
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

私たちのミッション私たちのミッション私たちのミッション私たちのミッションは、は、は、は、三つです。三つです。三つです。三つです。    

①子供から大人まで、男性も女性も、スポーツが好きな人なら誰①子供から大人まで、男性も女性も、スポーツが好きな人なら誰①子供から大人まで、男性も女性も、スポーツが好きな人なら誰①子供から大人まで、男性も女性も、スポーツが好きな人なら誰でも参加できるでも参加できるでも参加できるでも参加できる    

ヨーロッパ型の総合スポーツクラブヨーロッパ型の総合スポーツクラブヨーロッパ型の総合スポーツクラブヨーロッパ型の総合スポーツクラブを作ろう。を作ろう。を作ろう。を作ろう。    

②クラブの中から、日本を代表し②クラブの中から、日本を代表し②クラブの中から、日本を代表し②クラブの中から、日本を代表し、、、、世界に通用する選手を育成しよう。世界に通用する選手を育成しよう。世界に通用する選手を育成しよう。世界に通用する選手を育成しよう。    

③会員ならいつでもスポーツを楽しめる③会員ならいつでもスポーツを楽しめる③会員ならいつでもスポーツを楽しめる③会員ならいつでもスポーツを楽しめる、、、、クラブの専用施設を建設しようクラブの専用施設を建設しようクラブの専用施設を建設しようクラブの専用施設を建設しよう    

    



「特定非営利活動法人スポーツ・リパブリック「特定非営利活動法人スポーツ・リパブリック「特定非営利活動法人スポーツ・リパブリック「特定非営利活動法人スポーツ・リパブリック・・・・ソラティオーラ和歌山」は、ソラティオーラ和歌山」は、ソラティオーラ和歌山」は、ソラティオーラ和歌山」は、約約約約半世紀前半世紀前半世紀前半世紀前１９７１年１９７１年１９７１年１９７１年

創設創設創設創設のののの「海南フットボール・クラブ（ＫＦＣ）」を「海南フットボール・クラブ（ＫＦＣ）」を「海南フットボール・クラブ（ＫＦＣ）」を「海南フットボール・クラブ（ＫＦＣ）」を母体に、母体に、母体に、母体に、和歌山を愛する人なら和歌山を愛する人なら和歌山を愛する人なら和歌山を愛する人なら、子どもからシニアま、子どもからシニアま、子どもからシニアま、子どもからシニアま

でででで誰でも参加できる「総合型地域スポーツクラブ」を夢見て、２００５年に誰でも参加できる「総合型地域スポーツクラブ」を夢見て、２００５年に誰でも参加できる「総合型地域スポーツクラブ」を夢見て、２００５年に誰でも参加できる「総合型地域スポーツクラブ」を夢見て、２００５年にスタートしました。スタートしました。スタートしました。スタートしました。    

現在、現在、現在、現在、全世代にわたって全世代にわたって全世代にわたって全世代にわたってサッカーを楽しむ「海南フットボール・クラブ」サッカーを楽しむ「海南フットボール・クラブ」サッカーを楽しむ「海南フットボール・クラブ」サッカーを楽しむ「海南フットボール・クラブ」を中心にを中心にを中心にを中心に、駅伝やマラソン、駅伝やマラソン、駅伝やマラソン、駅伝やマラソン

を楽しむ「アゲイン」、「トレイルウォーキング」を楽しむ「アゲイン」、「トレイルウォーキング」を楽しむ「アゲイン」、「トレイルウォーキング」を楽しむ「アゲイン」、「トレイルウォーキング」、「トライアスロン」、「笑いヨガ」、「トライアスロン」、「笑いヨガ」、「トライアスロン」、「笑いヨガ」、「トライアスロン」、「笑いヨガ」ののののサークルサークルサークルサークル部門部門部門部門があがあがあがあ

りますりますりますります。。。。スペインの強豪クラブ、バレンシアＣＦの公認オフィシャルアカデミー和歌山校の運営も３年スペインの強豪クラブ、バレンシアＣＦの公認オフィシャルアカデミー和歌山校の運営も３年スペインの強豪クラブ、バレンシアＣＦの公認オフィシャルアカデミー和歌山校の運営も３年スペインの強豪クラブ、バレンシアＣＦの公認オフィシャルアカデミー和歌山校の運営も３年

