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加　盟　団　体　一　覧　表

令和３年度賛助会員様 （順不同・敬称略）

保険について〔chubb損害保険株式会社〕
（さんスポ年会費は保険料込みの金額になっています。）

死亡保障 1：けが発生

2：事務局に連絡

4：完治後保険会社に
　  送付

3：保険会社より書類が郵送で届く

5：保険金の振り込み

＊書類
＊すべての領収書
　のコピー

け　が

後遺症
障　害

100万円
100万円

補
償
内
容

保
険
金
給
付
ま
で
の
流
れ

1級～3級
70万円4級～6級
35万円7級～9級

1,500円入院/日額
1,000円通院/日額

10万円10級～12級

4万円13級～14級

　万が一けがをされた場合は、通院１日目から保険金給付対象になります。
けがをされてから30日以内に保険会社へ申請用紙を提出しないと手続きでき
ませんので、出来るだけ早く事務局へご連絡下さい。御協力お願い致します。
　詳しくは事務局へおたずね下さい。

❺❺

時間は1～2時間程度
指導者派遣料3,000円

健康体操ほかニュースポーツとして
ラダーゲッター・ボッチャ・
ディスコン・カローリング他

健康運動教室・ニュースポーツ教室への指導者派遣のご案内健康運動教室・ニュースポーツ教室への指導者派遣のご案内
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上杉小
文化祭

　当クラブでは28年度三和区活動支援事業で
ニュースポーツ用品を購入し、様々なスポーツに
親しんでまいりました。
　今度は、各町内会や各団体の皆様にも楽しんで
いただきたく、ご案内申し上げます。
　当クラブスタッフが皆様の地域にうかがい、健
康づくりのお手伝いをしたいと思います。
　ご希望の方は下記までお申し込みください。

川上蒼斗サポーターズクラブ報告川上蒼斗サポーターズクラブ報告

㈲いいだ　飯田清人
新井信用金庫 三和支店
わたなべ理美容室
川浦郵便局長
㈲共電社
飯田自動車
㈱澤井商事
㈲高橋建設

あおき味噌㈱
㈲冨村左官工業
ほそ山
㈱かじや
はんぎや商店
羽尾内科医院
㈲横尾石材
㈱藤新開発

㈲ミウラオート
㈲三和モータース
㈲松屋商店
㈲秋山建設
三和牛乳
上杉郵便局長
袋材木店
㈲西條機械店

三折堂いがらし医院
青木新聞店
美守郵便局長
㈲南波工務店
大滝商事㈱
㈱ホンダウォーク
㈲小山田石油
清風亭　木原忠和

㈱丸山酒造場
三和ファミリー歯科医院
リカーアンドフード 山本
岩澤板金
オリカサタイヤ㈱
㈲みどりや運動具店
米山木工所
炭火焼肉　牛角

ＶＯＬＴＳ　新井久夫
三和西部工業団地協同組合
社会福祉法人　上越あたご福祉会
高倉機械店
アンスリール
㈱第一印刷所
㈱高館建築店
合宮崎農機具店

　さんスポでは「川上蒼斗君を応援
する会」の事務局を令和２年より
行っていましたが、令和３年６月に
その組織を解散し、役員はそのまま
「カワカミアオトサポーターズクラ
ブ」の役員となり、活動してまいり
ました。
　さんスポでは事務局（三和体育
館）で皆様から直接、現金をお預か
りし、会員年会費（１口1,000円）
のお申込みも承っています。どうぞ
LINEやFacebook、インスタでつ
ながり、応援してください。

優勝したよ！
　FUTURES Tour（アメリカ）
優勝したよ！
　FUTURES Tour（アメリカ）

〒943-0311 新潟県上越市三和区島倉2382番地の3　三和スポーツセンター内

TEL 025-529-2711　FAX 025-529-2712
E-mail sanwaspo@chive.ocn.ne.jp　HPアドレス https://www.sanwaspo.com

