神奈川県内はもちろん東京都、千葉県のチームも
参加する大きな大会です。
タグラグビーは男女を問わず誰でも楽しめる安全な
スポーツです。
　開成町総合型スポーツクラブではタグラグビー
クラブを創り、小学生部員の募集を開始しました。
開成町で行われる県大会に足柄上郡及び開成町の
タグチームとしてみんなで出場しよう！

神奈川県内はもちろん東京都、千葉県のチームも
参加する大きな大会です。
タグラグビーは男女を問わず誰でも楽しめる安全な
スポーツです。
　開成町総合型スポーツクラブではタグラグビー
クラブを創り、小学生部員の募集を開始しました。
開成町で行われる県大会に足柄上郡及び開成町の
タグチームとしてみんなで出場しよう！

特定の病気にかかってから治療するのではなく、普段の生活において
「心身の状態を整えて、より健康な状態に近づける」ことです。
より健康な状態を保つためには適度な運動が必要です。
新鮮な空気の中、芝生の上太陽の光をいっぱいに受けながらクラブ 1 本とボール
1 個で楽しめるパークゴルフは未病を治す最適な生涯スポーツです。
まだパークゴルフを経験していない方、経験の浅い方を対象とした初心者講習会
が下記の日程で行われます。参加料無料です。奮ってご参加ください。

主催：開成町総合型スポーツクラブ

2015 年10月「第 31 回 神奈川県タグラグビー大会」

開成水辺スポーツ公園　開催決定！
2015 年10月「第 31 回 神奈川県タグラグビー大会」

開成水辺スポーツ公園　開催決定！

2015 年10月「第 31 回 神奈川県タグラグビー大会」

開成水辺スポーツ公園　開催決定！

開成町総合型スポーツクラブ事務局

開成水辺スポーツ公園
パークゴルフ場 ☎0465-83-1331開成町吉田島27103月  1日（日）

12:00～15:00

日 程 場　所 住　所 お問い合わせ

南足柄市
広町パークゴルフ場 ☎0465-71-0880南足柄市広町2313月  ８日（日）

12:00～15:00

中井中央公園
パークゴルフ場 ☎0465-81-3893中井町比奈窪5803月22日（日）

12:00～15:00

山北町パークゴルフ場 ☎0465-75-3789山北町山北3313-43月15日（日）
12:00～15:00

南足柄市大口河川敷
パークゴルフ場

☎0465-72-3688南足柄市班目1548-13月29日（日）
12:00～15:00

参加申し込み
・お問い合わせ

☎０４６５-８3-1331  FAX ０４６５-８３-１３３２

開成町総合型スポーツクラブ事務局
☎０４６５-８3-1331  FAX ０４６５-８３-１３３２

メールアドレスメールアドレス
  kaiseissc@gmail.com  kaiseissc@gmail.com

パークゴルフパークゴルフ
初心者講習会参加者募集！初心者講習会参加者募集！

参加
無料

参加
無料



総合型
スポーツクラブ教室参加者募集

主催：開成町総合型スポーツクラブ   申込み・問合せ：開成水辺スポーツ公園　℡  ０４６５-８3-1331  FAX ０４６５-８３-１３３２

(                           )

３月の教室の日程３月の教室の日程３月の教室の日程

開成町開成町

【お伝え頂く内容】   （1）希望する教室名（2）参加者氏名（3）年齢　（4）住所  （5）連絡先
           【募集締切】   開催日 3 日前
               【参加費】   当日、受付にて徴収します。
        【雨天の場合】   屋外の教室は雨天中止になります。中止の場合は連絡先に連絡を致します。