目を迎えます。目を迎えます。目を迎えます。目を迎えます。クラブから初めてのＪリーガーも誕生しクラブから初めてのＪリーガーも誕生しクラブから初めてのＪリーガーも誕生しクラブから初めてのＪリーガーも誕生していますていますていますています。。。。グラスルーツグラスルーツグラスルーツグラスルーツでスポーツを楽しむ人でスポーツを楽しむ人でスポーツを楽しむ人でスポーツを楽しむ人

から、トップレベルを目指す人まで、会員が主体となって運営するクラブです。から、トップレベルを目指す人まで、会員が主体となって運営するクラブです。から、トップレベルを目指す人まで、会員が主体となって運営するクラブです。から、トップレベルを目指す人まで、会員が主体となって運営するクラブです。会員は３００名に達す会員は３００名に達す会員は３００名に達す会員は３００名に達す

るまでに成長してきました。るまでに成長してきました。るまでに成長してきました。るまでに成長してきました。    

これからもこれからもこれからもこれからも「１００年クラブ」を目指して、「１００年クラブ」を目指して、「１００年クラブ」を目指して、「１００年クラブ」を目指して、〝こんなクラブは、他にはない〟と実感〝こんなクラブは、他にはない〟と実感〝こんなクラブは、他にはない〟と実感〝こんなクラブは、他にはない〟と実感してもらえるしてもらえるしてもらえるしてもらえる、、、、

世界にたった一つのクラブ作りを続けていきます。世界にたった一つのクラブ作りを続けていきます。世界にたった一つのクラブ作りを続けていきます。世界にたった一つのクラブ作りを続けていきます。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇐ＫＦＣジュニア 

 スポ少県大会優勝！スポ少県大会優勝！スポ少県大会優勝！スポ少県大会優勝！    

ＫＦＣシャウト⇒ 

⇐ＫＦＣ 

エンジェルス 

⇐アカデミー・コース 

ＫＦＣソラティオーラ⇒ 

2020202020202020 トップ・リーグ参加トップ・リーグ参加トップ・リーグ参加トップ・リーグ参加    

チビリンピック県大会⇒ 

ソラティオーラＵ－１０ 

＆ アカデミー・コース 

⇐ソラティオーラＵ－９ 

シニアＣ・OVER－５０⇒ 

⇐シニアＢ・ソラティオーラ 

ソラティオーラＵ－８⇒ 



 

※小学生以上は、「クラブ会員年間登録費」※小学生以上は、「クラブ会員年間登録費」※小学生以上は、「クラブ会員年間登録費」※小学生以上は、「クラブ会員年間登録費」1111 家族＝年家族＝年家族＝年家族＝年 10,00010,00010,00010,000 円が別途必要です。（途中入会でも同額です。）円が別途必要です。（途中入会でも同額です。）円が別途必要です。（途中入会でも同額です。）円が別途必要です。（途中入会でも同額です。）    

※お問い合わせは、ＮＰＯ法人ソラティオーラ和歌山※お問い合わせは、ＮＰＯ法人ソラティオーラ和歌山※お問い合わせは、ＮＰＯ法人ソラティオーラ和歌山※お問い合わせは、ＮＰＯ法人ソラティオーラ和歌山    理事長理事長理事長理事長    奥野修造奥野修造奥野修造奥野修造    （（（（090090090090----5242524252425242----0646064606460646）までお願いします。）までお願いします。）までお願いします。）までお願いします。 

カテゴリー チーム・コンセプト 練習日・主な活動会場 活動会費 

シニアＡシニアＡシニアＡシニアＡ    

一般男子 

県１部リーグ県１部リーグ県１部リーグ県１部リーグ２１２１２１２１回優勝。国体本大会出場、天回優勝。国体本大会出場、天回優勝。国体本大会出場、天回優勝。国体本大会出場、天