お問い合わせ先 NPO法人さんわスポーツクラブ

国道8号線

国道253号線

三和体育館 三和スポーツセンター

三和中学校

北陸自動車道
国
道
18

線
号

新
井
柿
崎
線

文

↑

NPO法人さんわスポーツクラブ

さんわ
スポーツクラブ

さんわ
スポーツクラブ

　日頃はNPO法人さんわスポーツクラブの活動に対し、ご協力とご理解
をいただきまして、誠にありがとうございます。いまだに収まらない新型
コロナウイルス感染症は私たちの活動にも多大なる影響を及ぼしており
ますが、今年度も教室・イベントを企画いたしました。しっかりと感染対策
を整え、実施したいと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

NPO法人さんわスポーツクラブ　理事長　髙橋守夫

令和4年度 プログラム令和4年度 プログラム
さんスポ

だより
第11号

さんスポ
LINE

ふれあいテニス大会ふれあいテニス大会

中央公民館事業委託中央公民館事業委託

地域ミーティング
（県スポーツ協会SCネット共催）
地域ミーティング

（県スポーツ協会SCネット共催）
アルビBB

バスケットクリニック
アルビBB

バスケットクリニック

親子キッズ
スポーツクラブ
親子キッズ
スポーツクラブ

太極拳フェスティバル太極拳フェスティバル

三和の子どもたちの健やかな
成長を支援するための事業
（上越市活動支援事業）

三和の子どもたちの健やかな
成長を支援するための事業
（上越市活動支援事業）

三和公民館連携事業三和公民館連携事業

バレエ発表会バレエ発表会

てるこさんの
スイーツレッスン
てるこさんの
スイーツレッスン

11月23日
　　フレンドの部
11月23日
　　フレンドの部

8月7日、12月12日8月7日、12月12日 年間年間

年間年間
9～11月9～11月

３月20日３月20日

7月31日7月31日

11月13日11月13日

7月18日7月18日

ソフトバレー大会ソフトバレー大会
6月20日6月20日

牧区牧区清里区清里区

三和区三和区

11月14日
　ファミリーの部
11月14日
　ファミリーの部

11月28日11月28日

ジュニアの団体
クラブ名 対象 事務局 連絡先 活動場所 活動時間 年会費 月会費

１ スカイイーグルス
（幼年野球） 小学生 高桑　淳 532–3725

三和スポーツ公園グラウンド・
三和体育館 土曜日13：00〜17：00

12,000
（さんスポ年会費込） ０吉川球場・吉川体育館 日曜日８：00〜12：00

浦川原中学校 火・水曜日18：30〜20：30

２ 三和スマイル
（ミニバス） 小学生 小山田匡史 090–4755–4705

三和体育館 月曜日19:30〜21:00
2,100

（さんスポ年会費込） 1,000里公小学校
木曜日19:30〜21:00
土曜日19:00〜21:00

３ バレーボール教室 小学生 江口　勝 532–2801 三和体育館 木曜日19:30〜21:00 3,100
（さんスポ年会費込） ０

４ 三和卓球クラブ 小・中学生 佐藤和幸 532-2020 西部スポーツハウス 木曜日19:00〜21:00 3,100
（さんスポ年会費込） ０

５ 三和少年サッカー
クラブ 小学生 藤井　真 532–3071

三和体育館 月曜日19:00〜21:00
16,100（低学年）
19,100（高学年）

（さんスポ年会費込）
０

三和体育館、くびきグラウンド 水曜日19:00〜21:00
頚城中体育館 金曜日19:00〜21:00

三和スポーツ公園グラウンド 土曜日９:00〜12:00
くびきグラウンド 日曜日７:00〜９:00

６ 三和Jr.陸上クラブ 小・中学生 飯田英利 532–3795 三和中学校体育館 木曜日19:00〜20:30 3,000 ０

７ 三和ジュニアテニスクラブ 小・中学生 高橋恵子 532–2973 三和体育館 土曜日19:30〜21:00 3,000
（さんスポ年会費込）

100円/
１回

８ 上越ヤング
（硬式野球） 中学生 大越裕一

529-2711
（NPO法人さんわ
スポーツクラブ）

三和スポーツセンター他
木曜日19：00〜21：00

15,000
（さんスポ年会費込） 6,000金曜日19：00〜21：00

