
平成25年度 NPO法人名古屋スポーツクラブ会員募集

HC名古屋 ハンドボールスクール
後援：愛知県教育委員会・名古屋市教育委員会・みよし市教育委員会（予定）・愛知県ハンドボール協会・中日新聞社

この事業はスポーツ振興くじ
助成金を受けて実施しています

地元で活躍する日本リーグ選手（HC名古屋）も指導します！

HC名古屋
ハンドボールスクールの特徴
●特徴 1　「ハンドボール王国」愛知県でしか実現できない充実したコーチ陣の指導が受けられます。
●特徴 2　初心者を対象にしているので、ハンドボールの経験がなくても楽しめます。
●特徴 3　名古屋校では現在約200名の会員が在籍しているクラブですので実績と経験があり安心です。
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指 導 員 日本ハンドボール協会公認 J級指導員、HC名古屋トップチーム選手 他

そ の 他

申　　込 申込用紙に所定の事項を記入の上、活動日に直接お持ちいただき、受付にご提出ください。
また、FAX、メールでの申込も可能です。

◇リトルクラスは県内外各ハンドボールスクールとの交流や全国小学生ハンドボール大会を目指します。
◇ジュニアユースクラスは、幅広い交流を深めます。

問 合 先 TEL 090-7673-4789（吉田貴之）FAX 052-811-3144
NPO法人 名古屋スポーツクラブ 事務局（ブラザー体育館内）
nagoyasc@dance.ocn.ne.jp 

会　　費 ※スポーツ安全傷害保険への加入金を含みます。
※前期 4月、後期 9月末もしくは10月上旬の
　2回分割払いで徴収します。

※日程時間は変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

対　　象 リトルクラス（小学校の男女児童）    120 名程度
ジュニアユースクラス（中学生男女）   40 名程度
シニアクラス（高校生・成人）           50 名程度

場　　所
ブラザー体育館およびグランド
名古屋市瑞穂区荒崎町 6-35　
地下鉄堀田駅徒歩 5分　名鉄堀田駅徒歩 10分

日　　程 4月～翌年 3月の年間 26回（予定）　日曜日開催
※4月開催は7日、14日、21日
※5月以降の日程詳細は、会員証裏面に掲載します。　※4月7日開校式は以下のとおり。
時間 リトルクラス　            8:50～10:50   9:00～  9:25　受付

  9:30～  9:45　開校式
  9:45～11:15　リトルクラス・ジュニアクラス
11:20～13:00　シニアクラス

ジュニアユースクラス　9:00～11:00
シニアクラス　         11:00～13:00

リトルクラス・ジュニアクラス　年間 10,000 円（予定）
シニアクラス　年間 13,000 円（予定）

1. スポーツクラブの普及と発展
スポーツを普及・発展させ、愛知県・名古屋市のみならず、日本の競技力の向上・強化に努めます。
2. 社会貢献
スポーツを通じた活動から、人と人とのコミュニケーションを大切に地域活動にあたり、地域に“活力”
を創り出すと共に、スポーツ愛好者だけでなく、子供達にとって夢のあるスポーツ環境を作ります。
3. 豊かなスポーツ文化の振興
子供から大人まで、生活の一部として楽しめる生涯スポーツ文化の形成に努力します。

　名古屋スポーツクラブは、スポーツ活動を通じて、愛知県・名古屋市のスポーツ水準の向上、特にハンドボール・剣道・女性バレーボールの普及を図り、
豊かなスポーツ文化の振興及び健全な青少年の育成と、地域住民の健全なスポーツライフの実現に寄与するとともに、スポーツを通じて全国ひいては国
際的な規模での交流と親善に貢献することを目的とします。

