
2000年設立(設立20周年)
群馬県初の総合型地域スポーツクラブ

スポーツで地域を元気したい！
多世代・多種目・多趣向のクラブです

ＮＰＯ法人
新町スポーツクラブ
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ＮＰＯ法人新町スポーツクラブ活動理念
① 青少年の健全育成と子どもの体力向上
② いつまでも元気で活動的な中高齢者育成
③ 国際国内交流による地域愛の育成
④ 地域で育って地域で役立つ心がある人の育成

年間会費 家族会員3,000円
個人会員2,000円

※ このほかに、スポーツ傷害保険、各団体・教室へ参加するため
の活動参加費があります。

問い合わせ先
ホームページ：http://shinmachi-sc.org/
理事長 小出 090-3912-0043
事務局 高橋 090-8854-1739

総合型地域スポーツクラブとは
誰でも、気軽に、楽しくスポーツなどができる地域へ総合型地域

スポーツクラブは、1995年度から国として設置が推進された新し
いスポーツ組織です。スポーツを中心として、地域活性化等に役立
つ組織として期待され、全国に約3,500クラブがあります。NPO法
人新町スポーツクラブは、2000年11月23日、群馬県で初めて組
織されて、全国から注目されている総合型地域スポーツクラブです。

NPO法人新町スポーツクラブ
理事長 小 出 利 一
新町ＳＶＣスポーツ少年団代表

(JSPO公認ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬｰ)
(JSPO公認ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ指導員)
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新町ＳＶＣスポーツ少年団
(陸上等複数種目) 1967年設立

【活動日時】 毎週日曜日 10時～12時

【活動場所】 高崎市立新町第一小学校

【対象年齢】 ３歳以上大人まで

【指導者】 日本スポーツ協会公認指導者

【会 費】 1,000円/毎月(他に日本スポーツ少年団年間登録料 600円)

【活動内容】
① 幼児期の発達に大切なバランス力育成
② 子ども達が考えて行動できるプログラム
③ 全身の筋肉・関節を動かすためのプログラム
④ 学校体育を補完するプログラム
⑤ シーズンスポーツとして、スキー・野外活動
⑥ 国内国際交流事業として、中学生以上は、

命の尊さを学ぶための沖縄派遣事業、高校生以上は、
ドイツ受入・派遣事業を主管団体として実施
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新町ＰＨＯＥＮＩＸ
(ミニバスケットボール)2017年設立

【活動日時】 毎週水曜日 19:00～20:30
毎週金曜日 17:30～19:00 ※
毎週土曜日 15:00～18:00
毎週日曜日 15:00～18:00

※新型コロナ対応のため当面中止

【活動場所】 高崎市立新町第一小学校体育館

【対象年齢】 小学生

【指導者】 日本スポーツ協会・JBA公認指導者

【会 費】 2,500円/毎月
ただし、小1・2は1,500円、女子は1,000円
日本スポーツ少年団年間登録料 600円

【活動内容】 「全心全力」をスローガンにバスケを通じて
礼儀・厳しさ・感動・最後に笑顔!! を経験
できるように日々の練習を頑張っています

① ミニバスケットボール
② 各公式大会参加、練習試合
③ 合宿、クリスマス会、BBQなどイベントあり
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新町空手道クラブ

【活動日時】 毎週月曜日 19:00～21:00
毎週水曜日 19:00～21:00
毎週金曜日 19:00～21:00

【活動場所】 月曜日と金曜日
高崎市立新町第一小学校体育館
水曜日のみ新町住民体育館

【対象年齢】 幼児から大人まで

【指導者】 全日本空手道連盟有段者

【会 費】 2カ月で3,000円/保護者会費2カ月で1,000円
全日本空手道連盟登録料 2,000円/年

【活動内容】
① 空手練習(形・組手)
② 各大会参加・昇級審査
③ クリスマス会、お楽しみ会などのイベントもあります
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バレーボール教室
(中学部活動支援部門)

2001年設立

【活動日時】 小学生
毎週土曜日 17時30分～19時

中学生以上
毎週土曜日 19時～21時

【活動場所】 高崎市立新町中学校体育館

【対象年齢】 小学生以上大人まで

【指導者】 指導者は、日本スポーツ協会公認指導者です

【活動内容】
① 初心者でも楽しくバレーができます
② 中学生からバレーを始めた人で上達したい人がたくさん来

て楽しんでいます
③ バレーボールを異年齢で交流しながら活動しています
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バスケットボール中学生以上部門
(中学部活動支援部門)

