
　※クラブ活動中、指導者から身体的に注意してほしい点等(例：ぜんそく等)がありましたら、申込書下の空欄にご記入ください。

名 簿

 平成 ２６年

住　　所
 〒

ふりがな

氏　名

領 収 証
（クラブ控）

平成26年度 あらいジュニアスポーツクラブ 申込書

切  り  取  り  線

　　上記のとおり、会費を添えて申込みます。

　

生年月日 平成　　   年　 　　月　　　　日 (　　　　歳)                      学校　　　　　年

電話番号 男　　　　女性 別

種 目 名

領　収　証

　　　　　　　　 　　　      　様

                   　  　 　　　円

　　　　   　　　　　          円

　　　　　　　　　様

　　　　　　　    円

 平成２６年度「あらいジュニアスポー
ツクラブ受講料」、「スポーツクラブあ
らい年会費」として領収しました。

保 険

月　　 　日

 平成 ２６ 年  　 　 月 　　　　日

あらいジュニアスポーツクラブ

　NPO法人スポーツクラブあらい

  

                                                  
                               
 
 

○申込方法…下記の申込用紙に必要事項を記入し、受講料(会費)を添えて、各クラブへお申し込みください。 
      ※ 受講料は、各クラブで異なります。 
○会費2,000円は、スポーツクラブあらいへ納入ください。※会費内訳＝スポーツクラブあらい年会費1,000円、 
 事務費・活動中の傷害保険料等1,000円(保険料高額のため、高校生2,500円・サッカーユース2,550円)です。   
○種目ごとに活動回数が異なり、遠征等のあるクラブは別途経費が必要になる場合があります。  
○問い合わせ…NPO法人スポーツクラブあらい事務局(℡0255-72-3665)へ。 
       ※各クラブの不明な点・詳細等は、各代表者までお尋ねください。   

                                                                                                            
                                                        

                                                   

                                                                                           

                                                

                                            

                                      

                                                                                              

                                    
                                                                                                          

                                                                                                                  

                                    

                         
                                   
 
                                                             

                    
 
 
 

                                                                                                                   
                                                 

 
 
                   

                                        
 
                                                      

                                        

            

                             

             

 

                      

                      
                        

  あらいジュニアスポーツクラブでは、会員と指導者を対象に安心して活動できるよう、 
「スポーツ安全保険」に加入します。 
 「スポーツ安全保険」は、スポーツ団体及びその他の社会教育関係団体の人たちが安心し 
て活動できるように作られた営利を目的としない互助共済的な保険です。 
 この保険の概要は次のとおりです。 
◆補償対象となる損害は…？ 
 ①傷害保険…クラブ活動中や往復中に被った傷害、傷害に起因する後遺傷害および死亡。 
 ②賠償責任保険…クラブ活動中や往復中に他人にけがをさせたり、他人の物を壊し法律上の損害賠償責任を 
  負った場合。 
 ③共済見舞金…突然死（急性心不全、脳内出血など） 
◆支払われる保険金額・見舞金は…？ 

 ○中学生以下の子ども 

  死亡2,000万円、後遺障害（最高）3,000万円、入院（１日につき）4,000円、通院（１日につき）1,500円、賠償責任保険 
     （補償限度額、各免責金額1,000円）①身体賠償1人1億円、1事故5億円②財物補償1事故500万円、突然死180万円 

  ※サッカーユース 
   死亡2,100万円、後遺障害（最高）3,150万円、入院（1日につき）5,000円、通院（１日につき）2,000円、賠償責任保険 

      （補償限度額、各免責金額1,000円）①身体賠償1人1億500万円、1事故5億500万円②財物補償1事故500万円、突 
    然死180万円 
 ○高校生以上・団体指導者 

  死亡1,000万円、後遺障害（最高）1,500万円、入院（1日につき）2,500円、通院（1日につき）1,000円、賠償責任保険 
     （補償限度額、各免責金額1,000円）①身体賠償1人1億円、1事故5億円②財物補償1事故500万円、突然死180万円 
  【注１】… 入院・通院保険金については、1日目から補償し、医療費実費でなく1日当りの定額保険金が支払われます。 

