一般社団法人

NICE

2019 年 新春

1 月号

今年もよろしくおねがいしま～す！
スタッフ＆指導者一同
ウロ四宮作

保育士・保母さん必見！すぐ実践で役立つ！
ロールプレイでわかりやすい！現場アイデア共有

実際にペップトークを活用し、ロールプレイで学び、さらにスポーツ指導者が実践してい
るアイデアを共有します。保育士や保母さん、子育て中の保護者、祖父母の方も歓迎。
※この事業は、2018年度徳島県子ども体力向上事業助成をうけています。

子供運動指導のためのPEP TALK（ペップトーク）講座

自然素材で素敵なオリジナルリースを手作り

1月12日（土）10～12時 受講費500円/当日受付OK! 大学生以下無料
講師：芝原桂子（ペップトーク普及協会公認指導者養成講師）

貝殻や松ぼっくり、ツバキの実、バラの実など個性豊かなリースを作ります。贈り物にしてもよし、

特に幼児から小学校低学年のお子さまの運動指導の現場で起こる、さま

素材を用意しています。木曜１４時１５分～１７時（午前中希望の場合は応相談）/キョーエイ鳴門駅前

ざまな課題。「おなかが痛いからいや」「ママだっこ・・」そんなとき、指導

店４階（予約）080-3928-8678まで、お名前、参加人数、参加希望日を

者やコーチなど現場スタッフはどのように対処したらいいか、あるいはしているのか？を

ショートメール送信または電話してください。空きがあれば飛び入り参加可。

自分用のインテリアにしてもよし。素材はお好きなものをお持ちいただいてもOK.こちらでも多彩な

年会員受付中！思い立ったら即入会 OK！すぐ始められる健康習慣。仲間との交流＆市民アスリートや肩こり腰痛のセルフケアにも！
＜とりあえず 3 か月。年会員ではじめてみませんか・・・？＞年会員への入会は、所定の申込用紙に必要事項を記入し、入会金 2000 円+年会費（今年度の月割り残月分）1500 円の計 3500 円を添えて会
場受付スタッフにお渡しください。その日から会員価格で参加 OK.勤労者体育センターおよび市民会館のプログラムに参加の方は、木曜日 10 時～19 時の間にキョーエイ鳴門駅前店 4 階 NICE クラブ
ハウスまでお越しください。すぐに会員証を発行します。高校生以下の学生さんは、入会金は丌要で、3000 円です。（家族で入会の場合は割引あり）
スポ保未加入の方の NICE 活動中のケガも補償！ 活動中のケガや熱中症・突然死を補償する傷害保険に加入（入院 1 日４千円・通院 1 日 1500 円・死亡 3００万）どなたでも安心して参加いただけます。

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。

会員種類

年齢
大人

年会員

18 歳以上

入会金

2000 円

幼・小・中･高

0円

回数券

どなたでも

2000 円

年間
ゴールド会員

大人
18 歳以上

ニュースポーツ会員

小学生以上

0円
0円

家族割引

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。
（1 月入会の場合）1,500

円

2 人以上で入会

成人はクラブ負担の傷害保険に加入

※来年の３月３１日まで有効です。※2019 年度早期入会申し込みの方は 2018 年度分丌要

小中 3,000 円

二人目以降、入会金丌要／大人
１０００円､高校以下 1000 円割引

高校 3,000 円※スポ保（別）2019 年 3 月まで有効

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。
会費 12000 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。

すれば入会金半額
×

2 人目以降は、入会金丌要

2 名以上入会金半額

ただし回数券は共有丌可

2 冊以上購入割引あり

二人目以降 ２万円
※法人はご相談ください

ただし、ピラティスは 1 回につき 200 円の追加料金が必要です。

友人割引・参加特典

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

-

×
-

●有料コンディショニング系定期プログラム詳細 ※会場や講師の都合により休講する週もあります。裏面カレンダーを必ずチェックしてください。
コア・コンディショニング

<予約不要>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 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、一度お試し下さい。

ストレッチポールを使い動きやす

<予約不要>金曜アミノバリューホール 3 階 19 時 30 分～20 時 30 分。参加費については、裏面カレンダーをご覧ください。

いカラダをつくります。

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

やさしくてきもちぃピラティス

<予約不要>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。

すっきりヨーガ

<予約不要>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・ブロック貸出あり どなたでも 500 円 。※1 月 16 日は 20 時スタート

ハワイアンフラエクササイズ

<予約不要>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。

ZUＭＢＡ®（ズンバ）

<予約不要>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。

●子ども体力向上クラス

予約☎090-4500-1334

日時：金曜 18 時～19 時 30 分 場所・開催日は裏面へ

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
年一括払い 3000

兄弟姉妹割引

円

体幹しっかり！ミニサッカー教室

月曜

勤労者体育センター

体幹を鍛えるプログラムを新しく導入し、小学 3 年

火曜

鳴門西小学校体育館

生以降の運動発達が伸びる時期の多彩なスポーツ

※連休明けは勤労者体育センターで上記 16 時半～のク

活動の基礎運動能力を養います。

ラスと合同開催します。

スポーツでのびのび運動発達応援教室

水曜堀江单小学校１５：40～16：40

４歳～小学２年生

月ごと 2000 円

※初回体験無料

年会費１０００円割引

チアリーディング教室

木曜

おおむね４～7 歳（小２）

月ごと 2000 円

※初回体験無料

年会費 1000 円割引

16 時半～18 時
16 時～17 時 15 分

ｷｮｰｴｲ鳴門駅前店 4 階 15：45～16：45

幼児～小学校低学年の

※2019 年 3 月分までの分全納

2 人目年会費合計額

男女（女の子も歓迎）

の場合※初回体験無料（予約丌

から 2000 円割引

要）※体育館シューズ持参

<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
★太極拳、卓球、バドミントン、ソフトバレー、二十四式太極拳は、年会員に入会するだけで他に参加費は丌要です。ぜひ一度体験にお越しください★