2001年設立

【活動日時】 中学生以上
毎週土曜日 18時～20時

【活動場所】 高崎市立新町第一小学校体育館

【対象年齢】 中学生以上大人まで

【指導者】 全て日本スポーツ協会公認指導者です

【活動内容】
特に指導していませんが、みんなで楽しく身体を動かしています
① 初心者でも楽しくバスケットボールができます。
② 中学生から大人までバスケットボールを通じて異年齢

交流しています
③ 部活動だけでは物足らない人、バスケットボールを楽

しみたい人が気楽に参加できます
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Alla vita sport Gunma
エヴォリスタ 2012年設立

【活動日時】 毎週火曜日 16:30～21:00
毎週水曜日 17:30～19:00
毎週木曜日 16:30～21:00
毎週金曜日 17:30～21:00

週末は公式戦や交流戦

【活動場所】 フットボールパーク高崎
高崎市立新町第一小学校
新町中学校

【対象年齢】 未就学児・小学生・中学生

【指導者】 篠原貴史 代表指導者をはじめ、
全員日本サッカー協会公認ライセンスを所持

【会 費】 参加内容によって異なります

【活動内容】
① 未就学児から中学生までのサッカークラブの運営
② サッカーやフットサルの普及活動
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団体名 なぎなたクラブ

活動内容 なぎなた

曜日・活動時間 毎週水曜日 19:00～21:00

活動場所 新町児童体育館

募集会員対象者 小学生以上～大人を対象としています。

会費
●スポーツクラブ年間会費：家族会員 3,000円／年

個人会員 2,000円／年
●毎月 小学生～高校生 500円・大人1,000円

団体名 剣道クラブ

活動内容 剣道

曜日・活動時間 毎週火・金・土曜日 19:00～21:00

活動場所 新町住民体育館

募集会員対象者 幼児から大人を対象としています。

会費

●スポーツクラブ年間会費：家族会員 3,000円／年
個人会員 2,000円／年

●入会費 1,000円 小学生 18,000円 幼児・中学生9,000円
高・大学生1,000円・ 大人 4,000円(いずれも年間)

団体名 和太鼓 新町しのぶ会

活動内容 和太鼓

曜日・活動時間
毎週金曜日
19:00～21:00

毎週日曜日
18:00～21:00

活動場所 新町公民館

募集会員対象者 小学生～大人を対象 中学生以上が対象

会費

●スポーツクラブ年間会費：家族会員 3,000円／年
個人会員 2,000円／年

●毎月 2,000円
活動日は変更もありますので片貝まで連絡ください。
連絡先 090-3509-7099

なぎなたクラブ、剣道クラブ
和太鼓会 新町しのぶ会

新町町内で長い歴史がある３団体です
なぎなたクラブからは、数多くの国体選手を輩出しています
武道や和太鼓に興味がある方は、是非、ご連絡ください
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ユースボランティア活動

スポーツを通して、
子どもと一緒に、高齢者と一緒に、
楽しくボランティア活動しませんか？

【活動日時】 ① 新町SVCスポーツ少年団等のクラブ内の
活動で自分の都合で参加できる時

② 新町スポーツクラブ主催事業時等

【活動場所】 主に各団体教室の会場
会議などは、自遊空間「みちくさ」等

【ユースボランティア対象年齢】 中学生から25歳程度まで

【活動内容】
① スポーツクラブイベントの企画運営
② 各教室団体内におけるスポーツ指導補助
③ ボランティアに必要な知識習得のための研修会参加等
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最近のトップアスリートイベント

いずれも親子一緒に楽しむイベントでした。

2020年 勅使川原郁恵さん（スケートショートトラック）
冬季オリンピック4回出場

2019年 佐藤直子さん（プロテニス）選手
新町スポーツクラブとは２００２年からのご縁です
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共生社会を目指したイベント

(1)まぜこぜ社会を目指そう ボッチャ体験会

【開催時期】 毎年３月第１日曜日午前中(原則)

障がいがある人もない人も関係なく、パラリンピック種目の
ボッチャを一緒に体験してもらい、楽しんでいただくイベント
です。オリンピック種目のボッチャを通じて、障がい者・健常者
が交流することを目的としています。

