
Aコース
種　目 年会費 活　動　日 活　動　時　間 活　動　施　設 定　員

毎週月曜日（4月･11月～3月） 滝沢総合公園体育館

毎週月曜日（5月～10月） 滝沢総合公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

毎週土曜日（4月～10月） 多目的研修ｾﾝﾀｰ･滝沢総合公園野球場

第2･第4土曜日（11月～3月） 多目的研修ｾﾝﾀｰ

毎週土曜日（4月～11月） 9:00～11:00
滝沢総合公園陸上競技場・
岩手県営陸上競技場サブトラック

毎週土曜日（12月～3月） 9:00～11:00 総合公園体育館・滝沢中央小学校（予定）

剣道 8,000円 毎週日曜日 17:00～21:00 総合公園体育館柔剣道室 30名

卓球 8,000円 毎週土曜日（第5土曜日を除く） 19:00～21:00 多目的研修ｾﾝﾀｰ 30名

毎週火木曜日（4月～10月） 18:30～20:30 岩手県体育協会会館相撲場

毎週土曜日（4月～10月） 10:00～12:00 岩手県営武道館相撲場

毎週土曜日（11月～3月） 10:00～12:00 岩手県営武道館

空手道 8,000円 毎週月･土曜日 19:00～21:00 滝沢総合公園体育館柔剣道室 10名

毎週土曜日（5月～10月） 滝沢総合公園陸上競技場･大釜運動場ほか

毎週土曜日（4月･11月～3月） 大釜運動場･多目的研修ｾﾝﾀｰ

第2･第4土曜日 滝沢総合公園体育館

第1･第3･第5土曜日 滝沢中央小学校（予定）

8,000円 毎週月火水金曜日 17:00～19:00
東部体育館ﾃﾆｽｺｰﾄ（4月～10月）
冬季活動（11月～3月）※2

中学生 20名

8,000円 毎週木曜日 17:00～19:00
東部体育館ﾃﾆｽｺｰﾄ（4月～10月）
冬季活動（11月～3月）※2

20名

8,000円 毎週土曜日 11:00～13:00
東部体育館ﾃﾆｽｺｰﾄ（4月～11月）
冬季活動（12月～3月）※2

中学生 20名

毎週土曜日（5月～9月）※4月は活動無し 15:00～17:00

毎週土曜日（10月～11月） 13:00～15:00

第2･第4土曜日（12月～3月） 15:00～17:00

8,000円 毎週月曜日 17:00～19:00 滝沢総合公園体育館アリーナ 30名

8,000円 毎週木曜日 17:00～19:00 滝沢総合公園体育館アリーナ 25名

8,000円 毎週木曜日 17:00～19:00 滝沢総合公園体育館アリーナ 30名

なぎなた 8,000円 毎週金曜日 9:00～11:00 滝沢総合公園体育館柔剣道室 15名

太極拳 8,000円 第1･第2･第3月曜日 13:30～15:00 滝沢総合公園体育館柔剣道室 15名

ランニング 8,000円 適宜 15:00～日没 滝沢総合公園陸上競技場 無

バレーボール 5,000円 第2･第4土曜日 13:00～15:00 滝沢総合公園体育館 小・中学生 30名

体操※1 5,000円 不定期（主に土曜日で月に2回程度） 15:00～17:00 滝沢南中学校武道場･勤労者体育ｾﾝﾀｰ 小学生 40名

5,000円 第2･第4土曜日 11:00～13:00 滝沢総合公園体育館 小学3年～中学生 40名

5,000円 第2･第4火曜日 19:00～21:00 滝沢総合公園体育館 20名

テニス 5,000円 毎週土曜日 9:00～11:00 東部体育館ﾃﾆｽｺｰﾄ（5月～10月） 小学2年～小学6年 無

バドミントン 5,000円 第2･第4土曜日 17:00～19:00 滝沢総合公園体育館アリーナ 中学生（女子） 40名

※1受付は令和２年３月２７日（金）午後５時までとし、定員を超えた場合は抽選を行い、後日結果を発表します。

種別によっては２月２９日からの継続会員申込受付で定員に達している場合がございますので、当クラブHPにてご確認ください

教室（保険料込）

教　室 受付開始 活　動　日 活　動　時　間 活　動　施　設 対　象 参加料 定　員

毎週火曜日（火曜日コース） 13:00～15:00 半期6,000円 30名

毎週木曜日（木曜日コース） 19:00～21:00 半期6,000円 30名

毎週金曜日（金曜日コース） 13:00～15:00 半期6,000円 30名

ダンススポーツ教室
（社交ダンス） 3月14日 全29回（不定期） 10:00～11:30 多目的研修センター 小学生～一般 4,000円 無

キッズ運動教室 4月25日 土曜日（6月～2月、全10回）

8～10月
　　10:00～11:00
11～2月
　　 9:00～10:00

滝沢総合公園体育館柔剣道室
滝沢総合公園施設

幼児（年長） 5,000円 10名

室内グラウンド･ゴルフ教室 10月1日 毎週火･木曜日（12月～3月） 9:00～11:00 滝沢総合公園体育館 一般 5,000円 48名

タヒチアンダンス教室 3月14日 毎月第4土曜日 17:00～18:00 滝沢総合公園体育館柔剣道室 幼児～一般 5,000円 無

シーズン毎の活動

相の沢キャンプ場

滝沢総合公園体育館

滝沢総合公園体育館

宮城県志津川自然の家

滝沢総合公園陸上競技場

たきざわスポーツフェスティバル“2020” 滝沢総合公園

滝沢総合公園体育館・陸上競技場

滝沢総合公園

岩手山青少年交流の家

11月8日(日) 清掃活動　F1グランプリ

令和3年1月16日（土）～1月17日（日） ウインターキャンプ

エアロビ教室 3月14日

7月31日（金）～8月2日（日） サマーキャンプ

9月6日(日) 親子交流運動会

10月10日(土)

10月25日(日) 体力テスト

5月17日(日) 鞍掛山登山

6月6日(土)

小学4年～小学6年（指導者推薦必要）
中学生

※2東部体育館改修の為、調整中です

滝沢総合公園体育館柔剣道室ほか 一般

期　　　　日 内　　　　容 場　　　　所

テニス

Bコース

小学2年～一般 無

バドミントン

中学生（女子）

小学2年～小学6年

中学生（女子）

レクリエーション交流大会

6月28日(日) 指導者研修会

ソフトテニス
一般

8,000円
滝沢総合公園ﾃﾆｽｺｰﾄ（5月～11月）
滝沢総合公園体育館（12月～3月）

一般

一般

一般

バスケットボール 8,000円  9:00～11:00 小学2年～小学6年 40名

無

小・中学生

小学5年～一般

相撲 8,000円 小・中学生 20名

小学生

ラグビーフットボール 8,000円
 9:00～11:00(小)
11:00～13:00(中)

小・中学生

陸上競技 8,000円 小学生 無

対　象

ソフトテニス 8,000円 10:00～12:00 一般 20名

野球 8,000円 13:00～15:00 小学2年～小学6年 30名