基本理念

目的

活動
1. クラブ事業
ハンドボール（ＨＣ名古屋）・剣道・女性バレーボールの普及・発展
を図るため、それぞれに運営委員会を設置し、運営にあたります。

2. 受託事業
・県・市の委託事業を受託しています。
・他競技との連携を図っています。 （名古屋グランパスエイトとは一部連携をすすめております）

3. アスリート事業
・各種全国大会への出場を目指します。
・日本代表選手への育成・強化に努めます。

NPO法人名古屋スポーツクラブとは？NPO法人名古屋スポーツクラブとは？

走・投・跳 の調整力を高める
今ハンドボールが注目されています！

日本ハンドボール（JHL）加盟ＨＣ名古屋の運営ハンドボール（HC名古屋）・剣道・女性バレーボールの運営

ハンドボール教室 剣道教室 女性バレーボール教室

ハンドボール：名古屋校 募集概要



申込FAX番号 0562-34-2464　ハンドボールスクール みよし校（依田）

氏　名　　　　　　　　　　　男・女　保護者氏名　　　　　　学校名　　　　　　　　　学年　　　年齢　満　　歳　　

ハンドボール みよし校

住　所　〒

ふりがな

FAX申込書

FAX申込書

申込FAX番号 052－811-3144　名古屋スポーツクラブ事務局

氏　名　　　　　　　　　　　男・女　保護者氏名　　　　　　学校名　　　　　　　　　学年　　　年齢　満　　歳　　

ハンドボール 名古屋校
※参加される競技に○をつけてください。 （氏名、住所、電話番号のみ）

剣道教室 心明館 女性バレーボールクラブ 海星

住　所　〒

電話番号（緊急時連絡先）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-MAIL　　　　　　　＠自　宅（　　　　　）　　　　　-　　　　　　　
携　帯（　　　　　）　　　　　-　　　　　　　

電話番号（緊急時連絡先）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-MAIL　　　　　　　＠自　宅（　　　　　）　　　　　-　　　　　　　
携　帯（　　　　　）　　　　　-　　　　　　　

ふりがな

剣道教室 心明館

申　　込 申込用紙に所定の事項を記入の上、FAXにてお申込ください。また、メールでの申込も可能です。

問 合 先 TEL 090-8866-4975（依田）18:00～21:00　FAX 0562-34-2464
NPO法人 名古屋スポーツクラブ　事務局（ブラザー体育館内）
nagoyasc@dance.ocn.ne.jp 

会　　費 ※スポーツ安全傷害保険への加入金を含みます。
※対外試合にかかる費用は別途必要です。
※会費の分割納入も可能です。

対　　象 小・中学生

年　間 10,000 円
入会金  2,000 円（新規会員）
※初回参加時に年会費を現金でご持参ください。

受　　付 随時受付（定員 50名）　※定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申込みください。

日　　程 5月～翌年 2月の年間 20回（予定）
◆第 Ⅰ 期　◆6回（日曜日開催）9:30～11:30（9:00 受付開始）【場所】東海学園大学体育館
①5/26　②6/2　③6/16　④6/23　⑤7/7　⑥7/14
※第 Ⅱ 期、第 Ⅲ 期の日程は後日お知らせします。

ハンドボール：みよし校 募集概要

指 導 員 日本ハンドボール協会公認 J級指導員、HC名古屋トップチーム選手 他

申　　込 申込用紙に所定の事項を記入の上、FAXにてお申込ください。
また、メールでの申込も可能です。

問 合 先 TEL 052-824-2987　FAX 052-811-3144
NPO法人 名古屋スポーツクラブ　事務局（ブラザー体育館内）
nagoyasc@dance.ocn.ne.jp 

会　　費
※スポーツ安全傷害保険への加入金を含みます。
※対外試合にかかる費用は別途必要です。

対　　象 小学生から一般の男女

年間 12,000 円

活動内容 各種大会への参加、他団体との交流

会　　場 ブラザー体育館　3F武道場

日　　程 毎週火曜日・木曜日　19:00～20:30
毎週土曜日      10:00～12:00
※月２回程度で日曜日の10:00～12:00に特別稽古を実施します。

募集概要

指 　 導 高橋 明博  七段  他

女性バレーボールクラブ 海星

申　　込 申込用紙に所定の事項を記入の上、FAXにてお申込ください。
また、メールでの申込も可能です。

問 合 先 TEL 052-824-2987　FAX 052-811-3144
NPO法人 名古屋スポーツクラブ　事務局（ブラザー体育館内）
nagoyasc@dance.ocn.ne.jp 

会　　費

初心者・経験者、年齢問わず、30分でも参加できる方お待ちしてます。
対　　象 女性、年齢経験は問いません

年間 12,000 円

活動内容 他団体との交流、名古屋スポーツクラブ杯開催

会　　場 ブラザー体育館

活 動 日 毎週月曜日・木曜日　午前中 9:30～12:30

募集概要

指 　 導 鬼頭　節子

〒470-0207
みよし市福谷町西ノ洞 21-233
TEL. 0561-36-5555（代）
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東海学園 三好キャンパス体育館

名鉄豊田線
三好ケ丘駅

場　　所