(２)デフ陸上教室

【開催時期】 毎年12月第１土曜日(原則)

【参加対象者】 聴覚障がい者の小・中学生

このイベントは、(株)ヤマダデンキホールディング陸上競技
部と、（公益財団法人）山田昇記念財団の協力で聴覚障がい
者の小中学生に陸上競技の楽しさを体験して頂くイベントです。
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ニュルンベルク市青少年国際交流受入事業

１９９９年から開始した、ドイツ・ニュルンベルク市スポーツクラブ
との青少年国際交流受入事業です。

この交流は、３年間を受入・派遣・事業休みの順で繰り返して実
施しています。毎回、ドイツ・ニュルンベルク市の青少年と指導者
１５名程度が新町スポーツクラブ関係者等のご家庭でホームステ
イして青少年並びに町民とスポーツや文化交流を行っています。

毎回、ホストファミリーを公募いたしますので、スポーツクラブ関係
者で、お子さんに英会話を体験させたい方、ドイツに興味がある
方は、是非ご協力をお願いいたします。

２０１９年夏の受入の模様は、新町スポーツクラブホームページ
（http://shinmachi-sc.org/）でご覧いただけます。

青少年健全育成と地域愛を育むことを
目的としています。
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１９９９年から開始した、ドイツ・ニュルンベルク市スポーツクラブと
の青少年国際交流派遣事業です。

この交流は、３年間を受入・派遣・事業休みの順で繰り返して実
施しています。毎回、ドイツ・ニュルンベルク市へ１２名程度の青少
年と指導者を派遣してドイツのスポーツ・文化・家庭生活等を体験
します。派遣団員は、高校生以上を原則として公募いたします。

青少年健全育成と諸外国を知り地域愛を育むことを
目的としています。

ニュルンベルク市青少年国際交流派遣事業
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沖縄県 今帰仁村・糸満市
青少年国内派遣事業

１９９９年から開始した、国内青少年交流事業です。

毎回、８月第３週の木曜から３泊４日で沖縄県今帰仁村と糸満
市を訪問して青少年交流を行っています。沖縄の美ら海でマリン
スポーツを体験し、琉球王国と沖縄戦の歴史から命の尊さと平
和について学ぶ機会としています。

派遣団員は、中学生以上を原則として公募いたします。

命の尊さを学び、平和について考え、
群馬県にはない美ら海でマリンスポーツも体験します。
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春の体力チャレンジ
冬の体力チャレンジ＆クリスマス会
スキー教室

（１） 春の体力チャレンジ
【開催時期】 毎年、５月第３または第４日曜日の午前中

【開催場所】 新町第一小学校体育館・校庭

【対 象 者】 幼児から高齢者

【実施種目】 立ち幅跳び・腹筋・腕立て・シャトルラン・５分間走

（２） 冬の体力チャレンジ＆クリスマス会
【開催時期】 毎年、１２月第３日曜日
【開催場所】 体力チャレンジ：新町第一小学校体育館・校庭

クリスマス会：新町住民体育館
【対 象 者】 幼児から高齢者
【実施種目】 立ち幅跳び・腹筋・腕立て・シャトルラン・５分間走

（３） スキー教室
【開催時期】 毎年、１月第２土曜日（原則）
【開催場所】 みなかみ町宝台樹スキー場
【対 象 者】 幼児から大人
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【連係事業】

貯筋運動教室

【活動日時】 毎週金曜日 13時30分～15時

【活動場所】 自遊空間 「みちくさ」

【対象年齢】 中高齢者

【最大参加数】 10名程度(会場の広さの関係)

【指導者】 小出利一（公財 健康・体力づくり事業財団 貯筋運動インストラクター）

【活動内容】
① 誰でも簡単にできる筋力トレーニングです
② 音楽に合わせて、全身の筋肉を刺激して筋肉量が増える

ようにプログラムしています
③ タオルダンベルを使用したプログラムもあります

お金の貯金は、使うと減ります。
身体の貯筋は、使うと増えます。

筋肉は、年齢に関係なく増加します!!