皇杯２回戦進出の実績。皇杯２回戦進出の実績。皇杯２回戦進出の実績。皇杯２回戦進出の実績。2016201620162016 全国クラブチー全国クラブチー全国クラブチー全国クラブチー

ム選手権大会第３位。選手はトップチームの自ム選手権大会第３位。選手はトップチームの自ム選手権大会第３位。選手はトップチームの自ム選手権大会第３位。選手はトップチームの自

覚を持って活動（練習参加）する責任を負う。覚を持って活動（練習参加）する責任を負う。覚を持って活動（練習参加）する責任を負う。覚を持って活動（練習参加）する責任を負う。    

水曜日・土曜日水曜日・土曜日水曜日・土曜日水曜日・土曜日    

19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    

海南市民グラウンド他海南市民グラウンド他海南市民グラウンド他海南市民グラウンド他    

日曜日日曜日日曜日日曜日    試合試合試合試合    

年年年年 30,00030,00030,00030,000 円円円円    

シニアＢシニアＢシニアＢシニアＢ    

３９才以下の男子 

生活の中にサッカーを根付かせ楽しむ生活の中にサッカーを根付かせ楽しむ生活の中にサッカーを根付かせ楽しむ生活の中にサッカーを根付かせ楽しむ、クラブ、クラブ、クラブ、クラブ

の基盤となるの基盤となるの基盤となるの基盤となるチーム。チーム。チーム。チーム。クラブのメンバーであるクラブのメンバーであるクラブのメンバーであるクラブのメンバーである

ことことことことを心を心を心を心から誇りに思から誇りに思から誇りに思から誇りに思える人のためのえる人のためのえる人のためのえる人のためのチーム。チーム。チーム。チーム。    

希望者により練習を行う希望者により練習を行う希望者により練習を行う希望者により練習を行う。。。。    

県県県県社会人サッカー連盟社会人サッカー連盟社会人サッカー連盟社会人サッカー連盟にににに加盟加盟加盟加盟

して活動して活動して活動して活動    

年年年年 15,00015,00015,00015,000 円円円円    

シニアＣシニアＣシニアＣシニアＣ    
４０才以上の男子 

サッカーへの情熱サッカーへの情熱サッカーへの情熱サッカーへの情熱とクラブ愛にあふれるとクラブ愛にあふれるとクラブ愛にあふれるとクラブ愛にあふれる大大大大人の人の人の人の

ためのチーム。ためのチーム。ためのチーム。ためのチーム。シニア・リーグ優勝２回。シニア・リーグ優勝２回。シニア・リーグ優勝２回。シニア・リーグ優勝２回。    

定期練習なし。シニア定期練習なし。シニア定期練習なし。シニア定期練習なし。シニア４０４０４０４０・・・・

５０５０５０５０サッカーサッカーサッカーサッカー・・・・リーグに参加リーグに参加リーグに参加リーグに参加    
年年年年 15,00015,00015,00015,000 円円円円    

シャウトシャウトシャウトシャウト    

一般女子 

シャウトＵ－１５シャウトＵ－１５シャウトＵ－１５シャウトＵ－１５    

中学生女子 

県下で最初に結成された一般女子のためのチー県下で最初に結成された一般女子のためのチー県下で最初に結成された一般女子のためのチー県下で最初に結成された一般女子のためのチー

ム。中学生以上の女子で編成。県内大会で優勝ム。中学生以上の女子で編成。県内大会で優勝ム。中学生以上の女子で編成。県内大会で優勝ム。中学生以上の女子で編成。県内大会で優勝

多数。多数。多数。多数。２０１５わかやま国体県選抜の中核を担２０１５わかやま国体県選抜の中核を担２０１５わかやま国体県選抜の中核を担２０１５わかやま国体県選抜の中核を担

った。シャウトの育成チームとして、Ｕ－１５った。シャウトの育成チームとして、Ｕ－１５った。シャウトの育成チームとして、Ｕ－１５った。シャウトの育成チームとして、Ｕ－１５

をををを 2016201620162016 年にスタート。初心者も大歓迎。年にスタート。初心者も大歓迎。年にスタート。初心者も大歓迎。年にスタート。初心者も大歓迎。    