  【注２】… 事故の時は、事故の日から15日以内に「スポーツクラブあらい事務局」へご連絡ください。 

                          
 
   

 
 
 

   
 
 
 
＊対 象…小1～高3 
＊日 時…毎週金･土曜 
＊場 所…新井南体育館・総合体育館 
＊開始日…4月5日(土)～ 
＊受講料…年間 6,000円 
＊その他…ﾗｹｯﾄを持たずにお越しください 

                            
                                                                       
                                                                                
                                                               

＊対  象…小1～小6 
＊日  時…毎週火･水･土曜                         
＊場  所…新井中・総合体育館                           
＊開始日…4月1日(火)～                   
＊受講料…年間 10,000円 

＊対 象…小1～中3 
＊日 時…毎週木･日曜19:30～ 
＊場 所…総合体育館･中央小 
＊開始日…4月3日(木)～ 
＊受講料…年間 6,000円 

＊対 象…小1～中3(中学男子) 

＊日 時…小学…水･土･日曜 
     中学…水･日曜                     
＊場 所…旧新井地区・新井小 
＊開始日…4月12日(土)～ 
＊受講料…年間 6,000円 

＊対 象…幼児年長～小6 
＊日 時…(高学年)毎週火･土曜 
     (低学年)毎週金･土曜  
＊場 所…総合公園ほか 
＊開始日…4月1日(火)～ 通年 
＊受講料…年間 6,000円(入会時) 

＊対 象…中学生 
＊日 時…毎週火･土曜(日曜日) 
＊場 所…新井中体育館・総合公園ほか 
＊開始日…4月1日(火)～ 
＊受講料…年間 3,000円 

＊対 象…小1～中3 
＊日 時…冬季 土･日曜 
＊場 所…池の平スキー場 
＊開始日…11月頃 
＊受講料…年間 6,000円  

＊対 象…小1～中3 
＊日 時…1～3月 毎週土・日曜 
     4～12月 第1・3土曜日      
＊場 所…赤倉観光リゾート 
      クロカンコースほか                                                                                           
＊開始日…4月5日(土)～ 
＊受講料…年間 6,000円 

＊対 象…小学生 
＊日 時…(無料レッスン日／9:30～11:30） 
     2月8日、23日、3月30日、4月13日  
＊場 所…関温泉スキー場 
          (夏季:市内外施設にてｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ) 
＊開始日…冬季スキー場オープン後 
         （天候により異なる場合あり） 
           ※4月にジュニア大会を開催 
＊受講料…無 料 

＊対 象…小1～高3 
＊日 時…毎週火･金曜 19:00～20:30 
＊場 所…総合体育館 柔道場 
＊開始日…小学生…4月1日(火)～ 
     中高生…4月7日(月)～ 
＊受講料…年間 小学 4,000円(中高無料)                         
＊その他…小学生は柔道着購入不要 

＊対 象…小1～小6 
＊日 時…毎週月･木曜19:30～ 
＊場 所…総合体育館 
     (ｱﾘｰﾅ・武道場) 
＊開始日…4月3日(木)～ 
＊受講料…年間 6,000円 

＊対 象…小1～高3 
＊日 時…毎週火･金曜 19:30～21:30 
＊場 所…妙高市体育館 4階 武道場 
＊開始日…4月1日(火)～ 
＊受講料…年間 10,000円 

＊対 象…小1～高3 
＊日 時…毎週金曜  
      18:30～21:00  
＊場 所…新井中学校体育館 
＊開始日…4月11日(金)～ 
＊受講料…年間 6,000円 

＊対 象…小4～中3 
＊日 時…5月～10月 第1･2･4土曜 9:00～11:30 
     11月～3月 第2･4 土曜 8:30～11:00 
＊場 所…グリーンスポーツセンター 
＊開始日…5月10日(土)～ 
＊受講料…年間 6,000円 

＊対 象…小1～中3 
＊日 時…(白峰)毎週火・土・日曜 
     (ﾗﾝﾆﾝｸﾞ)毎週木・土・日曜 
＊場 所…矢代ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・新井南小ほか 
＊開始日…4月1日(火)～ 
＊受講料…年間 6,000円 

