平成３１年１月２９日
相模原市発表資料

総合型地域スポーツクラブＰＲイベントを開催します！
市内の総合型地域スポーツクラブが、市内各所でクラブごとの特色を生かしたスポ
ーツ教室を開催するなど、無料でどなたでも気軽にスポーツを体験できるイベントを
実施しますのでお知らせします。
１

日

時

平成３１年２月４日（月）〜２５日（月）
※

会場や開催時間、詳細な実施内容はクラブにより異なりますので、別添チラ
シを参照してください。

２

主

催

相模原市教育委員会
３

主

管

公益財団法人相模原市体育協会
４

参加クラブ（12 クラブ）順不同
○NPO 法人相模原 FC

○スポレク相模台 JOIJOY

○やんちゃるジム

○大沢 FC

○NPO 法人 SRC

○NPO 法人 FC コラソン

○NPO 法人ミハタ

○あそべーる大沼クラブ

○NPO 法人相模原ライズ・アスリート・クラブ ○相模原スポーツアカデミー
○NPO 法人ベーススポーツ

○NPO 法人スエニョデポルテス

【問い合わせ先】
教育委員会スポーツ課スポーツ振興班
電話 ０４２−７６９−９２４５（直通）

大沢ＦＣ
０９０－６５２８－０１３９

相模原ＦＣ
０４２－７１２－５５４９

相模原スポーツアカデミー
０８０－１１０３－３４１１

ベーススポーツ
０９０－６１０４―０５１５

０４２－８１５－３０９４

ＦＣコラソン
０４２－７６３－８８４４

ＳＲＣ
０９０－２２４２－４８０２

スエニョデポルテス
info@suenodeportes.com

あそべーる大沼クラブ
０９０―２４３７－９１０１

スポレク相模台ＪＯＩＪＯＹ
０８０－５６５９－６４５２

ミハタスポーツセンター
０４６－２５７－９０８２

やんちゃるジム
０４２－７４２－３４０９

実施団体・問い合せ・申込先等

事業名（内容）

開催日

大沢ＦＣ [緑区]

◆ 「チャレンジスポーツ」
いろいろなスポーツにチャレンジしよう！
・ビーチボール・卓球・バウンドテニス・ファミリーバドミントン・バドミントン

TEL：090-6528-0139
TEL、FAX：042-775-6686
メール：m_mikami@jcom.home.ne.jp
(担当：三上)

◆ 第７回大沢FC ビーチボール大会
カテゴリー１：クラブチーム
カテゴリー２：初心者チーム

NPO 法人
相模原フットボールクラブ [中央区]

◆ 親子で楽しむサッカークリニック
（Ａ、Ｃコース）

TEL：042-712－5549
メール：office@sagamihara-fc.or.jp
(担当：野村、浅木)

2／16(土)
A: 12:45～13:30(集合:12:30)
C: 13:45～14:30(集合:13:30)

◆ シニアサッカークリニック（Ｓコース）

2／16(土)
S: 14:45～16:15(集合:14:30)

ＦＣコラソン [中央区]
TEL：042-763-8844
メール:
(少女サッカー担当)：大野 ai.ohno@fc-coracao.com
(陸上競技担当：大槻) info@fc-coracao.com

NPO 法人
相模原ライズ・アスリート・クラブ
[中央区]

NPO 法人ＳＲＣ [南区]
TEL：090-2242-4802
メール：sportsrc@jcom.home.ne.jp
(担当：渡辺)

スポレク相模台ＪＯＩＪＯＹ
[南区]
TEL：080-5659-6452
(担当：三上)

◆ ストレッチ・股関節調整・ツボ押し体操
◆ ペタンク体験教室
◆ グラウンドゴルフ体験教室
◆ 卓球体験教室
◆ バドミントン体験教室
◆ 幼児器械体操

相模原スポーツアカデミー
[中央区]
TEL：080-1103-3411
メール：s.s.a_info@icloud.com
(担当：松本)

◆ 小学生器械体操
◆ バク転チャレンジ
◆ はじめて体操

北総合体育館

中学生以上
各カテゴリー16 チーム
※男・女・混合は問いません

① 2／5(火)、12(火)、
19(火)
17:30～18:30
② 2／6(水)、13(水)、
20(水)
15:15～16:05
③ 2／7(木)、14(木)、
21(木)
A: 15:00～16:00
B: 16:30～17:30
④ 2／17(日)10:00～11:00
2／8(金)、22(金)
13:00～14:40

◆ バトントワリング体験会

相模原
ギオンフィールド

青葉小学校体育
館

2／14(木)17:00～18:00
2／23(土)11:55～12:55
2／16(土)16:30～17:30
2／12(火)、14(木)
17:00～18:00
2／16(土)17:30～18:30
2／10(日)11:00～12:00
2／23(土)17:00～18:00
2／9(土)9:30～10:30

2／11(月)
A:10:00～11:00
B:11:15～12:15
2／18(月)10:30～12:00
2／25(月)11:00～11:45
2／19(火)10:45～11:45
2／4(月)17:30～18:30

小学生男女 100 名

希望者は、直接会場へ

年長～小学生 10 名

年長～小学生 15 名

大沢幼稚園

A:年少～年長 10 名
B:小学生 10 名

総合体育館

3 歳～年長 20 名

大沼公民館

65 歳以上
各事業、各日程10 名

事前申込制(先着)
下記事項を E メールで実施団体へ
①希望日
②氏名③年齢⑤連絡先

小学生以上 各教室20 名

希望者は、直接会場へ
※卓球・バドミントン体験教室は室
内履き持参

横山小学校体育館

年中～年長 各日程10 名

協栄スイミング相模原
横山小学校体育館
協栄スイミング相模原
横山小学校体育館
協栄スイミング相模原

小学生 各日程15 名
年長～高校生 各日程15 名

横山小学校体育館

年長～小学生 15 名

協栄スイミング相模原

A:年中～小学2 年生 15 名
B:小学3 年生以上 15 名

協栄スイミング相模原
横山小学校体育館

6ヶ月以上の未就学児と保護者 20組
中学生
15 名

橋本小学校体育
館

年中～小学5 年生 30 名

ｼﾞｮｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
相模原わくわく
小山公民館
宮上小学校体育
館