関西女子サッカー・リーグ２部に所属。関西女子サッカー・リーグ２部に所属。関西女子サッカー・リーグ２部に所属。関西女子サッカー・リーグ２部に所属。    

水・水・水・水・土土土土    19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    

海南市民グラウンド海南市民グラウンド海南市民グラウンド海南市民グラウンド、、、、他他他他    

[[[[Ｕ－１５Ｕ－１５Ｕ－１５Ｕ－１５]]]]    

火火火火    19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    

土・日土・日土・日土・日    午前または午後午前または午後午前または午後午前または午後    

    海南スポーツセンター、海南スポーツセンター、海南スポーツセンター、海南スポーツセンター、他他他他    

月月月月２２２２,000,000,000,000 円円円円    

エンジェルスエンジェルスエンジェルスエンジェルス    

中学生男子 

県下で最初県下で最初県下で最初県下で最初のののの UUUU----15151515 クラブチーム。将来につなクラブチーム。将来につなクラブチーム。将来につなクラブチーム。将来につな

げるためげるためげるためげるため、正確な基本プレーと、チームの規律、正確な基本プレーと、チームの規律、正確な基本プレーと、チームの規律、正確な基本プレーと、チームの規律

を徹底的に指導する。を徹底的に指導する。を徹底的に指導する。を徹底的に指導する。「ＪＡカップ」優勝「ＪＡカップ」優勝「ＪＡカップ」優勝「ＪＡカップ」優勝 2222 回。回。回。回。

県ステップ・リーグ県ステップ・リーグ県ステップ・リーグ県ステップ・リーグ 1111 部に所属。部に所属。部に所属。部に所属。    

水・木水・木水・木水・木    19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    

土土土土・・・・日日日日    11111111：：：：00000000～～～～13131313：：：：00000000    

屋上スポーツ広場、屋上スポーツ広場、屋上スポーツ広場、屋上スポーツ広場、    

海南スポーツセンター、海南スポーツセンター、海南スポーツセンター、海南スポーツセンター、他他他他    

月月月月 4444,000,000,000,000 円円円円    

ＫＦＣソラティオーラＫＦＣソラティオーラＫＦＣソラティオーラＫＦＣソラティオーラ    
小学 6 年生    

2020202020202020 トップ・リーグ参加トップ・リーグ参加トップ・リーグ参加トップ・リーグ参加。。。。加入加入加入加入要件は三点。要件は三点。要件は三点。要件は三点。    

①チームの一員として、全ての活動に参加する。①チームの一員として、全ての活動に参加する。①チームの一員として、全ての活動に参加する。①チームの一員として、全ての活動に参加する。    

②上をめざす強い意欲と、資質を持っている。②上をめざす強い意欲と、資質を持っている。②上をめざす強い意欲と、資質を持っている。②上をめざす強い意欲と、資質を持っている。    

③③③③エンジェルスに進むエンジェルスに進むエンジェルスに進むエンジェルスに進む強い意志がある。強い意志がある。強い意志がある。強い意志がある。    

火・木火・木火・木火・木    19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    

土・日土・日土・日土・日    9999：００～：００～：００～：００～11111111：：：：00000000    

屋上スポーツ広場、屋上スポーツ広場、屋上スポーツ広場、屋上スポーツ広場、    

海南スポーツセンター、海南スポーツセンター、海南スポーツセンター、海南スポーツセンター、他他他他    

月月月月５５５５,000,000,000,000 円円円円    

ソラティオーラソラティオーラソラティオーラソラティオーラＵＵＵＵ----１２１２１２１２    
小学５・6 年生 

多様なニーズに対応する多様なニーズに対応する多様なニーズに対応する多様なニーズに対応する高学年の一般チーム。高学年の一般チーム。高学年の一般チーム。高学年の一般チーム。

基礎の完成をめざす。チーム活動であることを基礎の完成をめざす。チーム活動であることを基礎の完成をめざす。チーム活動であることを基礎の完成をめざす。チーム活動であることを