三和スポーツ公園グラウンド他 土・日曜日８：30〜17：00

大人の団体

９ 三和テニスクラブ
（硬式テニス） どなたでも 高橋恵子 532–2973

清里スポーツセンター 火曜日10:00〜12:00 4,000
（さんスポ年会費込）

100円/
１回三和体育館 金曜日10：00〜12：00

10 三和ソレイユ
（ママさんバレーボール）

バレーボール
愛好者 丸山正枝 532–2581 三和体育館 木曜日20:00〜22:00 9,100

（さんスポ年会費込） ０

11 三和太極拳協会 どなたでも 松井和代
529-2711

（NPO法人さんわ
スポーツクラブ）

三和スポーツセンター 水曜日19:30〜21:00 5,000
（さんスポ年会費込） 3,000

12 三和ソフトバレークラブ 高校生以上 清水みどり 532–3620 西部スポーツハウス 水・金曜日19:30〜21:30 5,000 ０

13 きらきらウオーキングクラブ どなたでも 渡辺正子
529-2711

（NPO法人さんわ
スポーツクラブ）

上越市周辺・
県内景勝地 第２土曜日午前 1,000 ０

14 三和卓球クラブ 高校生以上 佐藤和幸 070–6574–1227 西部スポーツハウス 木曜日19:00〜21:00 4,100
（さんスポ年会費込） ０

15 三和ゲートボールクラブ どなたでも 富永孝一 090–1423–1036 三和ふれあいホール 月火水金土曜日９:00〜12：00 3,000 200円/回

収　入
項　　目 金額（円）

繰越金 1,078 

受取支援金（寄付金、入会金） 313,000 

受取支援金（ネット経由） 44,000 

受取支援金（さんスポ経由） 269,000 

ステッカー売上 4,900 

雑収入（スクエア決済口座確認用入金） 1 

合　　計 318,979 

支　出
項　　目 金額（円）

蒼斗選手への支援金 299,843 

振込手数料 0 

切手代 840 

ステッカー製作費　計 200 枚 16,610 

aoto-sc ドメイン登録料 1,650 

スクエア決済手数料 36 

次年度繰越金 0 

合　　計 318,979 

令和３年度　川上蒼斗サポーターズクラブ決算
（令和３年４月１日～令和４年３月 31日）



◎すべての教室・イベントは会場・指導者等の都合で変更になる場合がございます。ご了承ください。

かんたんエアロダンス&
リラクゼーションストレッチはつらつスポーツクラブ

ちびっこバレエ教室 Jr.バレエ教室

申し込み方法 住所、氏名、学年、電話番号をＦＡＸ、メール、電話にて事務局へお知らせください。〆切までに参加費を添えてお申し込みください。

申し込み方法 記入していただくもの：①入会申込書　②預金口座振替依頼書　　用紙全て事務局に用意してあります

イベントイベント イベントは会員だけではなく、どなたでも参加できます。今年はどれに参加する？

教室教室

教室名 対象者開催曜日 時間 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

月

会場

 11,18,25 ９，16，23 ６，13，20 ４，11，25 １，８，22 ５，12，26 ３，17，24 ７，14，21 ５，12，19 16,23,30

 ６，13，20 ６，13，20

 ６，13，20，27 ６，13

 30 28 11 23 27 24 22 26 24 28 25 25

 30 28 11 23 期日未定 17 22 26 24 28 25 25

はつらつスポーツクラブ ９：30～11：00どなたでも

ちびっこバレエ教室 17：00～17：45
三和スポーツセンター

幼児～小学校低学年

Jr.バレエ教室 17：50～18：35小中学生

スポーツひろば 10：30～11：30障がい者＊

＊移動・排泄等の身辺が自立されている方　＊意思伝達の理解ができる方

キッズ親子スポーツクラブ ９：00～10：00三和体育館・
スポーツセンターほか

幼児～小学校低学年
と保護者

 13,20,27 11,18,25 ８，15，29 ６，13，20 ３，10，24 ７，14，21 ５，12，19 2,9，16 ７，14，21 お休み お休み 1,８，15かんたんエアロダンス&リラクゼーションストレッチ 19：30～20：45女性水

