
 平成 25 年度 第 1 期用  □継続 □新規 □追加・変更 

あしがら総合型スポーツクラブ 「あすぽ」 入会申込書 
（ ファイトキッズ   月曜 A・B 、 水曜 A・B ） 

○ 太線内にご記入ください。規約及び保険の詳細については、HP にてご確認下さい。 

本クラブの趣旨に賛同し、保険料・年会費を添えて、下記の通り、あしがら総合型スポーツクラブ「あすぽ」に入会

を申し込みます。活動中の事故については、主催者または講師・スタッフに対し一切の損害賠償を請求しません。 

      ご署名                    印  

※ ご家族でご加入の場合は、代表の方のお名前をご記入下さい。18 歳未満の場合は保護者の方がご署名下さい。 

※保険料はあすぽの全ての事業において、同居のご家族全員に共通で適用となります｡ 

※既に会員の方は、会員番号を記入し、追加の方のお名前のみご記入下さい。 
 

□ H25 年度あすぽ入会済  会員番号         ― 

保護者名
ふ り が な

 
生年月日 

昭和 ・ 平成     年    月    日 

氏 名
ふりがな

 
男 

女 

生年月日 

平成   年   月   日 

区分(該当

するもの 

全てに○) 

ﾌｧｲﾄｷｯｽﾞ月 A・月 B・水Ａ・水Ｂ／ﾎﾘﾃﾞｰｼﾞﾑ 

ﾏｰﾘﾝｽｲﾐﾝｸﾞ／チャージ／託児／親子 

幼稚園名 

保育園名   
年令         才 （新年度の年代） 年少・年中・年長・未就園 

氏 名
ふりがな

 
男 

女 

生年月日 

平成   年   月   日 

区分(該当

するもの 

全てに○) 

ﾌｧｲﾄｷｯｽﾞ月 A・月 B・水Ａ・水Ｂ／ﾎﾘﾃﾞｰｼﾞﾑ 

ﾏｰﾘﾝｽｲﾐﾝｸﾞ／チャージ／託児／親子 

幼稚園名 

保育園名   
年令         才 （新年度の年代） 年少・年中・年長・未就園 

      〒 

 

電話番号（携帯※必須） （自宅） 

�メール登録確認�  登録状況を☑してください ※メールが体験時等に行き来出来ていれば登録 OK です。 

  □メール未登録       □メールなし電話のみ 

□ジュニアあすぽメール登録済（ファイトキッズ、ホリデージム、マーリンスイミング） 

□あすぽメール登録済（チャージ、親子体操） 

�写真掲載確認�  活動・レッスン風景を撮影することがあります。またその写真を HPやブログ・広報紙等

に掲載することがあります。掲載について、いずれかをチェックしてください。 

□掲載を承諾します       □掲載を承諾しません 

�運営補助（有償ボランティア）�  内容：準備、片付け、受付の手伝い等 

□興味がある、やってみたい    □できない 
 

�該当するものに☑をして、合計をご記入下さい。 

�保険料 
□1,000 円（一世帯） 

□あすぽ入会済（□500 円支払済→今回 500 円支払 □1,000 円支払済→今回支払なし） 

�会 費 □8,000 円（月曜 H25.4-8 月分）   □8,800 円（水曜 H25.5-8 月分） 

�割 引     円 □継続割引 ・□その他 

�合 計           円 

※本申込書にていただいた個人情報は、個人情報保護法及び関連法令、あすぽ個人情報保護方針及び関連する規程類に 

基づき適正に管理、保護し、目的以外の利用や第三者への情報提供は行いません。 

 申込日   年   月   日 

住  所 



 

                 幼児体操クラス 

       「ファイトキッズ」申込要項 新規用 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第第第第 1111 期期期期活動予定表（祝日休）活動予定表（祝日休）活動予定表（祝日休）活動予定表（祝日休）    
    