重視し、全ての活動に参加できるメンバーを中重視し、全ての活動に参加できるメンバーを中重視し、全ての活動に参加できるメンバーを中重視し、全ての活動に参加できるメンバーを中

心にチームを編成する。心にチームを編成する。心にチームを編成する。心にチームを編成する。    

火・木火・木火・木火・木    19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    

土・日土・日土・日土・日    9999：００～：００～：００～：００～11111111：：：：00000000    

屋上スポーツ広場、屋上スポーツ広場、屋上スポーツ広場、屋上スポーツ広場、    

海南スポーツセンター、海南スポーツセンター、海南スポーツセンター、海南スポーツセンター、他他他他    

月月月月５５５５,000,000,000,000 円円円円    

ＫＦＣジュニアＫＦＣジュニアＫＦＣジュニアＫＦＣジュニア    

アカデミー・コースアカデミー・コースアカデミー・コースアカデミー・コース    
小学３～6 年生 

スペイン式トレーニング・メソッドスペイン式トレーニング・メソッドスペイン式トレーニング・メソッドスペイン式トレーニング・メソッドでででで「世界「世界「世界「世界基基基基

準準準準」をめざす。火・水曜日は、バレンシアＣＦオ」をめざす。火・水曜日は、バレンシアＣＦオ」をめざす。火・水曜日は、バレンシアＣＦオ」をめざす。火・水曜日は、バレンシアＣＦオ

フィシャルアカデミー和歌山校の活動に参加。フィシャルアカデミー和歌山校の活動に参加。フィシャルアカデミー和歌山校の活動に参加。フィシャルアカデミー和歌山校の活動に参加。    

火・水火・水火・水火・水    11118888：：：：00000000～～～～19191919：：：：３０３０３０３０    

土・日土・日土・日土・日    9999：：：：30303030～～～～11111111：：：：00000000    

屋上スポーツ広場、海南スポーツセンター他屋上スポーツ広場、海南スポーツセンター他屋上スポーツ広場、海南スポーツセンター他屋上スポーツ広場、海南スポーツセンター他    

月月月月8888,,,,３０３０３０３０0000円円円円    

年間登録費年間登録費年間登録費年間登録費    

＋＋＋＋4,4,4,4,４０４０４０４０0000 円円円円    

ソラティオーラソラティオーラソラティオーラソラティオーラ    

サッカースクールサッカースクールサッカースクールサッカースクールＡＡＡＡ    
小学３・４年生 

サッカーのイメージをふくらまそう。サッカーのイメージをふくらまそう。サッカーのイメージをふくらまそう。サッカーのイメージをふくらまそう。サッカーサッカーサッカーサッカー

の基本戦術を理解しよう。の基本戦術を理解しよう。の基本戦術を理解しよう。の基本戦術を理解しよう。3333 年生は週年生は週年生は週年生は週 2222 回、４回、４回、４回、４

年生は週３回活動。学年が進むにつれて少しず年生は週３回活動。学年が進むにつれて少しず年生は週３回活動。学年が進むにつれて少しず年生は週３回活動。学年が進むにつれて少しず

つチーム活動の性格が強くなっていく。つチーム活動の性格が強くなっていく。つチーム活動の性格が強くなっていく。つチーム活動の性格が強くなっていく。    

土・日土・日土・日土・日    9999：０：０：０：０0000～～～～11111111：：：：00000000    

屋上スポーツ広場、他屋上スポーツ広場、他屋上スポーツ広場、他屋上スポーツ広場、他    

※４年生は、※４年生は、※４年生は、※４年生は、水水水水曜日曜日曜日曜日 19191919：：：：00000000    

～～～～21212121：：：：00000000        海南スポーツセンター他海南スポーツセンター他海南スポーツセンター他海南スポーツセンター他    

4444 年生年生年生年生    

月月月月 3,0003,0003,0003,000 円円円円    

3333 年生年生年生年生    

月月月月 2,0002,0002,0002,000 円円円円    

ソラティオーラソラティオーラソラティオーラソラティオーラ    

サッカースクールサッカースクールサッカースクールサッカースクールＢＢＢＢ    
小学１・２年生 

ボール扱いの基本スキルを身につければ、ボール扱いの基本スキルを身につければ、ボール扱いの基本スキルを身につければ、ボール扱いの基本スキルを身につければ、サッサッサッサッ