＊対 象…小1～中3 
＊日 時…隔週土･日曜ほか日程表 
      9:00～11:30ほか 
＊場 所…総合公園陸上競技場ほか 
＊開始日…4月12日(土)～ 
＊受講料…年間 6,000円 

＊対 象…小学生以上 
＊日 時…毎週木曜日               
      18:30～20:00 
＊場 所…水夢ランドあらい 
＊開始日…4月3日(木)～ 
＊受講料…年間 6,000円 

 ～同 意 書～ 
 「指導中の事故について故意または施設の瑕疵によるもの 
以外については一切の責任を問いません。」 
 
 平成 ２６ 年    月     日 
 
 保護者署名                                         

 ARAI女子ジュニアバレーボールクラブ（ミラ
クルパワーズ）は、部員19名、指導者6名で活
動しています。対象は市内の小学生で、2013
年は、新人大会で県大会出場を果たし、秋の
北越銀行杯でも県大会へ出場し優秀な成績を
残しています。一緒にバレーボールをしてみた
い小学生は、是非一度見学に来てください。1
年生からでもOKです。  
 (代表者:霜鳥 0255-75-1021) 

 目標は、地区大会の上位入賞と、県大会出場
への目標に向かって会員が毎週頑張っていま
す.。現在の会員は、新井中学のバレー部と小
学生がいます。また、春からバレー部に入る子
供たちや、小学1～6年でバレーをやってみたい
子供たちがいれば是非参加してください。また、
月1～2回遠征に行ったり、合宿及び野外活動
を計画しています。多くの皆様から見学及び参
加をお待ちしています。 
 (代表者:長沢 0255-72-5145)  

 市内各小学校の子供たちが所属しているミニバスケットボールクラブです。8名

のコーチにより、男子・女子・低学年のレベルにそれぞれ合わせた指導をしてい

ます。バスケットの面白さを教えながら、きびしく！！そして楽しく♪活動していま

す。昨年秋、男女とも惜しくも上越地区大会2位・・・県大会出場を逃してしまいま

した。今年は、男女揃って県大会出場できるよう、頑張っていきたいと思っていま

す。体を動かしたいちびっ子たち、集まれ！！コーチと仲間と一緒に、まずは

ボールに慣れることから！興味のある子供たち、一度見学や体験をしにきませ

んか？いつでも待ってます！！ 

 (小学代表者:宮下 0255-72-1649 ／ 中学代表者:山田 080-1128-9902) 

 

 アルペンスキークラブは小学1年生から中学3年
生までのスキークラブです。12月下旬から池の平
スキー場を中心に基礎練習や、ポール練習をした
り、また大会にも参加し日頃の練習成果を発揮し
たりと頑張っています。是非、スキーをやりたい、
うまくなりたいと思っている方は、参加してみませ
んか。 
 (代表者:岡田 090-7178-3993) 
 

 スノーボードを楽しみながら、
子どもたちに自分の目標を
持ってもらい、達成感とボード
スポーツの楽しさを知ってもら
うことを目標としています。。活
動は冬季中心です。スノー
ボードをしているけどボード仲
間がいない子！関温泉スキー
場に集まれ！ （代表者:井上 
090-2555-8712) 

 体操は全てのスポーツの原点です！走る、跳
ぶ、回る、支える、止まる、表現する。運動能力
と感覚能力にバランスよく刺激を与え身体コント
ロール能力を高めます。出来ない事に挑戦する
勇気とできたことの喜びが自信になり、子どもた
ちのやる気と自尊感情を育むのにとても適した
スポーツと言えます。たくさん練習して「マット」
「とび箱」「鉄棒」で友達と差をつけよう！  
 (代表者:安本 090-7837-5195) 

 小学生はテニスの基本、楽し
さを、中学生には、ゲームで役
立つ基礎技術、戦術を練習、指
導しています。 
 皆さんお待ちしてます。  
 (代表者:平野 0255-72-4240) 
    

