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■本社･工場 新潟県新発田市富塚1419
TEL 0254−27−2101（大代）FAX 0254−21−5013
ISO14001認証登録
■新潟事業部 ■東京事業部 ■関西営業所
登録場所 本社・工場
■仙台営業所 ■山形事業部
登録場所 本社・工場／新潟事業部

trymu.com

通 信

【第１１号】

trymu.com

川東ファルコンズ

昨年度より、
「トキめき
新潟国体」のトッキッキダ
ンス講習会やイベント出演
などで国体を盛り上げ、9
月26日に行われた開会式・
式典前演技に出演しまし
た。本番は、全員参加する
第4回しばたパフォーミングキッズ ダンス公演

ことができ、練習の成果を

日

充分に発揮することができ

時

12月26日（土）午後6：00開演

（午後5：30開場） ま し た 。 こ の 経 験 を 生 か
場

所

チケット
お問合せ

新発田市民文化会館

せるよう、
「第4回しばたパ

2階席・3階席 1,000円
4階席
700円

フォーミングキッズダンス

とらい夢事務局まで

熱が入っています。

公演」に向けての練習にも

川東ファルコンズは、
ミニバスの女子チームで
す。今年は、部員が少な
いため大きな大会には、
参加できませんでした
が、市内、外のチームが
主催する大会にはいくつ
か参加させていただき、
少ない人数ながら頑張っ
ています。

加盟団体活動紹介

しばたパフォーミングキッズ

通 信

【第１１号】

子どもを教える指導者のための

指 導 力 向 上 研 修 会
新潟大学教授
子どもたちの体力低下の問題点から
解決方法など理論の後は、様々な場面
で応用できる実技で参加者からも筋肉
痛になりそう！という声が上がっていました。

新潟県少年自然の家
齊川
豊さん
学校の現状や地域スポー
ツ人材の必要性についてお
話をしてくださいました。

篠田

邦彦さん

11月26日、新潟県少年自然の家所長 齊川豊さんをお招きして「地域の子ども
は地域で育てる」と題して講義を、12月10日には、新潟大学教授 篠田邦彦さん
をお招きして、
「ゴールデンエイジ期におけるスポーツ指導方法」と題して、理論
と実践を学ぶ指導力向上研修会が新潟県教育委員会主催で行われ、とらい夢もお手
伝いさせて頂きました。

―ケイキフラ教室―
T&S新発田
インドアテニススクール
◎グラスホパー
全国ジュニアテニスin佐賀
男子シングルス
準優勝 渡辺
快
◎新潟県秋季
フューチャーズ
テニストーナメント
女子シングルス
優 勝 佐藤

涼

新発田ラグビースクール
新発田ラグ
ビースクール
は、新発田地
域におけるラ
「中学生は、中学校ラグビー部と
一緒に活動をしています。」
グビーの底辺
拡大を目指して活動しています。入校・
体験は、随時受け付けています。日頃、
運動不足のお父さん、お母さん、お子さ
んと一緒にラグビーボールを使って体を
動かし、楽しいひと時を過ごしてみませ
んか。

還暦野球新発田クラブ
練習場所

新発田市中央公園
（人工芝グラウンド）、
二葉小学校体育館、等

◎第10回新潟日報杯
争奪県還暦野球大会 1勝1敗
◎第8回北信越
生涯野球還暦大会 1勝1敗

練習日時

毎週土曜日

対

象

幼児〜中学生（性別不問）

問合せ先

スポーツショップ キャプテン
0254-26-1055

ホームページ

午後1時〜4時

http://shibata-jr-rs.hp.infoseek.co.jp/

SHIBATAマーチングバンドvivo

8月に行われたマーチング新潟
県大会の一般団体の部に出場しま
した。
残念ながら、関東大会への出場
権はもらえませんでしたが、結
成して4ヶ月で仕上げた演奏、演
技。全員で頑張りました。

（講師

市川

昨年に引き続き、T&S新発田スイ
ミングスクール共催のもと、お試しママ&ベ
ビー水泳教室を募集しました。今年度は、5月
と9月に募集しましたが、2週間のお試しという
ことで気軽に
たくさんの方
に参加してい
ただきました。

裕代）

これからは、ディズニーリゾー
トのパレード出演に向けてのオー
ディションに合格できるようス

―おやこで体操1・2・3！―
豊浦地区公民館、カルチャーセンターを会
場に2、3歳児と保護者向けの体操教室を開催

テージドリルや行進の練習をして
います。

しています。おやこで触れ合いながら色々
な道具を使い、楽しくからだを動かしてい
ます。最初は、戸惑っているこどもたちも

イベント情報
12月23日（水） 時間未定 イオン新発田店

色々な遊びに引き込まれ笑顔になります。

ステージドリルの発表をします。
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―2週間お試しママ&ベビー
水泳教室―

