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認定

本社／
　新発田市藤塚浜3130番地9
　Tel. 0254－41－4357

各種スポーツ大会に

26-1255

400円からご予算に応じます。
食事処 蒲城

いち押
カツ

勝弁当500円

新発田市富塚町2丁目1002番地
本　　　社 TEL  0254-22-6337（代）
 FAX 0254-22-6391
新潟営業所 TEL  025-283-4022
阿賀野営業所 TEL  0250-47-8848
URL http://www.toshikankyo.com

人とより良い環境の共生を求めて

株式会社 都市環境
〒957-0016　新発田市豊町2-1-20
TEL　0254-22-1188
FAX　0254-22-1182

学校法人新江学園
東 幼 稚 園
新潟県新発田市舟入町3-4-14
幼稚園 TEL 0254-23-5333
園長宅 TEL 0254-22-3303
　　　 FAX 0254-22-6688

★子どもの笑顔を応援します
★子どもの好奇心を大事にします

各種スポーツ大会･イベントの
おにぎり弁当･ドリンクその他

ご予約承ります。
配達をご希望の方はご相談ください。

 紫雲寺藤塚浜店
TEL.FAX 0254-41-4656
セブン -イレブンセブン -イレブン

T E L（ 0 2 5 4）2 2 - 2 6 3 1
FA X（ 0 2 5 4）2 3 - 6 1 3 5

〒957-0017  新潟県新発田市新富町3-2-17
TEL（0254）22-3430㈹　FAX（0254）21-1195

URL  http://www.towa-mfg.co.jp

〒957-0007 新発田市小舟町1丁目7番1号
 TEL  0254（22）3 2 6 1㈹
 FAX  0254（22）1 2 8 6

地域の発展とよりよい暮らしをめざして…

総 合 建 設 業

代表取締役社長　石　井　和　郎

〒957-0007
新潟県新発田市小舟町1丁目12-4
TEL.（0254）22-4151　FAX.22-5391

SINCE 1960
新潟運輸局長指定整備工場

諏訪町1-10-38 TEL  24-1166

中央町5-4-2 TEL  26-1222

新発田市歯科医師会
事務局　〒957-8577

新発田市本町4丁目16番83号
下越総合健康開発センター内
TEL 0254（24）8076
FAX 0254（24）2654

建設を通じて豊かな地域づくりに貢献する
総 合 建 設 業

〒957-0011  新潟県新発田市島潟1273番地1
TEL（0254）22－4176㈹　FAX（0254）22－0764

http://itohgumi.com/

ISO9001 認証取得

代表取締役　伊　藤　隆　雄

暮らしと未来をつくる

株式会社  伊 藤 組

TEL.0254-26-1123

TEL.0254-26-1717

本店：新発田市中央町 3丁目 2番 21号　
TEL0254-24-5101

〈URL〉http://www.shibata-shinkin.co.jp/

島津ホールディングス

まちなか介護予防クラブまちなか介護予防クラブ汗をかいてシェイプアップ（水）汗をかいてシェイプアップ（水）

●スポーツ教室●
　創設以来、幼児から高齢者まで年間を通して多くのス　創設以来、幼児から高齢者まで年間を通して多くのス
ポーツ教室を行っています。運動神経や基礎的な運動能ポーツ教室を行っています。運動神経や基礎的な運動能
力を形成する大切な時期の幼児から小学生までを対象に力を形成する大切な時期の幼児から小学生までを対象に
したスポーツクラブや、高齢者の方を対象にした健康機したスポーツクラブや、高齢者の方を対象にした健康機
能の維持及び向上を図るまちなか介護予防クラブなど、能の維持及び向上を図るまちなか介護予防クラブなど、
積極的にスポーツを推進しています。積極的にスポーツを推進しています。

キッズスポーツクラブキッズスポーツクラブ

キッズネイチャークラブキッズネイチャークラブ

私たちは　　　 を
応援しています。

URL  http:p ////www.trymu.com  e mail info@t

「とらい夢」は認定NPO法人として、
ーツ活動推進に貢献します！地域のスポーツ活動推進に貢献します！

健康増進　
運動不足解

消
健康増進　

運動不足解
消

気力・体力
向上に、

気力・体力
向上に、

より一層努
めます。

より一層努
めます。

●●●●●●●●●●●事業紹介事業紹介



　とらい夢では、各種団体への指導者派遣、短期大学の体育授業の受託、マイクロバス
の運行、会報発行など各種事業を実施し、平成23年度には文部科学大臣表彰を受賞、
また全国に3500以上ある総合型クラブのうち、全国56か所ある文部科学省の拠点クラ
ブに指定されています。また、平成27年度には、認定NPO法人に指定されました。