テニス教室テニス教室
日 　　時　３月２８日（土）　19：00 ～ 20：30

場 　　所　町立文命中学校体育館

対 　　象　小学３年生以上の初心者から中級者

内 　　容　ラケットの持ちかた、ボールの打ち方

講 　　師　開成町総合型スポーツクラブ

申込定員　２０人 

参　　加　　費　２００円（スポーツ保険加入料込）

持　　ち　　物  運動のできる服装、
　　　　　テニスシューズ、テニスラケット

場 　　所　開成グリーンテニスクラブ

対 　　象　小学３年生以上の初心者から中級者

内 　　容　ラケットの持ちかた、ボールの打ち方

講 　　師　開成グリーンテニスクラブ

申込定員　２０人 

参　　加　　費　２００円（スポーツ保険加入料込）

持　　ち　　物  運動のできる服装、
　　　　　テニスシューズ、テニスラケット

場 　　所　開成町水辺スポーツ公園 ソフトボール場

対 　　象　２歳児～４歳児とその保護者

内 　　容　親子で体操や、ボール、フラフープなどを
　　　　　使った楽しい運動

講 　　師　湘南ベルマーレフットボールアカデミーコーチ

申込定員　親子３０組 

参　　加　　費　１組５００円（スポーツ保険加入料込）

持　　ち　　物  運動のできる服装、運動靴、飲み物、タオル

日 　　時　３月２８日（土）　10：00 ～ 11：30

場 　　所　開成水辺スポーツ公園、ソフトボール場

対 　　象　小学生で早く走りたい人

内 　　容　走るための正しい動きつくり

講 　　師　開成町総合型スポーツクラブ

申込定員　３０人 

参　　加　　費　２００円（スポーツ保険加入料込）

持　　ち　　物  運動のできる服装、運動靴、
          飲み物、タオル

日 　　時　①３月１３日（金）　10：00 ～ 11：30
　　　　　②３月２５日（水）　10：00 ～ 11：30

日 　　時　①２月  ７日（土）　18：00 ～ 19：30
　　　　 ②２月２１日（土）　18：00 ～ 19：30

場 　　所　町立文命中学校 テニスコート

対 　　象　小学生以上の初心者から中級者

内 　　容　ラケットの持ちかた、ボールの打ち方

講 　　師　開成町総合型スポーツクラブ

申込定員　３０人 

参　　加　　費　２００円（スポーツ保険加入料込）

持　　ち　　物  運動のできる服装、
　　　　　テニスシューズ、テニスラケット

日 　　時　①３月１４日（土）　18：00 ～ 19：30
　　　　 ②２月２８日（土）　18：00 ～ 19：30

場 　　所　町立文命中学校 テニスコート

対 　　象　小学生以上の初心者から中級者

内 　　容　ラケットの持ちかた、ボールの打ち方

講 　　師　開成町総合型スポーツクラブ

申込定員　３０人 

参　　加　　費　２００円（スポーツ保険加入料込）

持　　ち　　物  運動のできる服装、
　　　　　テニスシューズ、テニスラケット

走り方教室走り方教室

バスケットボールバスケットボール

親子サッカー教室親子サッカー教室

メール、電話、FAX または、直接窓口へ
お申込みください。（木曜日休園）
申込みメールアドレス  kaiseissc@gmail.com

お申込み
方法

申
込
書

Ｆ
Ａ
Ｘお名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　（カタカナ）

希望する教室名

年齢

歳

学生の場合　学年

ご住所 電話番号

ニュースポーツ教室ニュースポーツ教室

 　　

日 　　時　１１月２６日（日）　10：00 ～ 11：30日 　　時　３月８日（日）　10：00 ～ 12：00

場 　　所　町立開成小学校　体育館

対 　　象　4 歳から小学 2 年生まで

内 　　容　ハーフコートを使ってのミニバスケで
　　　　　お子さんも楽しめるスポーツです。

講 　　師　開成町総合型スポーツクラブ

申込定員　３０人 

参　　加　　費　２００円（スポーツ保険加入料込）

持　　ち　　物  動のできる服装、上履きの運動靴、
　　　　　タオル、飲み物

場 　　所　町立開成小学校　体育館

対 　　象　4 歳から小学 2 年生まで

内 　　容　ハーフコートを使ってのミニバスケで
　　　　　お子さんも楽しめるスポーツです。

講 　　師　開成町総合型スポーツクラブ

申込定員　３０人 

参　　加　　費　２００円（スポーツ保険加入料込）

持　　ち　　物  運動のできる服装、上履きの運動靴、
　　　　　タオル、飲み物

日 　　時　１月１７日（土）　13：30 ～ 15：00日 　　時　１月１７日（土）　13：30 ～ 15：00

日 　　時　２月１１日（水祝）　13：30 ～ 15：00日 　　時　２月１１日（水祝）　13：30 ～ 15：00

場 　　所　開成町水辺スポーツ公園 ソフトボール場

対 　　象　小学１年生以上、親子の参加も歓迎

内 　　容　ボディコンタクトのない安全で
　　　　　ゲーム性の高いラグビー
講 　　師　日本ラグビー協会公認　タグラグビーティーチャー

申込定員　３０人 

参　　加　　費　２００円（スポーツ保険加入料込）

持　　ち　　物  運動のできる服装、運動靴、飲み物、タオル

場 　　所　開成町水辺スポーツ公園 ソフトボール場

対 　　象　小学１年生以上、親子の参加も歓迎

内 　　容　ボディコンタクトのない安全で
　　　　　ゲーム性の高いラグビー
講 　　師　日本ラグビー協会公認　タグラグビーティーチャー

申込定員　３０人 

参　　加　　費　２００円（スポーツ保険加入料込）

持　　ち　　物  運動のできる服装、運動靴、飲み物、タオル

場 　　所　町立開成小学校 体育館

対 　　象　小学４年生以上で興味がある方

内 　　容　ファミリーバドミントン、バウンスボールで
　　　　　楽しく体を動かします
講 　　師　開成町総合型スポーツクラブ

申込定員　３０人 

参　　加　　費　２００円（スポーツ保険加入料込）

持　　ち　　物  運動のできる服装、室内履き、
　　　　　飲み物、タオル

場 　　所　町立開成小学校 体育館

対 　　象　小学４年生以上で興味がある方

内 　　容　ファミリーバドミントン、バウンスボールで
　　　　　楽しく体を動かします
講 　　師　開成町総合型スポーツクラブ

申込定員　３０人 

参　　加　　費　２００円（スポーツ保険加入料込）

持　　ち　　物  運動のできる服装、室内履き、
　　　　　飲み物、タオル

ニュースポーツ教室ニュースポーツ教室

楽しみ
ながら
頑張る！

タグラグビークラブ部員募集タグラグビークラブ部員募集
むずかしい技術はなにもいらない！

楕円形のボールを持って走り、味方にボールをパス、

スポーツの苦手な子だって大丈夫！

腰につけた 2 本のタグをお互いに取ったり取られたり、

ボールを持って相手ゴールを目指そう！

ソフトテニス教室ソフトテニス教室

募集対象：　6 歳以上小学 6 年生まで
会　 費　：　月額 1500 円　
     詳細はお問い合わせください。

みんなで楽しもう！
みんなで楽しもう！

めざせ！未来の金メダル！

タグラグビー教室タグラグビー教室

http://kaisei-ssc.net/http://kaisei-ssc.net/


	A4たて_表面27.2.6
	A4たて_裏面27.2.8