年長～小学生

各30 名

成人男女
12 名
1～2 歳の子どもと親
20 組
中高年の男女で運動ができる方 10 名
年長～小学5 年生

20 名

2／23(土)12:00～13:00

東林小学校体育館

5 歳以上の子どもと親

TEL

◆ 講演会「やんちゃるのコンセプト」

2／23(土)13:15～14:15

東林公民館

18 歳以上

TEL：046-257-9082

あそべーる大沼クラブ [南区]
TEL 090-2437-9101
メール：you.asobe@gmail.com

40 組

40 名

◆ ＥＮＪＯＹ ＫＩＤＳ スクール

2／6(水)15:30～16:30

学童保育
ハートフル新磯野

◆ ノルディックウォーキング教室

2／13(水)9:30～11:30
※集合は9:15
※雨天中止時は21(木)

市慰霊塔
(集合場所)

中高年

◆ パドルテニス教室

2／17(日)12:00～14:30

大沼小学校体育館

小学4 年生以上

サン・エールさがみはら

一般（全年齢対象）各日程15 名

◆ 脳トレムーヴメント体験教室

NPO 法人
スエニョデポルテス [南区]
メール：info@suenodeportes.com

事前申込制(先着)
下記事項を実施団体へ
①希望する事業名、日程番号
②希望日時（複数選択可）
③氏名④年齢⑤連絡先
※室内履き持参

淵野辺ひばり幼稚園

◆ 親子体操体験教室

NPO 法人ミハタ [南区]

◆ サッカースクール体験教室

2／5(火)、19(火)
12:30～13:40
2／7(木)～21(木)
毎週木曜日15:00～16:00
2／4(月)～25(月)
毎週月・火・木曜日16:00～
17:00
2／4(月)～25(月)
毎週月・火・木曜日17:00～
18:30
2／4(月)～25(月)
毎週月・火・木曜日18:30～
20:00

事前申込制(先着)
下記事項を実施団体へ
①希望する事業名、コース名(時間)
②氏名③年齢④連絡先
※運動できる服装、出来ればボール
持参
事前申込制(先着)
担当者へメールを
①氏名②年齢③連絡先

やんちゃるジム [南区]
042-742-3409

希望者は、直接会場へ
※入退場自由
※用具不要、室内履き持参
事前申込制(2/15 締切・抽選)
下記事項を実施団体へ
①チーム名
②参加人数③希望するカテゴリー
④代表者氏名⑤連絡先

小学生女子 50 名

相模台小学校体育館

2／22(金)18:30～19:30

◆ ソフトバレーボール体験会
◆ おやこ体操
◆ ゴムバンド健康体操教室

S: ３５歳～５５歳 20 名

2／16(土)9:30～11:30

◆ 鉄棒＆とび箱教室

NPO 法人ベーススポーツ [中央区]

A:未就学児 40 名
C: 小学１～３年生 40 名

相模台小学校校庭

◆ ベビー・親子水泳
◆ 中学バスケスクール

◆ トランポリン体験会

相模原
ギオンフィールド

2／15(金)13:00～14:40

2／17(日)
A: 9:30～10:30
B: 10:30～11:30
2／17(日)10:00～11:00
2／5(火)19:00～21:00

◆ はじめてヒップホップ

TEL：090-6104-0515

2／23(土)
12:00～16:30

2／17(日)15:00～16:30

◆ ストレッチ・肩こり・腰痛・骨格調整体操

申込方法

どなたでも参加可
※小学生以下は保護者同伴
※混雑時は交替でお願いします。

◆ ”ヒミツのかけっこキョーシツ”

◆ キッズチア体験

対象・定員

北総合体育館

2／17(日)13:00～14:30

メール：info@sagamihara-rise.com

場

2／23(土)
9:15～11:00

◆ “JFA なでしこひろばin 相模原”女の子のため
のサッカー教室

◆ フラッグフットボール体験

会

幼児、小学1 年生

幼児

ＦＩＦＴＹ ＣＬＵＢ
ＦＩＥＬＤ相模原

5名

20 名

15 名

事前申込制(先着)
下記事項を実施団体へ
①希望する事業名、希望日(時間)
②氏名③年齢④連絡先
※中学バスケスクールは室内履き
持参

事前申込制(先着)
下記事項を電話で実施団体へ
①希望する事業名(時間)
②氏名③年齢
※トランポリン体験会は靴下着用
※ソフトバレーボール体験会、
バトントワリング体験会、鉄
棒＆とび箱教室は室内履き持
参
希望者は、直接会場へ
※親子体操教室は室内履き持参
事前申込制(先着)
下記事項を実施団体へ
①希望する事業名
②氏名③年齢④連絡先
事前申込制(先着)
下記事項を実施団体へ
①希望する事業名
②氏名③年齢④連絡先
※飲み物持参、パドルテニスは室内
履きも持参

各日程20 名

小学1～2 年生

各日程20 名

小学3～4 年生

各日程20 名

小学5～6 年生

各日程20 名

事前申込制(先着)
下記事項を実施団体へ
①希望する事業名、希望日
②氏名③年齢⑤連絡先

