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【西海 B B C（野球）】
練習日時：平日１７時～１９時、土日９時～１２時

場　　  所：西海小学校グラウンド及び体育館

対　　  象：小学生（全学年）

会　　  費：年額１０,０００円、月額１,０００円

連 絡 先：０９０-７３２０-７５９５　今まで

【INTI WARA SSF （U-12　サッカークラブ）】

※都合により日時等の変更あり

練習日時：土日祝日　練習及び試合になります

　　　　　　　月～ 金曜日　１７時３０分頃～１９時頃

場　　　所：大高山総合公園及び旧鰺ヶ沢第一中学校体育館

対　　　象：主に小学生

会　　　費：年会費６,０００円　月額２,０００円

　　　　　　  兄弟・姉妹２人目以降、月額１,０００円

連  絡  先：０９０-７６６５-０３０７ 山中まで

【小学生バレーボール教室（バレーボール）】
練習日時：毎週火・金曜日

　　　　　    １８時～１９時３０分（途中からの参加も可）

場　　  所：勤労者体育センター

対　　  象：小学生２年～６年

会　　  費：年額５,０００円（６月～３月分）

連 絡  先：７２-２１１１　町役場総務課　伊東（直）　又は、

　　　　　　ajigasawa_volleyball@yahoo.co.jp まで

【鰺ヶ沢相撲錬成館　丹代道場 （相撲）】
練習日時：月～金曜日（下校後）

　　　　　　　学校が終わり次第～１８時頃まで

場　　　所：丹代道場相撲場（舞戸町上野）

対　　　象：小～中学生（幼児も可）

会　　　費：丹代道場としての月謝はなしですが、

　　　　　　  父母会費として一家族１０,０００円（年間）かかります。

連 絡 先：７２-４３５４　齋藤孝夫まで

【鰺ヶ沢スイミングクラブ（水泳）】

練習日時：水・木曜日　１７時～２１時

場　　  所：勤労者体育センター

対　　  象：幼保～中学生

会　　  費：なし（ボール代等別途）

連 絡 先：０８０-２８３８-９３６３ 長谷川まで

【鰺ヶ沢ジュニアクラブ（卓球）】

【鰺ヶ沢清空館（空手）】

練習日時：月・水・金曜日　１８時～２０時 （初心者は１９時まで）

場　　　所：鰺ヶ沢教材社　後ろ

対　　　象：幼保、小学生、中学生

会　　　費：月額２,０００円

連絡先：７２-４２６３　加藤まで

Let's start !クラブチームのお知らせクラブチームのお知らせ 町内にある小学生を対象としたクラブを紹介します。
興味のある方は、各連絡先まで各自お問合わせ下さい。

【あじがさわジュニアバスケットボールクラブ（ミニバス）】
練習日時：月～金曜日
　　　　　    ＜月･水･木＞１７時３０分～２０時
               ＜火･金＞１８時～２０時
場　　  所：舞戸小学校体育館
対　　  象：小学生（全学年）
会　　  費：月額２,０００円（兄弟割引有り）
連 絡 先：０９０-２９５７-８２３３　会長　三上達也
               ０９０-８９２０-４７１２　事務局　秋元一人まで

※都合により時間変更あり・土日は大会等

【鰺ヶ沢BRP（ビームライフルピストル）】

練習日時：毎週木曜日　１８時～２０時

場　 　 所：鰺ヶ沢町スポーツセンター　BR射場

会　　　費：なし（保険料は別途）

対　　　象：小・中学生　大人の方も可

連 絡 先：０８０-９２５５-５７９５　寺澤まで　　　　　 　

【鰺ヶ沢三味線クラブ】 NEW
練習日時：毎週金曜日　１６時３０分～１７時３０分

場　　  所：舞戸小体育館

対　　  象：小学３年生から

会　　  費：年会費３,０００円

連 絡 先：０９０-７３３８-３３８４ 　中村 久美子まで

練習日時：＜幼児コース＞水～金曜日１５時３０分～１６時３０分

　　　　　　　　　　　　　　　　　土曜日１５時～１６時

　　　　　　　＜学童コース＞水～金曜日１６時３０分～１７時３０分

　　　　　　　　　　　　　　　　　土曜日１６時～１７時 

場　    所：鰺ヶ沢町スポーツセンター　室内温水プール

対　    象：幼児コースは５･６歳児、学童コースは小学生

会　　　費：週１回 ３,４４０円 ／週２回 ５,７４０円

連 絡 先：７２-５７００　室内温室プールまで

【あじがさわアスリートクラブ（あじＡＣ）】

練習日時：毎週火曜日１６時～１７時５０分

　　　　　　  毎週土曜日　９時～１１時３０分

場　　  所：舞戸小学校グラウンド及び体育館

対　　  象：小学生（ただし、１～３年生には入学条件あり）

会　　  費：月額１,０００円

連 絡  先：０８０-１８５２-１９７４　

　　　　　　　hissa_minamiukita@yahoo.co.jp 須藤まで

練習日時：毎週水曜日　１９時～２１時

場　 　 所：勤労者体育センター

会　　　費：なし（保険料は別途）

対　　　象：小学生以上

連 絡 先：７２-２１１１　町役場総務課　財政班　長尾まで　　　　　　 　

【鰺ヶ沢剣道協会（剣道）】

NEW



【開設日】月・木【開設時間】９：３０～１５：３０【TEL＆FAX】０１７３-７２-２８７４  
【メールアドレス】kosodate@town.ajigasawa.lg.jp