 「子供達にクロカンスキーの楽しさを味わっても
らい、スキーを通して体力作りと心の育成を図
る」ことを目標に4月～12月は、マラソンやロー
ラースキーでの体力作り、1月～3月は、クロカン
コース等を利用し、弁当持参で明るく楽しい雰囲
気の中で練習を行って います。また各マラソン、
クロカンの大会にも積極的に参加し好成績をあ
げています。   (代表者:堀川 0255-72-3612) 
 

 私たちのクラブは、妙高市内の
小学生～高校生、初心者から県
大会で活躍するレベルまでの選
手が、30名ほど所属しています。 
 「みんなが大会で1勝」を目標
に、みんなで楽しく一生懸命に
頑張っています。 
  (代表者:阿部 090-2209-6342) 
 

 妙高市を中心に近隣地区から多くの子供たちが参加
しています。初めてボールに触れる年長さんから6年生
まで元気にボールを追いかけています。基礎技術の習
得と体力向上を中心とした練習内容と他地域との交流
にも積極的に参加しています。年間2～3回親子サッカー
大会を開催し親子で楽しい時間を過ごします。サッカー
を通じて子供たちも人との繋がりの大切さ相手を思いや
りリスペクトしあうことの大切さを学べるようなクラブ運営
を目指しています。体験参加を随時受け付けています。
(代表者:佐藤 090-2883-4982)  

 中学校の体育でも正課授業となった柔道
を小学生のうちに、初めてみませんか。柔
道は投げられると痛そう、危険等の心配を
お持ちの方もあろうかと思いますが、ぜひ
一度練習を見に来てください。全柔連公認
指導員が親切、丁寧に指導致します。練習
以外でも楽しいイベントがたくさんあります。
皆さんの入会をお待ちしています。   

  (代表者:穂阪 0255-72-2620/昼) 

 剣道を正しく真剣に学び、思いやりの
心と礼節を重んじる剣道をあなたも
やってみませんか？ 
 ぜひ一度練習を見に来てください。
練成合宿、お楽しみ会、納会、昇級審
査会など保護者会の協力のもと団員
も元気に楽しく活動しています。 
 (代表者:市村 0255-72-5094) 
     

 近年、空手道はオリンピック種目候補
にもあがるほど、盛んになっています。
また、妙高市空手道連盟3会派による、
第4回空手道選手権大会が開催されま
す。市内6校の子供たちと心身鍛錬、護
身術、お友達づくりに空手道を始めませ
んか。見学OK待ってます。 
 (代表者:金澤 0255-72-2839)    

 「白峰ジュニア」と「ランニングジュニア」
に分かれて活動しています。チームは別
ですが、「最後まであきらめない」「大きな
声で挨拶する」など共通の目標を持ち、
いつかはダルビッシュ有、田中将大のよ
うな選手に育っていくことを願って活動し
ています。野球が好きな方！ナイターソフ
トボールで、野球の面白さに目覚めた子
供・お父さん・お母さん！一緒に活動しま
しょう！  (代表者:平井 090-4827-7331) 
 

 走ることはすべてのスポーツの基本
をモットーに、陸上競技場を中心に近
くの公園やロードで楽しく活動してい
ます。陸上大会の入賞をめざす高学年
から、基礎体力づくり低学年まで、そ
れぞれの目的に向かって頑張っていま
す。活動の見学・体験はいつでもOKで
す！ (代表者:宮越 090-4931-7324)  
 

 中学生チームと小学生チームに分かれて練
習しています。中学生チームは新井中水泳部
の部活と平行してほぼ毎日の練習、小学生
チームは毎週木曜日18:30から、「水夢ランドあ
らい」での練習です。 
 仲間と一緒に楽しく練習しませんか！！ 
 (代表者:伊藤 0255-72-0332) 

 

 経験者はもちろん、初心者の男子
も女子もOK！ 
 2014年はワールドカップイヤー！
未来への第一歩を一緒に踏み出し
ましょう！ 
  (代表者:小島 090-5786-6552) 
  
 
 

受講料 

年会費 

○印  