ケイキとは、ハワイ語で「こども」とい
う意味です。フラには、ダンス、演奏、詠
唱、歌唱の全てが含まれ、カヒコ（古典
フラ）と、アウアナ（現代フラ）がありま
す。リズム感、表現力を更に豊かにするフ
ラ。参加したケイキ
は、楽しそうに一生
懸命踊っていました。
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●笑顔いっぱいの子どもたちを応援に行こう!●
ǽ保育園、小学校の運動会・文化祭・市内のイベント等で発表されている各種ダンスを子どもたちが舞台で発表します。
「第1回
日
場

劇場で踊ろう！新発田ダンスキッズ大集合」

時 ǽ1月23日（土） 午後1：00開演 （午後12：30開場）
所 ǽ新発田市民文化会館
チケット ǽ無料

お問合せ ǽとらい夢事務局まで
主
催 ǽ新発田市ダンス啓発プロジェクト実行委員会

●冬の健康づくり教室●
寒い冬こそ体を動かし、体力をつけてインフルエンザを撃退しよう！
！
教室名

開催期間

ピラティス

1月18日〜3月15日

(全9回)

毎週月曜日

フィットネス

1月12日〜3月16日

(全10回)

毎週火曜日

間

場

13：30〜14：30
10：00〜11：30

1月6日〜3月17日

シェイプアップ

10：00〜11：30

毎週水曜日

(全10回)

(2/10を除く)
1月14日〜3月18日

リズムエクササイズ

毎週木曜日

(全9回)

10：00〜11：30

(2/11を除く)

やさしいヨガ

1月8日〜2月5日

(全5回)

毎週金曜日

10：00〜11：15

1月15日〜3月19日

インドア初級テニス

毎週金曜日

(全9回)

19：30〜21：00

(2/26を除く)
1月9日〜2月27日

ヨガ&ピラティス
(全6回)

＊（

時

毎週土曜日

13：00〜14：00

(1/23、2/13を除く)

所

対象：16歳以上
内

サン・ビレッジ
しばた小アリーナ

容

料

身体のコア（芯）の筋肉を鍛えて、しなやか
で健康的な体を目指します

サン・ビレッジ

正しい歩き方を身につけて、筋力トレーニン

しばたアリーナ

グやストレッチで運動不足を解消します

カルチャーセンター
剣道場

有酸素運動と筋力トレーニングを合わせて、
脂肪が燃焼しやすい体を目指します

サン・ビレッジ
しばた小アリーナ

音楽とリズムに合わせて、楽しく体を動かし
て運動不足を解消します

サン・ビレッジ

運動不足の方や運動が苦手な方も気軽に参加

しばた小アリーナ

できる、女性のための初心者向けヨガ教室です

サン・ビレッジ
しばたアリーナ
地域交流センター
大ホール

初級者向けのテニス教室です。

4,500円（2,700円）
5,000円（3,000円）

5,000円（3,000円）

4,500円（2,700円）

2,500円（1,500円）

7,200円（5,400円）

ヨガとピラティスの要素を取り入れ、女性の
身体のゆがみを解消します。

金

3,000円（1,800円）

）内の料金は会員料金です。

●キッズ・ジュニア教室●
おやこで体操１・２・３！ 対象：3歳から就園前の幼児とその保護者 定員：25組
ケイキフラ

対象：5歳〜小学生 定員：20名

教室名

開催期間

時

間

場

所

おやこで

1月15日（金）

10：00〜

豊浦地区公民館

体操１・２・３！

1月25日（月）

11：00

（大ホール）

ケイキフラ
（全4回）

1月30日〜2月27日

10：00〜

新潟日報販売

11：00

㈱NIC新発田西

（2/13を除く）

お試し1ヶ月

2月中

T&S新発田

インドアテニス

曜日・時間は事務局

インドアテニス

（全4回）
までお問合せ下さい
＊（
）内の料金は会員料金です。

スクール

●体 験 教 室●
2/26（金）
「やさしいヨガ体験教室」
（対象：16歳以上の女性）
人気のヨガ教室が、金曜日の午後に体験できます。
時
場

間 ǽ13：30〜14：45
所 ǽサン・ビレッジしばた

小アリーナ

内

容

料

金

さまざまな道具を使って、親子
で思いきり体を動かしましょ

1回100円（無料）

う。
ケイキ（こども）のフラです。

2,400円

キッズ・ジュニアのための初心 キッズ

4,200円

者向けテニス教室です。

7,350円

ジュニア