����月曜ﾌｧｲﾄ月曜ﾌｧｲﾄ月曜ﾌｧｲﾄ月曜ﾌｧｲﾄ AAAA、、、、BBBB����    年少・年中向け年少・年中向け年少・年中向け年少・年中向け    

会費：会費：会費：会費：8,0008,0008,0008,000 円（全円（全円（全円（全 10101010 回）回）回）回）    

4444 月月月月 15151515、、、、22222222 日日日日    

5555 月月月月 13131313、、、、20202020、、、、27272727 日日日日    

6666 月月月月 3333、、、、10101010、、、、17171717 日日日日    

7777 月月月月 1111、、、、8888 日日日日    
 

����水曜ﾌｧｲﾄ水曜ﾌｧｲﾄ水曜ﾌｧｲﾄ水曜ﾌｧｲﾄ AAAA、、、、B B B B ����    年長向け年長向け年長向け年長向け    

会費：会費：会費：会費：8,8008,8008,8008,800 円（全円（全円（全円（全 11111111 回）回）回）回）    

5555 月月月月 8888、、、、15151515、、、、22222222 日日日日    

6666 月月月月 5555、、、、12121212、、、、19191919 日日日日    

7777 月月月月 3333、、、、10101010、、、、17171717 日日日日    

8888 月月月月 7777、、、、28282828 日日日日    

～申込方法～～申込方法～～申込方法～～申込方法～    

メールにて随時受付中。先着順。定員になり次第締切。 

メールタイトル「ファイト入会 または ファイト継続」 

メール本文「①お子さま名、ふりがな、性別 

②幼稚園、保育園名と年代（新年度からの） 

③希望クラス（月曜ファイト AｏｒＢ、水曜ファイトＡｏｒＢ）、 

④ＴＥＬ、⑤保護者名」 

*2 日経っても返信がない場合、TEL にてご連絡下さい｡ 

 （土日祝除く） 

 

～入会手続き～～入会手続き～～入会手続き～～入会手続き～    
入会申込書（別紙）に保険料、会費を添えて、初回活動

日に会場にてお申込み下さい。 

 

保険料（一世帯）１,０００円（H26.3 まで有効） 

※あすぽの全事業において共通です 

 

活動概要：運動経験を増やす事を目的とし、マット、ボール、鉄棒、跳び箱など 

器具を使った運動を取り入れながら、基礎体力作りを中心に行います。 

活動日時：月曜 A・B：年少、年中向け  水曜 A・B：年長向け 

A クラス 14 時 55 分～15 時 55 分／B クラス 16 時 10 分～17 時 10 分 

（クラス分けの年代は目安です。どの年代でもご希望のクラスにお申込み頂けます） 

指導者：足柄リハビリテーションサービス講師 

活動場所：山北児童館 集会室 （足柄上郡山北町山北 121） 駐車場あり 

持ち物：水筒（忘れずに！）、タオル、なわとび（ひもタイプのもの）／服装：動きやすい服装（体操服可） 

参加資格：３～６才（年少､中､長の年代）。健康なこと。いろいろなフィールドスポーツに挑戦したい子。 

最少開催人数：５名  （期ごとの申し込みが５名に満たない場合、中止となります） 

定員：1 クラス１５名（定員になり次第締め切ります） 

H25-１期

（H25.4-8） 

 

����4444 月月月月体験会体験会体験会体験会のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ����    
日時：日時：日時：日時：4/174/174/174/17・・・・24242424（水）（水）（水）（水）16161616～～～～17171717 時時時時    

参加費：参加費：参加費：参加費：1111 回回回回 500500500500 円円円円（（（（2222 日とも日とも日とも日とも参加もできます参加もできます参加もできます参加もできます））））    
※場所、持ち物等は上記に記載の通り（なわとびは不要）。 

