
一一般般社社団団法法人人 NNIICCEE    22001188 年年  44 月月号号  
各各種種会会員員随随時時入入会会受受付付  

ヨヨーーガガ、、ピピララテティィスス、、ZZuummbbaa®®、、ｺｺｱｱｺｺﾝﾝﾃﾃﾞ゙ｨｨｼｼｮｮﾆﾆﾝﾝｸｸﾞ゙、、フフララはは、、会会員員ででななくくててもも受受講講ででききまますす  

  

55 月月 1122 日日（（土土））第第 22 回回鯛鯛めめししトトレレイイルルラランン参参加加者者募募集集中中！！  

66 人人 11 組組ののチチーームム戦戦（（44 時時間間））とと、、個個人人戦戦（（33 時時間間））ののカカテテゴゴリリーー。。ホホーームムペペーージジ（（「「鯛鯛めめししトトレレラランン」」

でで検検索索））ににてて、、選選手手&&ボボラランンテティィアア受受付付中中。。自自社社試試供供品品をを配配布布ししたたりり、、大大会会ビビデデオオでで企企業業 PPRR ももでできき

るる大大会会ススポポンンササーーもも募募集集中中！！詳詳ししくくはは sshhiimmaaddaa@@nniiccee77661100..nneett 又又はは 008800--33992288--88663399 ままでで  

ボボーートトレレーースス鳴鳴門門  ななるるちちゃゃんんホホーールルでで ZZuummbbaa®®＆＆ハハワワイイアアンンダダンンスス！！  

4月 7日（土）１７：30～１８：30ハワイアンダンス教室（わけべのりこフラスタジオ主催） 

１９：00～20：15 Ｚｕｍｂａ®なるちゃんサークル ※開催確定 

4月 21日（土）19：００～２０：１５Ｚｕｍｂａ®なるちゃんサークル

三三日日坊坊主主返返上上ししたたいい方方はは、、年年会会員員ががおおすすすすめめ！！太太極極拳拳やや卓卓球球、、ババドドミミンントトンン、、ソソフフトトババレレーーボボーールルななどど、、年年会会費費 66000000 円円だだけけでで参参加加ででききるる体体育育館館ででののササーーククルルププロロググララムムががいいっっぱぱいい。。

ささららにに、、550000 円円のの有有料料ププロロググララムムをを 66 回回受受講講すするるとと 11 回回無無料料ににななるるポポイインントト制制ななののでで受受けけれればば受受けけるるほほどどおお得得。。色色々々たたくくささんん参参加加ししたたいい方方はは 550000 円円ククララスス年年間間フフリリーーののゴゴーールルドド会会員員ががおおすすすすめめでですす。。  

夜夜ののココアアココンン、、フフララをを集集中中的的にに受受講講ししたたいい方方はは回回数数券券会会員員！！木木曜曜ののフフララエエククササササイイズズ、、金金曜曜夜夜ののココアアココンンデディィシショョニニンンググをを継継続続受受講講さされれたたいい場場合合はは回回数数券券会会員員ががおおすすすすめめでですす。。

会員種類 年齢 入会金 

成人は、入会しなくても、好きなクラスに自由に参加できます。 

入会すれば、参加すればするほどオトクな会員システムになっています。 家族割引 友人割引・参加特典 

年会員 

大人 

18歳以上 
2000円 

６,０００円 ●スポーツ安全保険別途（大人１８５０円/、６５歳以上１２００円） 

今月年会員新規入会の方は、3月分の会費は不要！2019年 3月まで有効 
二人目以降、入会金不要／大人

１０００円､高校以下 1000円割引 

2人以上で入会 

すれば入会金半額 

幼・小・中･高 0円 小中 3,000円 高校 4,000 円※スポ保（別）2019年 3月まで有効 × 

回数券 どなたでも 2000円 
２千円・６千円の回数券を購入してプログラムに参加できます。 

 注）回数券有効期限は購入日から 1年。1冊を複数人で使用できません。 

2人目以降は、入会金不要 

ただし回数券は共有不可 

2名以上入会金半額 

2冊以上購入割引あり 

年間 

ゴールド会員 

大人 

18歳以上 
0円 

会費３万円だけで 2019年 3月末まで 500円クラスにフリーパスで参加 OK。ピラ

ティスは 1回 200円要●スポーツ安全保険別途（大人１８５０円/６５歳以上１２００円） 

二人目以降 ２万円 
※法人はご相談ください 

× 

ニュースポーツ会員 小学生以上 0円 月謝制 1000円年会員は 1か月 500円、回数券会員は 1か月オレンジ券 1枚 - - 

●●有有料料ココンンデディィシショョニニンンググ系系定定期期ププロロググララムム詳詳細細  ※※会会場場やや講講師師のの都都合合にによよりり休休講講すするる場場合合ももあありりまますすののでで裏裏面面カカレレンンダダーーををチチェェッッククししててくくだだささいい。。  

コア・コンディショニング 

ストレッチポールを使い動きやす

いカラダをつくります。 

木曜ｷｮｰｴｲ鳴門駅前店 4 階 13時～・・・どなたでもいつでも 500円。NICE年会員１P進呈。腰や肩に不安がある方、お買い物ついでに、ぜひ一度お試し下さい。 

金曜ｱﾐﾉﾉﾊﾞﾘｭｰﾎｰﾙ 19時 30分～20時 30分。年会員および月初と初回体験者 500円、一般 1000円、回数券会員:オレンジ券 1枚またはブルー券 3枚 、年会員１P進呈 

少人数制（定員 5 名）のコア・コンディショニング 1 人 1 回 2000円 ※予約優先  予約☎090-4500-1334  場所：ｱﾐﾉﾉﾊﾞﾘｭｰﾎｰﾙ 日時：金曜 18 時～19 時 30 分 

