
 

         

 

 

   

 

 

10 月～会員になるための年会費が安くなります。まずはこの機会に教室へ 

参加し、10 月からの会員登録をご検討ください。 

 4～9 月に入会  10 月以降 

中学生以下 4,000 円 → 2,500 円 

一般 6,000 円 → 3,500 円 

60 歳以上 5,000 円 → 3,000 円 

※新規会員募集のため、これまで体験したことのない方が対象です！ 

①貯筋運動ステーション 香我美市民館 9/13.20（火）10：30～11：30（体験料金：800 円 → 400 円） 

イスに座った体操や簡単なストレッチを中心に行います。筋肉トレも行いますので、これからの生活を豊かにするためにぜ

ひご参加ください。マスク着用 

②ひきしめヨガ（Tue） 野市総合体育館 9/13.20（火）19：15～20：15（体験料金：900 円 → 400 円） 

ヨガのポーズで筋力を鍛え、代謝をＵＰさせて気になるところを引き締めましょう。マスク着用 

③朝のゆったりヨガ 香我美市民館 9/14.21.28（水）10：00～11：00（体験料金：1000 円 → 500 円） 

呼吸と共にポーズをとり、カラダを伸ばしひきしめます。ゆっくり進むので初めての方でも大丈夫。マスク着用 

④お仕事帰りにストレス解消＆ひきしめヨガ 野市総合体育館 9/13.20（火）18:00～19:00（体験料金：900 円 → 400 円） 

仕事で疲れたカラダをほぐしてリラックスさせながら、少しだけ頑張って代謝を上げて引き締めてみませんか？マスク着用 

⑤女性のためのサーキットトレーニング 野市総合体育館 9/14.21（水）19：00～20：00（体験料金：900 円 → 400 円） 

有酸素運動と女性の弱化しやすい筋肉のトレーニングと組み合わせた運動です。 

サーキットトレーニングを行うことで、血流が良くなり、リンパの流れも良くなります。 

⑥リズムコンディショニング  香我美ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 9/20.27（火）9：30～10：30（体験料金：900 円 → 無料） 

全身の筋肉をバランスよく使うことで、肩こりや腰痛を防ぎ、運動不足を解消しましょう。体育館シューズ・マスク持参 

 

イベント企画・運営 

株式会社キングダム 
住所：高知市布師田 3061 

電話：088-855-6199 

MAIL：eventkingdom.inc@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

mail：sky.high.kochi@gmail.com 
tel：090-6042-8838（溝渕） 

 
小串和久税理士事務所 

野市町西野 TEL：0887-53-7527 

障害・遺族年金の請求 

西川社会保険労務士事務所 
高知市高須 3-21-15 090-3783-5916 

野市新聞販売所 山北新聞販売所   

56-0785 54-2555 

高知市本町 3-5-20（ＮＨＫ前） 
TEL088(822)6151/ FAX088(823)6223 

仕出し･宴会 

曽我 
55-2096(野市町) 

レストラン 

かとり 
55-3133(野市町) 

赤岡青果 
いちば 

55-2175(赤岡町) 

松木商店 

54-2615 (香我美町) 

トレーニング講習会（前日までに要予約） 【 定員 】各日 5 名 

この講習を受けると次回から 220 円／回で野市総合体育館トレーニング室をご利用頂けます。 

【 日時 】9/19（月）18：30～19：30    9/10（土）13：30～14：30 

【受講料】無料      【持参物】体育館シューズ・タオル 

【トレーニング室】9：00～21：30 受講者のみ利用可  【お申込み】野市総合体育館  0887-56-0504 

  

高知からJクラブを！ 

http://kochi-usc.jp/ 

高知県香南市香我美町徳王子 2220-1香我美市民館   Tel 55-2143  fax 55-2109 

U R L  https://npoksc2002.wixsite.com/npoksc Ｅ-mail k-spo-c@mail.netwave.or.jp 

・・・・・・・・・・・・・・・・NPO 法人 Konan Sports Club を応援しています。・・・・・・・・・・・・・・ 

体験料金が通常の 50～100％

OFF！ ぜひこの機会に体験し、

10 月から新しいことを始めまし

ょう！ 

お申込み：TEL 55-2143 

mailto:sky.high.kochi@gmail.com
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kochi-usc
http://kochi-usc.jp/
https://npoksc2002.wixsite.com/npoks


野市町本村 1331-1 

0887-52-9450 

 稲門スポーツ
http://www.tomon.com 

088(875)4428  

黒潮 

カントリークラブ 

0887(33)4455 

 

小松建具店 
香我美町徳王子 2126-6 

TEL・FAX：54-2776 

別役誠治商店 

（生姜） 

55-2612(香我美町) 

 

 

株式会社 

 

https://www.higakinet.co.jp/ 

松山  

紙事務器店 

54-4255(香我美町) 

  

 

高知 

黒潮ホテル 

56-5800(野市町) 

宮地薬品 

54-2225(香我美町) 

内村コーポレーション 

内 村 瓦 
55-3100(香我美町) 