※各回定員 15 名。定員になり次第締め切ります。 

※要予約。メールまたは会場にてご予約下さい。昨年体験会に参加した方も参加できます。 

メールタイトル「ファイト体験」 

メール本文「希望日、お子さま名、ふりがな、幼稚園の年代（新年度）、性別、保護者名、TEL」 

５月開始です。 
４月は体験会を 
ご利用下さい。 
(要申込,下記参照) 

お問い合わせはなるべくメールにてお願いいたします 

メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス：：：：asupo2010asupo2010asupo2010asupo2010ｊｒｊｒｊｒｊｒ@yahoo.co.jp@yahoo.co.jp@yahoo.co.jp@yahoo.co.jp    
担当：飯田満美子 

    ＴＥＬ：０９０ＴＥＬ：０９０ＴＥＬ：０９０ＴＥＬ：０９０----８０１３８０１３８０１３８０１３----５５４１（あすぽ携帯）５５４１（あすぽ携帯）５５４１（あすぽ携帯）５５４１（あすぽ携帯）／／／／    ０９００９００９００９０----７２４４７２４４７２４４７２４４----６７２４（飯田携帯）６７２４（飯田携帯）６７２４（飯田携帯）６７２４（飯田携帯）        HPHPHPHP：：：：http://asupo1.comhttp://asupo1.comhttp://asupo1.comhttp://asupo1.com 

スポーツ振興くじ助成事業 



【【【【注意事項注意事項注意事項注意事項とおとおとおとお知知知知らせらせらせらせ】】】】    申込申込申込申込みみみみ前前前前にににに必必必必ずずずず確認確認確認確認をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

�納入後の保険料、会費等はいかなる場合も返金できません。 

�会場等の都合により、予定が変更・中止になる場合があります。 

�欠席のご連絡は必要ありません。長期間のお休みはご連絡を下さい。 

�現在、レッスンの振替はありません。 

�退会の場合は期限までにご連絡下さい。ご連絡のない場合継続となり、会費を頂く場合があります。 

�駐車場は、建物に向かって、Ａクラス：右（和室側）、Ｂクラス：左（レッスン場側）に駐車して下さい。 

駐車できない場合は、2、3 列の詰め込みで駐車して下さい。事故の責任は負いかねます。 

�レッスンの見学は、ドア越しと外の窓越しからお願いします。 

�集合は１０分前。トイレをすませて、名札をつけ、裸足で水とうをもってレッスン場に入ってください。 

�下のお子さんをお連れの方は、危険ですので、目をはなさぬようお願いします。 

�保護者の方は、レッスン終了まで隣の和室でお待ち頂けます。ゴミは各自持ち帰りをお願いします。 

�保険料について。 

�保険料：1,000 円（一世帯に適用、入会日～H26.3 末まで有効） 

�保険は「あすぽ」の全ての事業に共通です（他事業に参加の際の納入は不要）。 

�保険の詳細につきましては、ＨＰにてご確認下さい。 

�万一の事故、ケガの際は、加入保険の補償範囲内における賠償とさせて頂きます。予めご了承下

さい。 

�あすぽ「規約」につきましては、ＨＰにてご確認下さい。 

�ファイトキッズ会員は、あすぽの事業にお得に参加ができます（別紙参照）。 

【【【【入会入会入会入会したらしたらしたらしたら】】】】    →→→→    「「「「ジュニアジュニアジュニアジュニアあすぽあすぽあすぽあすぽメールメールメールメール」」」」にごにごにごにご登録下登録下登録下登録下さいさいさいさい！！！！    

メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス::::    asasasasupo2010upo2010upo2010upo2010ｊｒｊｒｊｒｊｒ@yahoo.co.jp@yahoo.co.jp@yahoo.co.jp@yahoo.co.jp    
タイトルタイトルタイトルタイトル：「：「：「：「ファイトメールファイトメールファイトメールファイトメール登録登録登録登録」」」」    

