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新発田市では文部科学省の「スポーツ振興基本計画」に基づき、平成１８年２月２８日に「特定非営利活動
（ＮＰＯ）法人新発田市総合型地域スポーツクラブ（通称：とらい夢）」を発足いたしました。

２０年度の主な活動内 容
◆「２００８ボールゲームフェスタ in 新潟」
とらい夢と日本トップリーグ連携機構（JTL）主催で元日本代表選手によるバスケットボール教室・
ラグビーフットボール教室・ボールであそぼう・スポーツ講演会・水分補給セミナーなど４１１人が
参加しました。
◆文部科学省学校体育振興事業
新潟県教育委員会より「地域スポーツ人材の活用実践支援事業」、新発田市教育委員会より「運動
部活動等活性化推進事業」を再委託事業として受託することになり、小学校の体育授業・中学校部活
動・高等学校部活動等にスポーツ指導者・大学教授・元アスリート・元教員・体育系大学出身者など
を２１の学校、６１授業に延べ１０１人派遣しました。
◆ゆめづくりスポーツ教室
県民スポーツ課の事業としてアルビレックス新潟、新潟アルビレックス・ベースボールクラブ 、
新潟アルビレックスＢＢによる「サッカー教室」「野球教室」
「バスケットボール教室」を開催
◆みんなでスポーツ
１６歳以上を対象とし、健康づくりを目的とした各種スポーツ教室を開催
◆キッズ・ジュニア
幼児、小学生、中学生向けスポーツ教室の開催
◆地域のスポーツクラブやスクールとの連携
テニス教室、水泳教室、スキー教室の開催
◆講師派遣、大学等のインターンシップ受け入れ
学校ＰＴＡ行事、企業、行政スポーツ事業等に講師を派遣
など学校や地域のスポーツ環境を整えるために様々な活動を行いました。

と

ポーツ教室・イベント年間スケジュール
みんなでスポーツ！

フィットネス

毎週火曜日

１０：００〜１１：３０ サン・ビレッジしばた

シェイプアップ

毎週水曜日

１０：００〜１１：３０ カルチャーセンター

リズムエクササイズ

毎週木曜日

１０：００〜１１：３０ サン・ビレッジしばた

ヨガ＆ピラティス土曜日

毎週土曜日

１３：００〜１４：００ 地域交流センター

体験ヨガ＆ピラティス

４月金曜日

１０：００〜１１：１５ サン・ビレッジしばた

ナイターテニス

５月金曜日

１９：３０〜２１：００ 五十公野公園テニスコート

ランニングクリニック

６月木曜日

１９：００〜２０：３０ 五十公野公園陸上競技場

日
時
会
場
月曜日（月２回）１０：００〜１１：００ 豊浦地区公民館
おやこで体操１･２･３！
金曜日（月１回）１０：００〜１１：００ カルチャーセンター
ゆめづくり教室
未 定
未 定

キッズ・ジュニアのみんな集まれ！

（サッカー・バスケット・野球）

プ
ロ
グ
ラ
ム

中学生硬式野球教室

８月〜１０月 日曜日

ちびっこスポーツ教室

土曜日

スポーツ活動体験教室

４月

アスリートエアロ

金曜日

佐々木ファイターズ（軟式野球）

少年武道館（剣道）

新発田クラブ（軟式野球）

菅谷ジュニアバレーボールクラブ

新発田市中学校ラグビー部

七葉ソフトテニスクラブ

関係団体・企業とのコラボ
お試し１ヶ月
キッズインドアテニス教室

新発田城カントリー倶楽部ジュニアゴルフスクール

七葉卓球クラブ

お試し１ヶ月
ジュニアインドアテニス教室

新発田体操クラブ（器械体操）

新潟プロシオン・ベースボールクラブ（硬式野球）

夏休み短期テニス教室

しばたパフォーミングキッズ（ダンス）

ひまわり体操クラブ（器械体操・新体操）

プールお試し教室

＊教室の会員割引
とらい夢主催の教室・イベント参加の際、会員料金で参加すること
ができます。
＊サン・ビレッジしばたトレーニングルームの利用定期券の補助
＊協賛会社利用特典
提携店ご利用の際に、会員証をご提示いただくと特典が受けられます。
入会については、お問合せください。

スポーツ指導者講習会

全１０回

１０：００〜１１：３０

※種目により日時が異なります

１２月〜２月

１６歳以上

時
未定

スポーツ団体各練習場

会

場

サン・ビレッジしばた

日
時
会
場
６月・９月・２月（平日週１回）
１６：００〜１７：００
小学３年生 ６月・９月・２月（平日週１回）Ｔ＆Ｓ新発田
インドアテニススクール
〜中学生 １７：００〜１８：３０
小学生

１４：５０〜１５：５０
６.７.８月
７.８月

４・ ８回 コ ース

４期予定

２週間お試し
ママ＆ベビー水泳教室

６ヶ月〜３歳の
５月・９月
お子様と保護者

ジュニアスキー教室

小学生〜中学生 １月・２月

߅วߖ

サン・ビレッジしばた他

対象
５歳〜
８歳

幼児〜中学生
夏休み短期水泳教室

真木山野球場他

サン・ビレッジしばた
日

対象

新発田リトルシニアリーグ（硬式野球）

どなたでも各スポーツ教室は参加できます
（個人で会員になられますと様々な特典が受けられます。）

場

１３：３０〜１４：３０ サン・ビレッジしばた

川東ファルコンズ（ミニバスケットボール）

新発田ラグビースクール

会

毎週月曜日

イベント

ラガーズ新発田嬢（女子ラグビー）

時

ピラティス

い夢に加盟している団体

SHIBATA マーチングバンド vivo

日

Ｔ＆Ｓ新発田
スイミングスクール

６回コース
５・１０回コース ニノックススノーパーク

申込み要項・詳細については、随時広報しばたにてお知らせいたします
ＮＰＯ法人新発田市総合型地域スポーツクラブ『とらい夢』（サン・ビレッジしばた内）

スポーツスタッフ
サポーターズスタッフを
募集しています R @Q@ S

ＴＥＬ：０２５４（２８）７５１０

ＦＡＸ：０２５４（２８）７５１１

ＵＲＬ：http://www.trymu.com

E-mail：info@trymu.com

（月〜金曜日 午前９：００〜午後５：００）
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電気工事･空調設備工事･空調クリーニング
冷媒回収事業所

http://www.shimazu-pnet.co.jp/
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