健康寿命を延ばすためにも、貯筋運動を一緒に楽しく
やりませんか？
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ベビーダンス教室

【講師】 小林美子（一社 日本ﾍﾞﾋﾞｰﾀﾞﾝｽ協会認定ﾍﾞﾋﾞｰﾀﾞﾝｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）

【場所】 群馬県高崎市新町２１４７－１８

自遊空間 「みちくさ」
※ ベビーベッド有、給水有、授乳仕切り有

【参加費】 １回２０0０円（保険料含む) 
●回数券が使えるクラスになります

【持ち物】 普段使っている抱っこ紐※ない方はお貸しします
バスタオル・体温計・水分
裸足になれる動きやすい服装

（裸足が気になる方は室内用の運動靴）

【対 象】 首の据わった３ヵ月～２４ヶ月前後の乳幼児
と保護者（パパ＆祖父母の参加も大歓迎）

【連係事業】
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地域がんサロン新町

県内で最初に開設した
地域がんサロンです

「がんサロン」とは、がん患者やそのご家族が集まり、

お互いの体験や悩みを話したり相談できる場所です。

県内のがん拠点病院内にも「がんサロン」はありますが、

「病院内のサロンは行きたくない」などの声もあり、地

域でサロンを開設しました。

話を聞いてくれる人たちは、群馬県主催の「群馬県がん

ピアサポーター養成研修会」を修了した、自身も「がん

経験者であるピア(仲間)たち」が相談に乗ってくれます。

【活動日時】 毎月第２火曜日 13時～15時

【活動場所】 自遊空間 「みちくさ」

【対象年齢】 がん患者・がん患者のご家族等

【活動内容】 相談内容などは秘密厳守します

がん患者さんやそのご家族が集まって、お互いの体験や悩みを
話したり相談できるサロンです

「がんと言われたら・・・」誰もが悩んだり苦しんだりします。お話
をして気持ちに寄り添ってくれる人たちがいます

【連係事業】
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子育て支援事業
NPO法人地域母親支援サージファム

【活動日時】 毎月第３土曜日 13:00～16:00

【活動場所】 自遊空間 「みちくさ」

【対象年齢】 子育て中の母親

【活動内容】 相談内容などは秘密厳守します。

NPO法人地域母親支援サージファムの助産師 高津さんが子育

て中のお母さんを支援してくれます。「サージファム」とは、フランス
語で「助産師、賢い女性」という意味です。諸外国では、地域住民
から助産師の支援が切望されています。日本でも助産師が地域
の中で頼られる存在になりたい、そして、お母さん達の声を聴きな
がら自己研鑽し、皆さんと一緒に成長したいと高津さんが考えた
ネーミングです。

会費等：NPO法人地域母親支援サージファムの会費等の詳細は、

QRコードへアクセスしてください。

Instagram facebook

【連係事業】
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NPO法人アッラ ヴィータ スポルト
(総合型地域スポーツクラブ)
Alla vita sport 2011年設立

【活動場所】〒379-2166 前橋市野中町３６１－２
群馬県勤労福祉センター体育館

『活動日と活動場所はHPにてご確認ください
ホームページ https://allavitasport.net』

【対象年齢】 未就学児から大人まで

【指導者】 高島代表指導者をはじめとして全て
日本サッカー協会公認指導者

【会 費】 参加方法によって異なります

【活動内容】
①サッカー／フットサルのスクール／チームの運営
②サッカーやフットサルの普及活動
③地域や学校への訪問授業開催
④障がい者スポーツの普及活動

【連係団体・施設】
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株式会社ＮＳＰ群馬
2012年設立

【月会費】

- スイミングスクール -

幼児・小中学生：週１コース ￥４,５００-
大人(１８歳以上)：週１コース ￥５,６４０-
６５歳以上：週１コース ￥４,４００-
※週１～週６までコースがあります

≪ ８回教室 ≫
☆定期教室も開催しております☆

水中ウォーキング、アクアビクス etc…

- テニススクール -

大人(１８歳以上)：週１コース ￥４,５８０-
大人(１８歳以上)：週２コース ￥９,１６０-

公共・民間スポーツ施設を中心に「企画」「運営」「管理」のお手伝い
をしている会社です。
管理施設
〇高崎市新町温水プール「アクアピア」
〇藤岡市民プール「みずとぴあ藤岡」
〇玉村町Ｂ＆Ｇ海洋センター
〇前橋市赤城少年自然の家

新町温水プール「アクアピア」教室案内

【連係団体・施設】
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