やさしくてきもちぃピラティス ｷｮｰｴｲ駅前店４階 11 時 15 分（木）～年会員 700 円、一般 800円、ｺﾞｰﾙﾄﾞ 200 円   呼吸法を覚えて毎日自宅で実践すればさらに効果が高いプログラムです。4/6 休講 

すっきりヨーガ 水曜 19時 45 分～20 時 45 分 アミノバリューホール 3 階 予約不要 ヨガマット ヨガブロック貸出あり どなたでも 500 円 。NICE年会員１P進呈。 

ハワイアンフラエクササイズ NICE年会員 500 円（年会員１P進呈）、回数券ｵﾚﾝｼ券 1 枚またはﾌﾞﾙｰ券３枚。初回体験は、どなたでも 500 円。  

ZZUUＭＭＢＢＡＡ®®（（ズズンンババ）） なるちゃんサークル：500 円（幼児無料）/ｷｮｰｴｲ木曜クラス：成人初回体験無料・学生 2回目まで無料。小学 200 円、中学 300 円、高校 400 円  

癒しの体幹エクササイズ 参加費：500 円。ストレッチポールを必ずご持参ください。お持ちでない場合は前日までに 080-3928-8679 まで「○月○日里浦○名」と。ショートメール予約してください。 

●徳島県子ども体力向上事業 新規受講生募集中！初回体験無料！※2回目以降の受講には、年会費（3000円+スポーツ安全保険 800円）＋種目別会費が必要です。 

外遊びの機会が少なくなった幼児～小学 2年生の子どもたちに基礎体力と運動発達を促すプログラムを用意しました。初回体験は無料（予約不要）ですのでお気軽に会場までお越しください。 

教室名 曜日・場所・時間 対象 種目別会費 兄弟姉妹割引 

体幹しっかり！ミニサッカー教室 

体幹を鍛えるプログラムを新しく導入し、小学

3 年生以降の運動発達が伸びる時期の多彩な

スポーツ活動の基礎運動能力を養います。 

月曜 勤労者体育センター 16時半～18時  

幼児～小学校低学年の

男女（女の子も歓迎） 

年一括払い 12000円 

（2019年 3月分全納の場合） 

※半年分×2回の分納も可 

2 人目年会費合計額

から 2000円割引 

火曜 鳴門西小学校体育館 16時～17時 15分  

※連休明けは勤労者体育センターで上記 16 時半～のクラ

スと合同開催します。 

発達応援教室 水曜堀江南小学校１５：40～16：40 ４歳～小学２年生 月ごと 1０００円（7月以降 2000円） 年会費１０００円割引 

チアリーディング教室 木曜 ｷｮｰｴｲ鳴門駅前店 4階 15：45～16：45 おおむね４～7歳（小２） 月ごと 1000円（7月以降 2000円） 年会費 1000円割引 

<企画・運営・編集･発行>一般社団法人 NＩＣＥ 鳴門市撫養町小桑島字前浜 23ｷｮｰｴｲ鳴門駅前店４階 mail：info@nice7610.net http://nice7610.net「ナイス 7610」で検索 

総合案内：080-3928-8679 手作り体験＆ミニサッカー･運動発達クラス：080-3928-8678 アウトドア：080-3928-8639 Fax088-603-1719 

新規入会・継続の方は以下にご記入の上、有料クラスの受付またはキョーエイ鳴門駅前店 4階のクラブハウス（受付時間：木曜 10時～19時）までお持ちください。  

以下の通り、□新規入会 □継続 □会員復帰 を申し込みます。 201  年     月   日 

□主会員 □家族 □友達割引 □スポ保同時加入（中学生以下は必ず入会してください） 

【申込区分】年新規/年継続/半年新規/半年継続/回数券会員/年ｺﾞｰﾙﾄﾞ/NJP ｺﾞｰﾙﾄﾞ/ 

賛助会員（         口）/法人年会員/法人年会員社員様個別入会/法人回数券会員/ﾐﾆｻｯｶｰ/ﾁｱ/運動発達 

小・中・高年会員/げんき工房参加（春・夏・秋・冬）/スポ保加入のみ/その他/ 

 

 

 

･

･

ｷ 

ﾘ 

ﾄ 

ﾘ 

･

･

･ 

領収証 

           様 

(フリガナ)                          性別／ 男 女 ／満    歳  

西暦    年   月   日生 

氏名／                               学校：     学年：小中高大  年 

住所／ 

                                    〒          

本人電話／               緊急連絡先／             （続柄／    ) 

☆参加したい時間帯/昼 夜 土日祝（   ）☆参加したいｸﾗｽ/太極拳 卓球 ﾋﾟﾗﾃｨｽ ﾌｧﾐﾘｰﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ｻｯｶｰ 癒しの体感 EX 運動発達教室 ﾖｶﾞ ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ ｺｱｺﾝ ﾌﾗ ﾁｱ Zumba® ゆる登山 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｸ ｶﾔｯｸ SUP ｻｲｸﾘﾝｸﾞ ﾗﾝ 手作り体験 英会話 げんき工房 その他/ 

 

\        
入会金 会費  スポ保代 参加費 回数券会費       

種目別会費（         ）協力金 として  

201 年     月     日上記領収いたしました。 

一般社団法人 NICE    

※会員証ができるまでは、本領収書を会員証としてご提示ください。 

※いただいた情報は､個人情報の取り扱いに配慮し、NICEの活動以外に利用しません。            ※納入いただいた会費はいかなる理由でも返金できませんので御了承ください。 

mailto:shimada@nice7610.net
mailto:info@nice7610.net
http://nice7610.net/