カーはカーはカーはカーはどんどんどんどんどんどんどんどん楽し楽し楽し楽しくなります。仲間といっしくなります。仲間といっしくなります。仲間といっしくなります。仲間といっし

ょに、１対１や少人数でのゲームを楽しもう！ょに、１対１や少人数でのゲームを楽しもう！ょに、１対１や少人数でのゲームを楽しもう！ょに、１対１や少人数でのゲームを楽しもう！

「サッカーは楽しい！」を実感しよう。「サッカーは楽しい！」を実感しよう。「サッカーは楽しい！」を実感しよう。「サッカーは楽しい！」を実感しよう。    

土曜日土曜日土曜日土曜日        9999：０：０：０：０0000～～～～11110000：：：：33330000    

屋上スポーツ広場、他屋上スポーツ広場、他屋上スポーツ広場、他屋上スポーツ広場、他    
月月月月 1,0001,0001,0001,000 円円円円    

キッズ・スクールキッズ・スクールキッズ・スクールキッズ・スクール    
未就学児    

思いっきり体を動かして、ボールとなかよしに思いっきり体を動かして、ボールとなかよしに思いっきり体を動かして、ボールとなかよしに思いっきり体を動かして、ボールとなかよしに

なろう。友だちといっしょになろう。友だちといっしょになろう。友だちといっしょになろう。友だちといっしょにボールボールボールボールでででで遊遊遊遊んでんでんでんで、、、、

ゲームゲームゲームゲームをしようをしようをしようをしよう。「サッカーは楽しい！」。「サッカーは楽しい！」。「サッカーは楽しい！」。「サッカーは楽しい！」    

土曜日土曜日土曜日土曜日        10101010：：：：33330000～～～～11111111：：：：33330000    

屋上スポーツ広場、他屋上スポーツ広場、他屋上スポーツ広場、他屋上スポーツ広場、他    

月月月月 500500500500 円円円円    

※※※※年間登録費不要年間登録費不要年間登録費不要年間登録費不要    



◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇サークルサークルサークルサークル部門の紹介部門の紹介部門の紹介部門の紹介◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

バレンシアＣＦオフィシャルアカデミー和歌山校バレンシアＣＦオフィシャルアカデミー和歌山校バレンシアＣＦオフィシャルアカデミー和歌山校バレンシアＣＦオフィシャルアカデミー和歌山校    