土

下記の教室はクラブへの入会が必要です。会員になりますと、イベントなどお得な会員価格で
参加できます。体験は会員は無料。会員外は1回1,000円でできます。事前にお申し込みください。

参加費　4,000円/月 （2つの教室はどちらでも行けますよ）

指 導 員　杉原理恵（クラシックバレエ教師・
　　　　　　　　　　（社）ダンス教育振興連盟JPAC認定ダンス指導員）

参 加 費　4,800円/月

クラブの
入会方法

教室・イベント・大会の
参 加 申し込 み 方 法 （締切日を過ぎてのキャンセルは準備の都合上返金できません）

教室参加費は銀行振替となります。

参加希望の連絡＋参加費　　エントリー完了
年会費入会申込書

（必要事項を記入）
本年度の
会員受付完了

▲+ ▲▲会員証の
　発行

　初心者の方でもできる簡単なダンス要素
を取り入れたエアロビクスです。
　運動後にやさしいストレッチと呼吸法、
瞑想を取り入れたリラクゼーションプログ
ラムを行います。疲労やストレスを取り除
き、回復力を促します。

日ごろの成果をさん
わ で お 試 し く だ さ
い。初心者チーム大
歓迎です!!

ソフトバレー大会
期　　日　6月26日（日） 
　　　　　9：00～17：00
会　　場　三和体育館
対 象 者　高校生以上
会　　費　会　員　2,500円（チーム）
　　　　　会員外　3,000円（チーム）

東京ドームが新しい生活様式に
合わせて変りました。
今年こそ！見たい！

巨人戦観戦ツアー

硬式テニスのダブルス。１年
の練習の成果をさんスポでお
試しください！

ふれあいテニス大会

時　　間　９：00～17：00
会　　場　三和体育館
対 象 者　どなたでも
会　　費　会　員　　 500円
　　　　　会員外　1,000円

ファミリーの部　11月13日（日）
フレンドの部　　11月23日（祝・水）

初心者

大歓迎！！

〆切 ６/6（月）

〆切 10/31（月）

〆切 11/11（金）

★一般会員
中学生以下 高校生以上

★加盟団体会員 2,100円
ー

3,100円
★正会員（議決権あり） 6,200円

新井信用金庫　　三和支店（普通）0018771
えちご上越農業協同組合　  三和支店（普通）0001894
第四北越銀行　　稲田支店（普通）５０１３７６０

名義：NPO法人さんわスポーツクラブ理事長　髙橋守夫

イベント参加費のお振込がご利用いただけます 運営委員、指導者、ボランティアスタッフ募集中！
あなたの をさんスポで生かしてくださいチカラ まずは、

ご連絡ください

年 会 費 5,200円3,100円

指 導 員　さんスポ登録指導者 他
参 加 費　500円/回

　幼児期から学童期は子どもの運動神経が著しく発達するとても
大切な時期です。いろいろなスポーツに触れ、親子で一緒に運動
をする習慣を身に付けましょう。
　内履きと汗拭きタオル、着替え、飲み物を持ってきてください。

キッズ親子スポーツクラブ

 さんスポは『障がいの有無に関わらず、
スポーツを楽しんでいただきたい』と
思っています。そのためにまず、１歩踏み
出します。一緒にチャレンジしてみま
しょう！

スポーツひろば

手数料については
各金融機関におたずねください

指 導 員　濁川久美子
（全米エクササイズスポーツトレーナー協会認定トレーナー・㈳ダンス教育振興連盟ＪPAC認定ダンス指導員・
㈱ヨガジェネレーション公認インストラクター・保健体育１種中高教諭保健体育免許取得）