三木税理士事務所 
香南市野市町東野 1983-1 

TEL：52-8765 

MAIL：miki-office@bird.ocn.ne.jp  

57-3063(香我美町) 

ダイハツのいち 

大忍自動車 

55-2233 (野市町) 

介護タクシー 

くじら 
088(880)6188 

一寿司会館 

55-4157 (香我美町)  

 

57-8333(野市町) 

 

 

(夜須町) 

55-1150 

ぱんやぱんや 

 

 

Ａコープかがみ内 

農業資材・緑化資材 

入交アグリーン 
高知市仁井田 4563-1 

088-037-3131  

(有) 

野市ｸﾞﾘｰﾝ 

56-0656 (野市町) 

永 真 
工 業 
54-3351(野市町) 

 

 

 

 0887-55-1277 

 

 

 

いちごや 
      56-0939 

(野市町) 

CENTRAL MARKET 

Ａ★ＭＡＸ赤岡店 

54-1777(赤岡町)  

 56-0962(野市町)  

障害・遺族年金の請求 

西川社会保険労務士事務所 
高知市高須 3-21-15 

090-3783-5916 

西山 

美容室 
54-3462(香我美町)  

（有）平和観光 

 
54-2259（香我美町） 

サイクル＆バイク 

香南サイクル 
56-0616(野市町) 

 

赤岡支店・野市支店 

55-3101・56-2105 
 

 

 

 

55-3508(夜須町) 

リフォームから新築まで 

(有)徳大建設 
55-1310(野市町) 

加入者募集中 

香南ケーブル 
テレビ 

56-0102(野市町) 

56-5803（野市町）  

お弁当 

いちょうの木 
55-5018(香我美町) 

さとう 

循環器消化器科 

57-5311(野市町) 

Y・アート 

バレエスタジオ 

野市町母代寺 

090-1006-0271  

適正配線と快適照明 

池田電工 
56-1128(野市町) 

えうち電気 

香南市赤岡町463 

北村産婦人科 
小児科・心療内科 

56-1013 

 

 
野市町西野 2019-1 

56-0009  

耳つぼ 33 

090-4507-3918 
赤岡支店・野市支店

54-2101・56-0131 

 

 

 

 

0887-50-1997  

 
 

野市(マルナカ･四銀･中央病院) 

0887-56-1700 

 

55-1265(吉川町) 

行政書士 

縣島妙子事務所 
56-0446（市役所前） 

貸別荘で極上の海辺の休日 

コテージ 

シーサイド手結
seasidekochi.com 

大・小宴会承ます 

貴 待 待 亭 
野市町西野 554-2 

56-2900 

塩見 
ゴルフスクール 

 

各設備の設計･施工･保守管理 
 
 

088-882-2171 
 

Aコープかがみ 
0887-55-1300 

黒潮温泉 

「龍馬の湯」 
http://ryusei-family.com  

 

南国市下末松106 

地場産品直販所 
芸西村和食甲 452-1 

かっぱ市 
0887-33-2990 

 

デイサービス 

訪問看護ステーション 

㈱濱田水道工務店 

香南市野市町下井 

0887(57)5207 

トレジャーカンパニー 

株式会社 

株式会社 

アバンギャルド 

SINAJYURIME 

株式会社 

岸防水工業有限会社 

高知市塩屋崎町 

088-832-7731 

  

 

 
 
井上ワイナリー株式会社 

TEL 0887-50-6694 

 

谷本建築板金 

代表 谷本 亮輔 
088-885-1185 

 

協賛企業・団体を募集しています。     協賛企業 102 2022.9.1現在 

・・・・・・・・・・・・・・・・NPO 法人 Konan Sports Club を応援しています。・・・・・・・・・・・・・・ 
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小規模保育所 

 

岩崎電気株式会社 高知事務所 

〒781-0084 高知市南御座 2-5 

TEL 088-884-0411 

https://www.edion.com/index.html?_rt=FrtsosFq4It9Cp1atCf4MKzKx2xJUMy4ThXqtGzfo


 

9/21（水）香我美市民館芝生広場（雨天、気温により香我美トレーニングセンター）にてノルディックウォー

キングの体験会を行います。とっても楽に歩けて、見た目よりも運動量のあるウォーキングです♪ 

●90%の筋肉を使う全身運動 ●膝の関節、脊髄への負担を軽減 ●正しい歩行姿勢に ●腰痛防止にも効果を発揮 

【 日時 】9/21（水） 9：30～11：00  ※ノルディックポールの貸し出しあります。 

スポーツセミナー 健脚向き 4～5㎞歩くアクティブノルディックウォーク 

9/28（水）香我美市民館集合後（雨天、気温により香我美トレーニングセンター）ノルディックポールを使い

こなせる皆さんと一緒に楽しくウォーキングを楽しみます。先生からのアドバイスもありますのでぜひ季節のい

いこの機会にご参加ください。 

【 日時 】9/28（水） 9：30～11：00  ※ノルディックポールの貸し出しあります。 

≪ 共通 ≫ 

【 会場 】香我美市民館芝生広場集合 

【 定員 】25 名（最低開催人数 5 名） 

【参加費】1,000 円（こうなんスポーツクラブ会員 500 円） 

【お申込み・お問合せ】こうなんスポーツクラブ 55-2143 

 

