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クラブ指導者の派遣やクラブ備品のレンタルに関する申請について 

 この一覧は、総合型地域スポーツクラブ「うおづスポラ」で現在、実施可能な外部指導メニューの一覧となっ
ております。各地区での事業を協議される際、または新規事業のご検討の際には、当クラブのメニューでお役
に立てるものがあればぜひご検討頂ければと思います。 

 以下、うおづスポラの指導者派遣に関するとりまとめ事項になります。 

 

●指導者派遣申請 

 所定の申請用紙に必要事項をご記入の上、事業開催1ヶ月前を目途に事務局まで提出をお願いします。 

●指導者の派遣費用について 

 市体協に加盟している地区については、派遣費用は無料となります。 

 但し、一部内容には、派遣費用が必要なケースもあります。（チアリーディング演技発表） 

 市体協へ非加盟の場合、派遣費用として1事業1人につき5,000円の派遣費用が必要となります。 

●備品のレンタルについて 

 使用希望予定日時にクラブ内での使用が無ければ備品のレンタルができます。 

 ただし、消耗品扱いとなる一部備品については、費用が発生します。 

●派遣までの流れ 

  

 

 

 

 

●クラブ事務局 

 ありそドーム内 担当：澤田  ☎:23-9800 mail:u-supola@spo-uozu.com 

指導者派遣 
申請書の提出 

事業内容に関する打ち合わせ 
（事業担当者とクラブ指導者） 

クラブ内で協議し、 
派遣の可否に 
ついてご連絡。 

事業開催 



サンディーズ（チアリーディングチーム） 

【内容】 イベントでの演技披露 
【在籍】 幼児～中学生（約25名） 
【費用】 ￥10,000‐ （諸経費込み） 
【外部実績】  
まるまる魚津／sea級グルメ全国大会in魚津／カターレ富山公
式戦／魚津港完成記念式典／JA農業祭／児童センターまつり 
等 



ランニング／かけっこ（Marathon team SUPOLA） 

【内容】 走り方の基本指導 
     地域でのランニングイベント開催サポート 等 
【対象】 幼児～市民ランナー（愛好者）まで 
【指導】 石倉 昌和（一般） 竹田 未距（一般） 
     間野 七彩（幼・小） 
【費用】  加盟団体：無料 非加盟：5,000円 
【クラブ事業実績】 
・スポラランニング・・・市民ランナーへの基本指導セミナー 
・スポラランニング＋・・・フルマラソン疑似体験イベント 
 



ノルディックウォーキング 

【内容】 ノルディックウォーキング指導 
     ポールレンタル 等 
【対象】 一般～シニア世代 
【指導】 澤田 樹孝 
【費用】  加盟団体：無料 非加盟：5,000円 
【クラブ事業実績】 
・年2回のウォーキングイベント（春・秋） 
・月に1回ペースでのシニア対象ウォーキング教室 等 
 



スラックライン 

【内容】 スラックライン 指導 
     地域イベントでのスポーツブースでの活用 等 
【対象】 小学生～一般 
【指導】 城生 勝昭 ・澤田 樹孝 
【費用】  加盟団体：無料 非加盟：5,000円  
【外部実績】 
・サンダーバーズ公式戦での体験コーナー担当 
・地域イベントでの体験コーナー担当 
・地域教室での指導 等 
 



トランポリン 

【内容】 トランポリン指導 
【対象】小学生～一般 
【会場】 ありそドームのみ対応可 
【指導】 佐伯 大志・新田 健太郎 
【費用】 加盟団体：無料 非加盟：5,000円 
【クラブ事業実績】 
・クラブ主催イベントでの体験コーナー 
・小学生対象教室開催 



親子レクリエーション 

【内容】 親子で楽しくできるストレッチや運動 
【対象】 幼児または小学生の親子 
【指導】 クラブスタッフ 
【費用】  加盟団体：無料 非加盟：5,000円 
【外部実績】 
・小学校親子活動指導 
・地域イベント指導 



エアロビクス／ヨガ 

【内容】 エアロビクスによる準備運動 
      30～40分程度のエアロビクス 
【対象】 一般～シニア 
【指導】 ありそドーム インストラクター 
【費用】  加盟団体：無料 非加盟：5,000円 
【実績】 
・ありそドームトレーニングルームでの通常レッスン 
・しんきろうマラソン ・元旦マラソン等での準備運動 



スポーツ体験ブース 

【内容】 地域イベントでのスポーツコーナー設置 
      （スラックライン／トランポビクス／スポーツ吹き矢 他） 
【対象】 なし 
【指導】 クラブスタッフ 
【費用】  加盟団体：無料 非加盟：5,000円 
【外部実績】 
・天神文化SC 3世代交流イベント 
・富山サンダーバーズ公式戦 



体力アップ指導 

【内容】 各種エクササイズ 
【対象】 小学生～シニア 
【指導】 クラブスタッフ 
【費用】  加盟団体：無料 非加盟：5,000円 
【外部実績】 
・小学校保健委員会 
・天神公民館でのクラブ教室開催（モデル事業） 



アイスブレイク指導 

【内容】 コミュニケーションを主としたゲーム形式のエクササイ 
      ズで場の雰囲気を和ませる。 
【対象】 小学生～シニア 
【指導】 クラブスタッフ 
【費用】 加盟団体：無料 非加盟：5,000円 
【外部実績】 
・青年部交流事業 
・各種小学校事業 



タグラグビー指導 

【内容】 タグラグビーの基本指導 
【対象】 小学生～シニア 
【指導】 魚津市ラグビー協会 
【費用】 加盟団体：無料 非加盟：5,000円 
【実績】 
・地区対抗タグラグビー交流大会 
・ラグビースクール 



クラブ備品のレンタル 
希望日時に、クラブ内での使用が無い場合、レンタル可。 
 
 No 品名 数量 レンタル価格 

1 トランポビクス 30 100円／1台 

2 インラインスケート（17cm～20.5cm） 15 100円／1セット 

3 インラインスケート（20.5cm～23ｃｍ） 15 100円／1セット 

3 スラックラック4m（スラックライン） 1 - 

4 ノルディックウォーキング用ポール 30 100円／１set 

5 エクササイズマット（ヨガマットサイズ） 20 - 

6 各種トレーニング用品一式（ラダー／ミニハードル／マーカー 等） 1set - 

7 ビブス（3色） 10枚／3set - 

8 ゼッケン（1～200） 1set - 

9 ストップウォッチ 2 - 

10 電子ホイッスル 2 - 

11 ソフトテニスラケット（ジュニア用） 20 50円／1本 

12 バドミントンラケット（ジュニア用） 20 50円／1本 

13 卓球ラケット（ジュニア用） 10 50円／1本 

14 ラージ卓球ラケット（シニア向け） 10 50円／1本 

15 バランスボール 10 - 

※魚津市教育委員会生涯学習課スポーツ係で各種ニュースポーツの備品がレンタルできます。 
また、ニュースポーツの指導については、各地区スポーツ推進委員の方にご相談ください。 

 


