
平成２６年８月１日現在

　（公財）栃木県体育協会では、”クラブアドバイザー”を配置し、「とちぎ広域スポーツセンター」

（栃木県教育委員会事務局　スポーツ振興課）と協力しながら、総合型地域スポーツクラブの育成から

推進まで助言・指導しています。
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平成２６年８月１日現在

平成２０年２月２４日設立　

◎クラブの理念

≪活動の概要≫
事業名 活動のねらい 展開する活動

　いつまでも健康で元気に過ごせるよう、自己の興味や関心余暇時間の活用 エアロビクス、ヨガ、ソフトバ

を図りスポーツ活動に親しむ。 レーボール、健康体操、

　参加をポイント化することで、仲間と認め励まし合いながら意欲的に取り組む フラダンス、ジョキング＆

ようにする。 ウォーキング、インディアカ

　地域には小規模校が多く、集団でスポーツ活動に親しむ機会が少ない。子 かけっこ＆えきでん

どもたちにスポーツ活動の機会を提供し、ルールやマナーを守り、必要な体力 ミニバスケット

や技能を高め、多様な人間関係を学びつつスポーツに親しむ楽しさを味あわ ジュニアゴルフ

せる。

　チームやサークルでスポーツ活動に親しむ機会の少ない成人や子どもを対 バドミントン、ティーボール、

象に互いの技量や体力に応じてスポーツ活動を楽しむ。 和太鼓

　当法人が推薦するスポーツの核となるチームつくりを支援し、市内はもとより バレーボール、卓球

県・関東レベルでも活躍の出来るチーム、個人を育成・支援する。 軟式野球

イベント事業 　スポーツフェスティバル２０１４、ハイキング、ゴルフ大会、指導者研修会、どまんなかフェスティバル

◎クラブの目標
　○スポーツ好きな大人が、子どものスポーツ活動を支援する。
　○スポーツを通して、地域の人のコミュニケーションを深める。

　○スポーツで健康と豊かな心を育む。

スティヤングスポーツサークル

ジュニアスポーツスクール

ふれあいスポーツ活動

クラブチーム育成

　　　　　　　　　としてスポーツ教室（育成指定クラブ委託事業）を始める。

　○平成２０年度　「田沼わいわいクラブ」と育成指定クラブ委託事業を統合し、総合型地域スポーツクラブ活動支援事

　○平成２１年度　平成２２年２月２４日　総合型地域スポーツクラブ「たぬまアスレチッククラブ」設立総会及び記念

　○平成２４年度　特定非営利活動法人化を図る。７月９日に設立総会を開催し、１０月１２日佐野市長の承認を得、

　　　　　　　　　１０月２３日宇都宮法務局に登記する。

深めたり心からだの「生涯健康づくり」に貢献していきます。

　○平成１７年度　地域のスポーツ好きな大人が集い、スポーツクラブに所属していない子ども達に週１回スポーツ活動

　　　　　　　　　に親しむ機会を提供する、放課後子ども教室「田沼わいわいクラブ」の活動を始める。

　○平成１８年度　「田沼わいわいクラブ」活動とともに、高齢者の健康維持を図るために「スポーツ日常化推進活動」

　　　　　　　　　事業を開催する。

　○平成２５年度　（独行）日本スポーツ振興センターからスポーツ振興くじ助成金の交付を受ける。

～ＮＰＯ法人たぬまアスレチッククラブの歩み～

　　　　　　　　　業に取り組む。

[NPO法人たぬまアスレチッククラブ]（佐野市）

　ＮＰＯ法人たぬまアスレチッククラブは、より多くの市民が世代を超え、各種団体と協力し、地域に根ざ

した、地域の人々に愛されるクラブ・地域に親しまれるクラブへ、また、人々が集いコミュニケーションを

＜今年度スタートしたベースボールチーム＞ ＜桜咲き誇る下 健康体操教室ハイキング＞ 

《総合型地域スポーツクラブの紹介》 



平成２５年８月１日現在

◎クラブ理念

◎活動種目
《スクール》

※短期スクール（親子ゴルフ・卓球・他）については随時予定しています

《サークル》

［スポーツ安全保険料　小・中・高生 800円／一般1,850円含む］

◎クラブ事業
＜スポーツキャラバン隊＞

＜スポーツコミュニティサークル＞

・日時…毎週土曜日 19:00～20:30 

・場所…キリン体育館

・対象…18歳以上の独身男女

・種目…ショートテニス※25年度新規事業　独身男女に出会いの場を提供 ＜ノルディックウォーク講習会＞

◎今後の展望