てるこさんの
スイーツレッスン

期　　日　８月6日（土）
　　　 　　12月3日（土）
　　　 　　2月11日（土）
　　　　　10:00～12：00
会　　場　オーレンプラザ 他
対 象 者　どなたでも
会　　費　会　員　2,000円
　　　　　会員外　2,500円

〆切 開催の2週間前

バレエ教室の受講生が
１年間がんばった成果を披露します。
ぜひ、いらしてください。

バレエ発表会

講師は
Ｕｎ Ｓｏｕｒｉｒｅ

アンスリル

オーナー
シェフだよ！

優勝賞品は

雪中梅だよ！

月に１回試合を行い、ソフトバレーで交流を図り
ましょう！

ナイター交流会ソフトバレー
期　　日　7月～3月 全7回 19：30～22：00
会　　場　三和体育館
対 象 者　高校生以上
会　　費　登録料  1,000円（チーム）／参加費  100円（名／回）

〆切 7/1（金）

新しい
生活様式に則り、

状況を見ながら

開催していきます

往復
貸切バス

ケーブルカー
トロリーバス
ロープウェイ

電気バス料金も
込みです。 ＊状況により中止の場合もあります。

　クラシックバレエを通し、豊かな情操と健全な身体を育成
し、気軽にバレエに接することができる楽しいレッスンで
す。初回にレオタード、シューズの注文をとります。

7/15，8/19，9/16，10/21，11/18，２/10，
3/21（３月だけ祝日の午後・他は金曜日）

〆切 5/9（月）正午

きらきらツアー

期　日　5月29日（日）
対象者　どなたでも
参加費　25,000円
（昼食代、乗り物料金、保険料込み）
定　員　25名

期　日　8月20日（土）
　　　　６:00～22:00
会　場　三和体育館発着
対象者　どなたでも

スケジュール
7：00　三和体育館出発 貸し切りバスで立山へ
9：15　ケーブルカーで美女平
11：10～15：00
　室堂からトロリーバスで大観峰へ
　ロープウェイで黒部平へ行きケーブルカーで
　黒部湖、黒部ダムへ
　電気バスで扇沢へ行き帰路へ
18：00　三和体育館到着

スケジュール

  ７：00　三和体育館出発
12：00　東京ドーム到着
14：00　試合開始
　　　　終了後帰路へ
22：30　三和体育館到着予定

雪の大谷・室堂の散策と
　立山黒部アルペンルート縦断！

会員は三和区を限定としていません。三和区以外の皆様も教室・イベントにご参加ください。

季節に合わせて、メニューを考え
ます。教室の途中でシェフの手作
りおやつタイムがあります。作った
ものはお持ち帰り
いただきます。

内容
４月～6月：からだづくりとゲーム
７ 月：速く走る秘密
８ 月：川で遊ぼう
９ 月：からだづくりとゲーム
10月：ハロウィン
11月：からだづくりとゲーム
12月：茶道体験
１月～2月：雪遊び
３月：うんどうかい

年会費不要

指 導 員　清水杏奈　松井和代
　　　　　 （（公財）日本パラスポーツ協会公認
　　　　　　　　　  初級障がい者スポーツ指導員）
参 加 費　500円/回 年会費不要

　ストレッチ、筋トレ
をしながら、膝腰の
痛みを予防・緩和し
ましょう。リズムで、
脳を活性化し、認知
症予防に努めます。
後 半 は リラ ク ゼ ー
ションをして、すっき
りしてお帰りいただ
きます。

（別途材料費）

参加費・定員・締め切りは追ってＨＰで
お知らせいたします。

期日会場は追って
　　　　ＨＰでお知らせいたします。

対阪神

直接
直江津観光へ

お申し込みください。
TEL：025-539-0066

＊状況により中止の
 場合もあります。

県知事登録旅行業 第3-399号