鰺ヶ沢町子育てサポートセンター 場所：中央公民館１階

編
集
後
記

　今月から全国で一斉にレジ袋が有料化になりましたね。皆さんはスーパーなどで買い物を

する際、エコバックを持参していますか？　私は、何個かのエコバックを車に常備しています。

しかし、会計時にエコバックを車の中に忘れたのに気づき、でも取りに戻るのが面倒で、結局

レジ袋購入という事が何度もあります。なので新しい対策として、「マイバスケット」を先日スー

パーで購入しました。これなら多分忘れないと思います！

保育園　子育て支援のお知らせ保育園　子育て支援のお知らせ

＜午前の部＞
＜午後の部＞

※各行事の詳しい事はバンビルームまでお問合せください。

１３時３０分～１５時３０分
８時３０分～１ １時３０分

鰺ヶ沢こども園 TEL：７２－２０６７
毎週月～金曜日

＜各ルーム等は、入所していない
　　お子様がご利用できます！＞

８月 22日（土） 

９月 12日（土）

　　 26日（土） 

たていし愛児園
　TEL：７２－１２４６
 ９時３０分～１１時

みなみ保育園　
TEL：７９－２５３０
毎月１回　午前９時～１１時

８月 ８日（土）

かかしっこデイ
中村保育所　

　　TEL：７２－２７０４
 ９時３０分～１１時

開催については中村保育所に

お問い合わせください。 

舞戸保育所　
TEL：７２－２２７７

 １０時～１１時３０分

＊８・９月のサポセンサロン＊

 ８月   6日（木）身体測定

        18日（火）作って遊ぼう

　　  27日（木）誕生会 

※ 天気が良い日は水遊びを予定しています。

９月   9日（水）身体測定

       15日（火）十五夜製作

　    24日（木）誕生会

　　　　　　 

　　　　　　３日（月）

　　　　　１７日（月）　  

　　　　　２４日（月）

　　　　　３１日（月） 　

         　  　７日（月）

 　　　　　 １４日（月）

　　　　　　２８日（月） 

　 　 　 

８月 ９月

※昼食は各自ご持参ください。出前もＯＫ！日程は会場の都合により、変更に

なる場合があります。詳しくはサポセンまたは公民館へお問い合わせください。

10:30～14:30
場所：中央公民館 ２階和室　参加無料

　鰺中卒業生で制服の提供が可能な方がいました

ら、中学校までご持参していただけたらと思います。

　生徒の中には卒業が近いのに制服がきつくなった

とか、注文した夏服のサイズが合わなかったなど、

再度購入するにはお金もかかりますので、提供でき

る方を探しています。

　生徒にそのまま渡しますので、クリーニングに出し

たきれいな状態のものであればより助かります。

どうぞよろしくお願いします。

（文：鰺中　成田基之）

　鰺ヶ沢中学校では、新型コロナウィルス感染症対

策の一つとして、毎日放課後、先生方が、共用部分

（とくに多くの生徒が手を触れる箇所）の消毒を行っ

ています。

　そこで、毎週火曜日１６：３０～１７：００に消毒作業

のお手伝いをしていただけたらと思います。どうぞ

よろしくお願いします。お手伝いをできる方がいまし

たら、事前に電話をください。（文：鰺中　坂田志保）

著　　　者：ヨシタケシンスケ 

出  版  社：赤ちゃんとママ社 

本体価格：¥ ９００ ＋税

サポセンおすすめ
　 BOOK コーナー
サポセンおすすめ
　 BOOK コーナー

「もしものせかい」

　もしものせかいは君の中にある。もうひとつのせかい、大事な

ものをとつぜん無くしてしまったとき、心にあいた穴をどのよう

に埋めたらよいかを教えてくれる。いまの時代に何度も読みたく

なる絵本です。

８月７日（金）～

　　８月１６日（日）

９月 ４日（金）

８月 22日（土）

※コロナウイルスが発生した場合
　中止になります。

消毒作業の協力のお願い 制服の提供のお願い
（男女･夏冬　どちらでも）

問い合わせ先 ： 　

町立鰺ヶ沢中学校　

TEL　０１７３ - ７２ - ３０８３

　　　 養護教諭　坂田 志保
問い合わせ先 ：

町立鰺ヶ沢中学校　

TEL　０１７３ - ７２ - ３０８３

　　　 教頭　成田　基之

鰺ヶ沢中学校 鰺ヶ沢中学校 

～サポセンの夏休み～