とらい夢に加盟している団体とらい夢に加盟している団体 ● 現在、地区スポーツ活動団体から競技団体
など多種目な18団体が加盟しています。

新発田市の葬送を守り続けて100年
葬儀･生花･花環･盛籠･灯篭･仏壇･仏具･霊柩車

大手町斎場
（新発田城傍･西高校前）

緑町斎場
（国道７号･二葉小前）

メモリーナ新発田
マルフヂ会館

ご葬儀･ご遺体搬送【24時間受付】
（0254）22-2882（代表）

マルフヂ葬祭
どちらの式場へも病院から直接ご安置できます。

アートホール桜®

さくら

株式会社

ご自宅に戻れない方もご安心ください。
病院施設から直接ご利用いただけます。

TEL(0254) 22-1320
FAX 0254 24-5156

1521

ご自宅に戻れない方もご安心ください。
病院施設から直接ご利用いただけます。

TEL(0254) 22-1320
FAX 0254 24-5156

1521

新発田管工事業協同組合
代表理事　大倉　辰美

TEL26-1507　FAX24-0607

㈱関川水道、新発田水道工事㈱、大進電業㈱、
新菖工業㈱、㈱中山商会、㈱増子工業所、
㈱下越住設センター、菖栄ライフ㈱、㈱大堀商会、
㈱ハセガワ、㈱オオハシ、㈱加藤組、㈲島津管工

暮らしと水を支える　蛍が舞う街づくり

市の主要スポーツ施設の管理運営受託市の主要スポーツ施設の管理運営受託

カルチャーセンター 五十公野公園陸上競技場

サン・ビレッジしばた 五十公野公園野球場

　カルチャーセンター、サン・ビレッジしばた、陸上競技場、野球場などの市の主要なスポーツ施設を
平成24年度から管理・運営を受託しています。

ラグビーラグビー
関東社会人 １部リーグ関東社会人 １部リーグ

「ブ レ イ カ ーズ」「ブ レ イ カ ーズ」

▲▲ 29年度必勝祈願の様子29年度必勝祈願の様子

＊ 詳細についてはとらい夢事務局
までお問い合わせください。

汗をかいて
シェイプアップ（月）
曜日／月曜日
時間／13：30～15：00
会場／カルチャーセンター剣道場

リズムエクササイズ
曜日／木曜日
時間／10：00～11：30
会場／サン・ビレッジしばた
　　　アリーナ

初めての太極拳
曜日／土曜日
時間／9：30～11：00
会場／  猿橋コミュニティセンター・
　　　1F会議室

フィットネス
曜日／火曜日
時間／10：00～11：30
会場／ サン・ビレッジしばた
　　　アリーナ

初級テニス
曜日／金曜日
時間／19：30～21：00
会場／ サン・ビレッジしばた
　　　アリーナ

ハワイアンフラ
曜日／火曜日
時間／19：00～20：30
会場／ 猿橋コミュニティセンター・
　　　1F会議室

汗をかいて
シェイプアップ（水）
曜日／水曜日
時間／10：00～11：30
会場／カルチャーセンター剣道場

シルバー元気づくり教室
曜日／水曜日
時間／9：15～10：15
会場／ カルチャーセンター
　　　柔道場

人 も 地 球 も 健 康 に

随時受付中です。スポーツ教室若干名募集しています！スポーツ教室若干名募集しています！

No 種 　 目 団　体　名 対　象 活動曜日 時　間 活動場所
1 バレーボール 菅谷ジュニアバレーボールクラブ 小学校１～６年生 月・木・土 19：00～21：00 菅谷小学校体育館日  9：00～12：00

2
ラ グ ビ ー

とらい夢　RFC　BREAKERS 18歳以上 水・土 19：00～21：00 新発田中央公園人工芝グラウンド他
とらい夢 RFC BREAKERS レディース 中学生以上 日  9：00～12：00 阿賀野川ふれあい公園他

3 新発田ラグビースクール 幼児～中学３年生 土 13：00～16：00 新発田中央公園人工芝グラウンド他
4 新発田市中学校ラグビー部 中学生 月～金 16：30～19：00 新発田中央公園人工芝グラウンド他土 13：00～16：00
5 硬 式 野 球 新発田リトルシニアリーグ 中学生 火・木 19：00～21：00 中浦小学校体育館