【２０２０年度の活動】 

◇活動日・時間  Ｕ－８＝金曜日 17:30～18:30  

Ｕ－１０、Ｕ－１２＝火曜日・水曜日 18:00～19:30 

◇会場  海南スポーツセンター 

 ◇参加パターン 

型 クラス 活動回数・曜日 活動会費 

Ａ Ｕ－８ 週１回  金曜日 月５，０００円 

Ｂ 
Ｕ－１０ 

週１回  火曜日または水曜日 月６，０００円 

Ｃ 週２回  火曜日と水曜日 月８，０００円 

Ｄ 
Ｕ－１２ 

週１回  火曜日または水曜日 月７，０００円 

Ｅ 週２回  火曜日と水曜日 月１０，０００円 

【会費】（消費税別） 

◆年間登録費（登録初年度＝入会金）１５，０００円 （登録２年次以降）１０，０００円 

◆活動会費＝上の表のとおり   ◆アカデミー指定のウェアを購入、着用する 

※ソラティオーラ会員には、クラブから参加費の一部補助があります。 

【問い合わせ先(運営)】   

特定非営利活動法人スポーツ・リパブリック・ソラティオーラ和歌山 

理事長 奥野修造 ０９０－５２４２－０６４６ 

トレイルトレイルトレイルトレイルウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング    

野山をハイキング野山をハイキング野山をハイキング野山をハイキングして、一緒にして、一緒にして、一緒にして、一緒に

森林浴を楽しみ森林浴を楽しみ森林浴を楽しみ森林浴を楽しみましょう。ましょう。ましょう。ましょう。参加者参加者参加者参加者

の予定に合わせての予定に合わせての予定に合わせての予定に合わせて不定期不定期不定期不定期開催。開催。開催。開催。実実実実

施施施施案内は案内は案内は案内はクラブのＨＰクラブのＨＰクラブのＨＰクラブのＨＰに掲載。に掲載。に掲載。に掲載。    

連絡連絡連絡連絡先先先先    小池小池小池小池    弘弘弘弘起起起起    

ＴＥＬ．０９０－７４９５－４５７ＴＥＬ．０９０－７４９５－４５７ＴＥＬ．０９０－７４９５－４５７ＴＥＬ．０９０－７４９５－４５７

体験参加・見学できます体験参加・見学できます体験参加・見学できます体験参加・見学できます    

笑いヨガ笑いヨガ笑いヨガ笑いヨガ    ワハハワハハワハハワハハ    

「笑い」と「ヨガの呼吸法」を組み合わせた本「笑い」と「ヨガの呼吸法」を組み合わせた本「笑い」と「ヨガの呼吸法」を組み合わせた本「笑い」と「ヨガの呼吸法」を組み合わせた本

場インド発祥の笑いの体操場インド発祥の笑いの体操場インド発祥の笑いの体操場インド発祥の笑いの体操。。。。月１回土曜日１９時月１回土曜日１９時月１回土曜日１９時月１回土曜日１９時

から海南スポーツセンターでリフレッシュ。から海南スポーツセンターでリフレッシュ。から海南スポーツセンターでリフレッシュ。から海南スポーツセンターでリフレッシュ。    

連絡連絡連絡連絡先先先先    岡本岡本岡本岡本    未登利未登利未登利未登利    

ＴＥＬ．０９０－ＴＥＬ．０９０－ＴＥＬ．０９０－ＴＥＬ．０９０－９８７９９８７９９８７９９８７９－－－－８００７８００７８００７８００７    

トライアスロントライアスロントライアスロントライアスロン    

究極のスポーツで体力の限界に究極のスポーツで体力の限界に究極のスポーツで体力の限界に究極のスポーツで体力の限界に

チャレンジしよう。その先に広がチャレンジしよう。その先に広がチャレンジしよう。その先に広がチャレンジしよう。その先に広が

る世界は体験した者だけが知るる世界は体験した者だけが知るる世界は体験した者だけが知るる世界は体験した者だけが知る。。。。    

連絡連絡連絡連絡先先先先    木下木下木下木下    憲治憲治憲治憲治    

ＴＥＬ．０９０－ＴＥＬ．０９０－ＴＥＬ．０９０－ＴＥＬ．０９０－４６４２４６４２４６４２４６４２－－－－０５１４０５１４０５１４０５１４    

ロードロードロードロード・ランニング・ランニング・ランニング・ランニング    アゲインアゲインアゲインアゲイン    

みんなで楽しく走りましょう。海南市駅みんなで楽しく走りましょう。海南市駅みんなで楽しく走りましょう。海南市駅みんなで楽しく走りましょう。海南市駅

伝大会、ＪＡＺＺマラソンなどの大会に参伝大会、ＪＡＺＺマラソンなどの大会に参伝大会、ＪＡＺＺマラソンなどの大会に参伝大会、ＪＡＺＺマラソンなどの大会に参

加しています。日頃は、休日を中心に紀三加しています。日頃は、休日を中心に紀三加しています。日頃は、休日を中心に紀三加しています。日頃は、休日を中心に紀三

井寺公園の周辺を走っています。井寺公園の周辺を走っています。井寺公園の周辺を走っています。井寺公園の周辺を走っています。    

連絡先連絡先連絡先連絡先        奥奥奥奥    倫明倫明倫明倫明    

ＴＥＬ．０９０－１４８２－９７４７ＴＥＬ．０９０－１４８２－９７４７ＴＥＬ．０９０－１４８２－９７４７ＴＥＬ．０９０－１４８２－９７４７    