本文本文本文本文：「：「：「：「クラスクラスクラスクラス名名名名（（（（月曜月曜月曜月曜ファイトファイトファイトファイト ABABABABｏｒｏｒｏｒｏｒ水曜水曜水曜水曜ファイトファイトファイトファイト ABABABAB）、）、）、）、おおおお名前名前名前名前、、、、おおおお子子子子さまさまさまさま名名名名、、、、携帯番号携帯番号携帯番号携帯番号」」」」    
    

※メールでご連絡をしますので、登録を必ずお願いします。 

急な連絡に備え、携帯メールでの登録がおすすめです。 

緊急連絡の他、あすぽからのイベント情報なども送らせて頂きます。 

体験時等にメールの行き来が出来ていれば登録 OKです。 

運営補助運営補助運営補助運営補助募集募集募集募集！！！！    

たまに受付のお手伝い(運営補助)をして下さる方を募集します(有償)。主に受付や、準

備、片付け等です。ご興味のある方は、入会申込書の☑欄にご記入下さい。下のお子さ

ん連れでない方でお願いします。 

スポーツ振興くじ助成事業 



【あしがら総合型スポーツクラブ「あすぽ」とは？】【あしがら総合型スポーツクラブ「あすぽ」とは？】【あしがら総合型スポーツクラブ「あすぽ」とは？】【あしがら総合型スポーツクラブ「あすぽ」とは？】    
国のスポーツ振興事業として、地域の住民主導で運営するスポーツクラブの一つです。 

２００９年４月より山北町を中心に、周辺地区にお住まいの子ども達＋保護者＋子育て世代を  

応援して下さる皆さんが協力して事業を展開しています。地域のママ達が力を合わせて運営しています。 

    ファイトキッズに入会すると…ファイトキッズに入会すると…ファイトキッズに入会すると…ファイトキッズに入会すると…        ※各会場で※各会場で※各会場で※各会場で必ず必ず必ず必ず「「「「ファイトキッズ会員ファイトキッズ会員ファイトキッズ会員ファイトキッズ会員」と」と」と」と伝えてね！伝えてね！伝えてね！伝えてね！ 

☺☺☺☺「きらきら親子体操」「きらきら親子体操」「きらきら親子体操」「きらきら親子体操」､､､､「じゃれっこ教室」「じゃれっこ教室」「じゃれっこ教室」「じゃれっこ教室」にににに 1111 回回回回 500500500500 円で参加できます円で参加できます円で参加できます円で参加できます！！！！((((予約不要予約不要予約不要予約不要))))    

        ※※※※年会費年会費年会費年会費 500500500500 円が免除されます円が免除されます円が免除されます円が免除されます。。。。    

☺☺☺☺「チャージ！」イベントに「チャージ！」イベントに「チャージ！」イベントに「チャージ！」イベントに非会員価格の非会員価格の非会員価格の非会員価格の100100100100円引きで参加で円引きで参加で円引きで参加で円引きで参加できますきますきますきます！！！！((((要申込要申込要申込要申込))))    

☺☺☺☺「ホリデージム」通常活動「ホリデージム」通常活動「ホリデージム」通常活動「ホリデージム」通常活動、イベントとも、イベントとも、イベントとも、イベントともにににに会員価格会員価格会員価格会員価格で参加できます！で参加できます！で参加できます！で参加できます！((((要申込要申込要申込要申込))))    
    

【あすぽ事業のご紹介】【あすぽ事業のご紹介】【あすぽ事業のご紹介】【あすぽ事業のご紹介】    詳細は別チラシをご覧ください。詳細は別チラシをご覧ください。詳細は別チラシをご覧ください。詳細は別チラシをご覧ください。受付にあります。受付にあります。受付にあります。受付にあります。    
�未就園未就園未就園未就園児の親子体操クラス児の親子体操クラス児の親子体操クラス児の親子体操クラス「「「「きらきら親子体操」きらきら親子体操」きらきら親子体操」きらきら親子体操」、「じゃれっこ教室」、「じゃれっこ教室」、「じゃれっこ教室」、「じゃれっこ教室」    