  

～香南市教育委員会補助事業～ 

 

こうなんスポーツクラブが開催する教室を一挙にご紹介します。 

300 円でいくつでも参加可能です（定員あり） 

ぜひ、この機会にご参加ください♪⑴  

 

【 日時 】9/25（日） 

10:00～10:30 ⑴ ZUMBAⓇ（承認№.19820） ⑵ サーキットトレーニング 

10:30～11:00 ⑶ 自力整体 ⑷ リズムコンディショニング 

11:00～11:30 ⑸ Wの刺激～脳と足裏～ ⑹ 美尻・美脚トレーニング 

11:30～12:00 ⑺ コアトレ ⑻ ファイティングエクササイズ 

12:00～12:30 ⑼ ゆったりヨガ ⑽ 背骨の調律エクササイズ Sintex®Tone 

        ※参加したい教室 5 分前には来てください。      

 

【 会場 】香我美市民館 

【参加費】300 円（いくつでも参加可能） 

【 〆切 】9/16（金） 

【持ち物】運動のできる服装・タオル・飲み物・ヨガマット（持っている方）・マスク 

【お申込み】下記の用紙に必要事項を記入の上、こうなんスポーツクラブへ提出 

してください。 TEL：55-2143   

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント参加にあたっての注意事項 

①発熱や咳等諸症状がある場合は、受講をお控えください。 

②施設内(レッスン中も)ではマスクの着用をお願いします。 

③部屋に入る前にはアルコール消毒をしていただきます。 

秋の脂肪燃焼感謝祭・申込書（希望セミナーに○をしてください。） 

氏  名 性別 年齢 住 所 電話 

     

氏  名 性別 年齢 住 所 電話 

     

希望セミナー（ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ） 

スポーツセミナー 初めてのノルディックウォーキング教室 



  

 

 

 

 

今話題の SUP の上で、ほっと一息休みませんか?？ SUP とは、ボードの上に立ち、パドルを漕いで水面を進

むアクティビティです。今回は、SUP の上に机やイスを置いて、コーヒーやジュースを楽しみます！太平洋の

上でゆったりする気持ちよさは格別です！もちろん、一人乗りの SUP も体験できます。初めての方も大歓迎で

す。ぜひ、この機会に体験してみてください♪ご参加お待ちしております！ 

【 日時 】9/17（土）13 時～15 時 

【 会場 】ヤ・シィパーク（有料駐車場西の端のガレージ前集合） 

     ※車でお越しの際には、無料駐車券をお渡しいたします。 

【 定員 】ペア 4 組 計 8 名（親子・ご友人・ご夫婦・恋人などなど） 

【参加費】1000 円（香南いこいこキャンペーンで 500 円になります！） 

【持ち物】濡れてもいい服装・帽子・シューズ 飲料（アルコール NG） お菓子 マスク 

【お申込み・お問合わせ】こうなんスポーツクラブ 55-2143 Mail: k-spo-c@mail.netwave.or.jp 

SUP ＆ フライングディスク体験 ～NPO 法人 YASU 海の駅クラブ・高知県フライングディスク協会コラボ企画～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 日時 】9/24（土）13 時～15 時 

【 会場 】ヤ・シィパーク 西側ビーチ 

【 対象 】小学３年生～大人（家族で参加 OK） 

【 定員 】20 名 

【参加費】300 円/人（保険代） 

【 内容 】SUP 講習～フライングディスク練習～フライングディスクゴルフ（SUP スペシャルコース） 

【持ち物】濡れてもいい服装・シューズ・帽子、飲み物 

※新型コロナウイルス感染症対策として検温・消毒にご協力ください。 

【お問合せ・お申込み】NPO 法人 YASU 海の駅クラブ 担当：岡田さん 

           TEL：080-7411-5645 Mail：okada.umiheikou@gmail.com 

健康セミナー  自力整体 ～いますぐ始めて一生『肩こり』知らずな人になる！！～ 
【 日時 】 9/8.15.22 木曜日 9:00～9:50 

【 会場 】 香我美市民館 

【 講師 】 中川知香 先生（自力整体ナビゲーター） 

【受講料】 3,000 円/③回（単発 1,200 円） 

【 定員 】 15 名 

【 対象 】 誰でも（お子さん連れの方も参加される予定です） 

【持ち物】 フェイスタオル（お持ちであれば輪っかタオル）・マスク・ヨガマット（貸出有り） 

【お申込み・お問合せ】 こうなんスポーツクラブ 55-2143 

海の上でのんびり♪ 

SUP CAFÉ ＆ SUP 体験モニター募集 

集合場所 

有料駐車場奥の倉庫へお越

しください！ 

※駐車無料券をお渡します。 

集合場所 

有料駐車場奥の倉庫へお越

しください！ 

※駐車無料券をお渡します。 

mailto:k-spo-c@mail.netwave.or.jp
mailto:okada.umiheikou@gmail.com