土・日・祝  8：30～17：00 敬和学園大学グラウンド

6 軟 式 野 球 新発田クラブ 60歳以上 日
 6：00～ 7：30
（４月～10月） 敬和学園大学グラウンド他
14：00～16：00
（１月～３月） 佐々木小学校体育館

7

体 操

新発田体操クラブ（器械） 小学３年生以上
月

（祝日は休む）場合有
19：00～21：00 カルチャーセンター　または

サン・ビレッジしばた
8 ひまわり　体操クラブ（器械） 小・中学生 土 13：30～15：00 佐々木中学校体育館

9 ひまわり　体操クラブ（新体操） 幼児（年中）以上

水
19：10～20：40

本丸中学校体育館
火・木
※不定期
土・日・祝
※不定期

9：00～12：30または
13：00～16：30

金 17：30～19：30 カルチャーセンター
10 卓 球 七葉卓球クラブ 小・中学生・一般 水・金 19：00～21：00 七葉中学校小体育館

11 ゴ ル フ 新発田城カントリー倶楽部
ジュニアゴルフスクール 小・中学生 日

※月２回 10：30～12：00 新発田城カントリー倶楽部

12
サ ッ カ ー

シバタSC 中学生男女 月・木 19：00～21：00 新発田中央公園人工芝グラウンド土・日・祝 不定期
13 モノ・プエンテJrサッカークラブ 小学生 火 19：00～21：00 猿橋小学校土・日 13：00～17：00
14 FC.Japs 一般 金・土・日 19：00～21：00 猿橋小学校

15 ダ ン ス しばたパフォーミングキッズ 幼児（年中）～
高校生

火（キッズ）17：30～19：15
コモプラザ他火（ジュニア）19：15～21：00

土（小・中）14：00～16：00
土（高校生）16：00～17：00

16 空 手 新発田市空道協会大道塾 ６歳～中３・一般 水・土 18：00～21：00 カルチャーセンター柔道場

17 合 気 道 合気道新発田教室 中学生以上 月・木 19：30～20：50 本丸中学校武道場５歳～小学６年生 木 18：45～19：45

18 ドッジボール ドルフィンズ二葉 小学１～６年生
火・金 19：00～21：00

二葉小学校体育館土（第２、４）16：00～18：00
日 13：00～16：30

とらい夢とらい夢
についてについて

　平成26年度より、市から受託し介護予防の
教室をはじめました。今年度は新潟医療福祉
大学　佐藤大輔准教授に監修いただいた「し
ばた・ときめき体操」を取り入れ、筋力の維
持・向上を目標とし心身ともに元気な高齢者
を増やしていきます。

高齢者介護予防教室高齢者介護予防教室

まちなか介護予防クラブ

科学実験教室

キッズスポーツクラブ

リズムダンスリズムダンス

ミックスダブルステニス大会

夏休みサッカー教室

　市やスポーツ関連企業、団体と共催の事
業や各種スポーツ体験教室など毎年多数の
スポーツイベントを実施しています。

　子どもたちが年間を通じて様々なスポーツを体験
する「キッズスポーツクラブ」を実施しており、幼
児コース３クラスと、小学１～３年生コース２クラ
スの合計５クラスがあります。この他、自然体験活
動を中心とした内容の「キッズネイチャークラブ」
や「キッズアドベンチャークラブ」も年間を通じて
実施しています。

イベント事業イベント事業

子どもの体力向上事業子どもの体力向上事業

　平成19年度から国や市の委託を受け、保育
園から中学校の体育授業（保育園・幼稚園は
平成25年度から）に指導者を派遣し専門的な
指導を受けられる授業を実施しています。

体育授業に指導者派遣体育授業に指導者派遣

陸上授業水泳授業

とらい夢の事業を紹介します！とらい夢の事業を紹介します！

キッズスポーツクラブキッズスポーツクラブ
若干名募集しています！若干名募集しています！

１部リーグに昇格しました！

　もっと運動する機会を増やしてもらいた
いと、障がい者を対象にしたスポーツ教室
に取り組んでいます。平成28年度から新潟
県広域スポーツセンターより受託して実施
しています。

スポーツと地域活性化のスポーツと地域活性化の
好循環創出事業好循環創出事業

チャレンジスポーツ教室

わんぱくスポーツ教室

月曜日　幼児コース
対　象 　年中～年長
時　間 　16：00～17：00
会　場 　カルチャーセンター
　　　　  アリーナ　他

火曜日　幼児コース
対　象 　年中～年長
時　間 　16：00～17：00
会　場 　カルチャーセンター
　　　　  アリーナ　他