親子で体操をしたり、ボールなどを使って楽しく体を動かします。ママが元気に、そして優しい気持ちになれるプ

ログラムです。 ファイトキッズ会員は、ファイトキッズ会員は、ファイトキッズ会員は、ファイトキッズ会員は、親子親子親子親子 1111 組組組組 500500500500 円でいつでも参加ができます！円でいつでも参加ができます！円でいつでも参加ができます！円でいつでも参加ができます！（年会費（年会費（年会費（年会費 500500500500 円免除）円免除）円免除）円免除） 

「きらきら親子体操」 日時：火曜 9:45～10:45（月 2 回）  会場：南足柄市中部公民館   ４月は４月は４月は４月は 16161616・・・・23232323 日日日日 

「じゃれっこ教室」 日時：金曜:10：35～11：35（月 1 回）  会場：山北町健康福祉センター    ４月は４月は４月は４月は 19191919 日日日日((((予定予定予定予定))))    

対象：未就園児の親子   会費：親子 1 組 500 円  

持ち物：飲み物・バスタオル・汗ふきタオル、上ばき（冬季のみ）  ※原則、予約なしで参加ＯＫ  

 

�楽しくのばす楽しくのばす楽しくのばす楽しくのばすスポーツ広場「ホリデージム」スポーツ広場「ホリデージム」スポーツ広場「ホリデージム」スポーツ広場「ホリデージム」        ****年代別年代別年代別年代別にににに分分分分かれたかれたかれたかれた活動活動活動活動にににに変変変変わりましたわりましたわりましたわりました！！！！    
運動経験を増やすことを目的とし、遊びからスポーツの楽しさを知り、運動をもっと好きになる子を育てます！

とび箱、マット、平均台を使った遊びや、ダンス、ソフトテニス、バスケットボール、長縄とび、水泳などさまざま

な種目を行います。    

日時：日曜（月２回） 9：20～10：20（小 3～小 6） 10：30～11：30（年長～小 2） 

場所：山北町立川村小学校 体育館 

指導者：藤原恭子（きょろ）先生、高橋秀子先生他 

会費：1 回 500 円 

対象：年長～小学 6 年   参加方法：申込制 

ファイトキッズ会員は、ファイトキッズ会員は、ファイトキッズ会員は、ファイトキッズ会員は、通常活動通常活動通常活動通常活動・・・・イベントともに会員価格イベントともに会員価格イベントともに会員価格イベントともに会員価格でででで参加ができます！参加ができます！参加ができます！参加ができます！（要申込）（要申込）（要申込）（要申込） 

����「ホリデージム」は通常活動のほかイベントも盛り沢山「ホリデージム」は通常活動のほかイベントも盛り沢山「ホリデージム」は通常活動のほかイベントも盛り沢山「ホリデージム」は通常活動のほかイベントも盛り沢山！！！！地域イベントへも積極的に参加をしています。 

【【【【HHHH22225555 イベントイベントイベントイベント予定予定予定予定】 8 月：水中運動会  9 月：川遊び  12 月：たき火 他 

 

�ジュニア水泳クラス「マーリンスイミング」ジュニア水泳クラス「マーリンスイミング」ジュニア水泳クラス「マーリンスイミング」ジュニア水泳クラス「マーリンスイミング」    
小学 3 年から中学 3 年までの一歩進んだスイミングクラス。もう少しタイムを伸ばしたい、日々の運動不足を解消したい

など、とにかく泳ぎたい子にオススメです。 

  日時：毎週月曜 18：00～19：00    場所：健康福祉センター さくらの湯 

 

�託児つき託児つき託児つき託児つき    朝のエクササイズ「チャージ！」朝のエクササイズ「チャージ！」朝のエクササイズ「チャージ！」朝のエクササイズ「チャージ！」    
ママの元気は、家族の元気！朝のエクササイズで心も体もリフレッシュしませんか？ 