［元気ＵＰスポーツクラブ］(高根沢町)
平成２１年５月３１日設立

えて、地域の皆様方の生きがいと体力の向上、健康つくりの推進又地域世代間交流等を図り、地域誰も

が健康で楽しく生活できる社会を目指して活動しております。

１回　200円

放課後出向き『ショートテニス』を実施している。

町内には小学校が６校あり、スタッフが年６回、学校の

一般 ３０名

カローリング

 子ども、成人、高齢者の方々にスポーツとのふれあいを数多く体験していただき、地域でコミュニティ

ます。会員は、町民の５％、約１,５００人が目標です。又、ＮＰＯ法人格の取得を早期に行いたい。

つくり、世代間の交流、住民の健康づくりを通し相互互助の心を持った地域つくりに活かしたいと思い

２０名
１回 200円

バドミントン
毎週木曜日 13:00 ～ 16:00 キリン体育館

年会費 3,350円

カローリング 毎週月曜日 19:00 ～ 20:30 キリン体育館
年会費 3,350円

一般

特になし

ナイトウォーク 曜日（40分位）

ショートテニス 毎週月曜日 19:00 ～ 20:30 キリン体育館 年会費 3,350円 中・高・一般 ２０名

特になし

水曜日 冬季 8:00出発 車代実費 1,500円

ノルディック 火・木・金
20:30 ～ 21:10 光陽台南区方面 年会費 3,350円 一般

トレッキング
毎月第２・４ 夏季 6:00出発

栃木１００名山めぐり
年会費 3,350円

一般

２０名

サークル名 開催曜日 時間 会場 会費 対象者 定員

太極拳 毎週月曜日 19:00 ～ 20:30 キリン体育館 1,500円 小学生以上

２０名

Jrサッカー 毎週土曜日 13:00 ～ 15:00 砂部グラウンド 1,500円 年長～３年生 特になし

ショートテニス 毎週月曜日 19:00 ～ 20:30 キリン体育館 1,500円 小学生以上

２０名

草野球 毎週土曜日  9:00 ～ 11:30 町ファミリー公園 1,500円 年長～６年生 ３０名

テニス 毎週土曜日 18:00 ～ 19:30 情報の森ＴＣ 1,500円 小学生以上

２０名

テニス 毎週水曜日 18:00 ～ 19:30 情報の森ＴＣ 1,500円 小学生以上 ２０名

テニス 毎週火曜日 18:00 ～ 19:30 情報の森ＴＣ 1,500円 小学生以上

「元気ＵＰスポーツクラブ」は、スポーツレクリェーションを通じて子どもから高齢者まで世代間を越

スクール名 開催曜日 時間 会場 会費（月） 対象者 定員



平成２４年８月１日現在

平成２２年３月２７日設立

◎クラブの理念

◎活動種目（教室）＜Ｈ２４年４月～Ｈ２５年３月＞ ◎会費（教室参加料 保険料 入会金）

◎イベント（参加料無料）
・熱中症予防講習会　　　　　　　７月１３日
・秋の体力測定　　　　　　　　　１１月
・筋肉ケア講習会　　　　　　　　  ２月

＜土曜ヨガ教室＞

＜小学低学年サッカー教室＞

◎今後の展望

　発足して３年目に入りますが、６月現在３０５名の会員を有し、計画より１年前倒しの３００名とな　　　

りました。目標である５００名の会員獲得を目指し内容の充実と共に、ニーズを的確に把握し、最終目

的のひとつである会費収入でできる組織の確立化を図ります。

を通して健康あふれる楽しいまちづくりに貢献し、各活動の場を提供することを目的としています。

［さくらエンジョイスポーツクラブ](さくら市)

「さくらスポーツクラブエンジョイ」は全ての地域住民の皆さんに、運動・スポーツ・文化・芸術活動

小・中学生 ８００円

ボクシング エクササイズ教室

ヨガ教室（土曜日）

卓球教室

中学・高校生
一般男女共通

一般・60歳以上男女

一般男女共通

高校生・一般

一般男女

ユニホック教室 小・中学生

一般・60歳以上男女

中学生男女

高校生・一般男女共通

教　室　名 対　　象

サッカー教室 小学生男女

エアロビクス教室

対　　　象

教室ごとに異なる教室参加料

項　目

保険料

ラージボール卓球教室

ヨガ教室（水曜日）

ズンバ教室

健康体操教室
入会金

（初年度の
み）

１口：５，０００円賛助会員

高校生～64歳まで

65歳以上 １，０００円

１，８５０円

１人：５００円