平日午前に、日替わりでエクササイズ教室を開催！骨盤エクササイズ、ヨガ、ピラティス、サーキットエアロに加

え、美しく歩くためのウォーキングレッスンやお子さま連れで参加ができるダンベル体操もあります。託児は同

施設内の子育て支援センターで行うから安心です。また、南足柄の会場でも月 6 日開催中！まずは体験から

どうぞ！体験は 1 回 500 円（各会場 3 回まで）、予約不要。 

ファイトキッズ会員は、「チャージ！」イベントにファイトキッズ会員は、「チャージ！」イベントにファイトキッズ会員は、「チャージ！」イベントにファイトキッズ会員は、「チャージ！」イベントに非会員価格非会員価格非会員価格非会員価格のののの 100100100100 円引きで参加ができます！円引きで参加ができます！円引きで参加ができます！円引きで参加ができます！    
 

各事業のスケジュールは各事業のスケジュールは各事業のスケジュールは各事業のスケジュールは HPHPHPHP でご覧頂けます。でご覧頂けます。でご覧頂けます。でご覧頂けます。    ＨＰ：ＨＰ：ＨＰ：ＨＰ：http://asupo1.comhttp://asupo1.comhttp://asupo1.comhttp://asupo1.com    

お気軽にお問い合わせ下さい。お気軽にお問い合わせ下さい。お気軽にお問い合わせ下さい。お気軽にお問い合わせ下さい。    あすぽ携帯：あすぽ携帯：あすぽ携帯：あすぽ携帯：090090090090----8013801380138013----5541554155415541    

スポーツ振興くじ助成事業 

４／１４、２１（日）は体験会！ 
障害物競争やソフトテニスなど盛りだくさんで楽しく

遊びます！各開始 15 分間保護者へ活動紹介します！ 



    

ファファファファイトキッズに入会した目的、教室に求めることを教えてください。イトキッズに入会した目的、教室に求めることを教えてください。イトキッズに入会した目的、教室に求めることを教えてください。イトキッズに入会した目的、教室に求めることを教えてください。    

その他、注意する点等ありましたら、ご自由にお書き下さい。その他、注意する点等ありましたら、ご自由にお書き下さい。その他、注意する点等ありましたら、ご自由にお書き下さい。その他、注意する点等ありましたら、ご自由にお書き下さい。    

（指導にあたり、声かけなどの参考にさせて頂きます）（指導にあたり、声かけなどの参考にさせて頂きます）（指導にあたり、声かけなどの参考にさせて頂きます）（指導にあたり、声かけなどの参考にさせて頂きます）    

 

                                                                                    お子さま名お子さま名お子さま名お子さま名                                                                    

クラス名クラス名クラス名クラス名    月月月月 AAAA        月月月月 BBBB        水水水水 AAAA        水水水水 BBBB            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ファイトキッズに入会した目的、教室に求めることを教えてください。ファイトキッズに入会した目的、教室に求めることを教えてください。ファイトキッズに入会した目的、教室に求めることを教えてください。ファイトキッズに入会した目的、教室に求めることを教えてください。    

その他、注意する点等ありましたら、ご自由にお書き下さい。その他、注意する点等ありましたら、ご自由にお書き下さい。その他、注意する点等ありましたら、ご自由にお書き下さい。その他、注意する点等ありましたら、ご自由にお書き下さい。    

（指導にあたり、声かけなどの参考にさせて頂（指導にあたり、声かけなどの参考にさせて頂（指導にあたり、声かけなどの参考にさせて頂（指導にあたり、声かけなどの参考にさせて頂きます）きます）きます）きます）    

 

                                                                                    お子さま名お子さま名お子さま名お子さま名                                                                    

クラス名クラス名クラス名クラス名    月月月月 AAAA        月月月月 BBBB        水水水水 AAAA        水水水水 BBBB            

    

    

    

    

    

    

    

    


