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オフィシャルパートナー

岐阜県トップアスリート拠点クラブ活動費交付金（クラブ基盤強化事業）
総合型地域スポーツクラブ　公益社団法人ぎふ瑞穂スポーツガーデン

主　催／公益社団法人ぎふ瑞穂スポーツガーデン　　後　援／瑞穂市教育委員会事務局（お問合せ先）　●事務局開局時間●　月～金曜日／9：00～17：00　土曜日／9：00～12：00　休業日／日曜日・祝日・年末年始

▲
3月16日（土）受付種目

ジュニア硬式テニス月曜日コース・ジュニア硬式テニス木曜日コース・硬式テニス
自転車競技・水泳初級コース・水泳上級コース・水泳成人コース・フェンシング朝日大
フェンシング羽島・ポールウォーキング▲

3月17日（日）受付種目
親子リトミック・ホッケー水曜日コース・ホッケー木曜日コース・相撲・バレーボール
シニア卓球火曜日コース・シニア卓球水曜日コース・ジュニア卓球・ラグビーフッドボール

▲

3月18日（月）より通常受付開始【全種目】

ガーデンスポーツ教室
2019年前期 （4月～9月）プログラム

参加者募集!!
3月16日㈯・17日㈰ 

両日ともに 10：00～15：00 （各教室先着順）
種目によって受付開始日が異なります。種目をご確認下さい。
16日・17日は記載された種目のみの受付です。ご注意ください！！

オフィシャルパートナー

プラチナサポーター

シルバーサポーター 連携企業

ゴールドサポーター

賛助会員

大学敷地外
会　場

ぎふ瑞穂スポーツガーデンを応援していただいています。
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多治見市大針町661番地の1 本巣市仏生寺391番地の7 愛知県春日井市八田町5丁目16番6 東京都渋谷区恵比寿1-22-17

大垣市神田町2丁目55番地 瑞穂市別府724-6

各務原市鵜沼朝日町５丁目１０２

株式会社 旭クリエイト
不破郡垂井町宮代1478 岐阜市江添1丁目1番1号

瑞穂市本田735

名古屋市千種区内山3丁目30番9号 nonoha千種3F 岐阜市木ノ本町2丁目8番地 瑞穂市穂積1851　朝日大学内

瑞穂市穂積1330番地

羽島郡岐南町伏屋2-208 大垣市郭町3丁目98番地 瑞穂市宝江576-3 大垣市久瀬川町7丁目5番地の1

瑞穂市別府616番地の3 瑞穂市穂積1851　朝日大学内 岐阜市神田町8丁目26番地 岐阜市打越546番地の2

岐阜市鹿島町6丁目27番地 岐阜市金園町1丁目3番地3　クリスタルビル7階 岐阜市宇佐南1丁目3番11号

岐阜市柳津町下佐波8丁目46番 大垣市中曽根町610番地 岐阜市市橋4丁目11番地11号
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朝日大学体育会
瑞穂市穂積1851
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株式会社 モリタ　名古屋支店 矢島建設興業株式会社 株式会社 ヨシダ　朝日大学内営業所

公益社団法人 ぎふ瑞穂スポーツガーデン
〒５０１ー０２２３ 岐阜県瑞穂市穂積１８５１の1 朝日大学３号館内　TEL・FAX （０５８）３２７ー５００４ 
〈URL〉 http://www.mizuho-garden.com 　〈E-mail〉 mizuho-garden@mopera.net
〈Facebook〉 http://www.facebook.com/mizuhogardensport/

応援して下さる協賛企業・団体を募集しております！
当法人は、税額控除団体です。　〈 詳しくは事務局まで 〉

（五十音順）

（五十音順）
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受付終了受付終了



受付中止受付中止



体験マークの付いた教室は、体験ができます！

①希望日の2日前までに、事務局へ体験の申込みのご連絡をお願いします。
　スポーツ保険に加入しますので、当日保険料を持参し講師にお支払ください。
　〈1回／100円〉
②1教室1回のみ体験ができます。複数教室の体験も可能です。
③当日は運動できる服装でお越しください。用具はこちらで用意します。

公益社団法人 ぎふ瑞穂スポーツガーデンの活動会員となる

※活動支援金は公益法人の運営に使用されます。
※活動支援金は公益法人寄付金として取り扱われます。活動支援金の領収書は、確定申告時に
　税額控除制度の適用を受けることができます。
※送迎・応援をされるご家族の方も保険に加入されることをお勧めします。

ペアで行うエクササイズもあります。お友達とペアでのお申込やご夫婦での申込を歓迎します。
また、現場でお友達を作っていただくことも大歓迎です！！

アクティブシニアを目指して元気な身体を作りましょう！！

 5枚つづり／1,500円
 6枚つづり／1,800円
１１枚つづり／3,000円　の3種類

●「登録申請書」・「教室参加申込書」は事務局にあります。
●原則として、一度申込まれた後の返金は致しません。
●警報が出された場合の教室は中止します。その際の振替はありません。

教室の最中に怪我をした場合や、教室の道中の事故などに適用されます。怪我等をした場合は
事務局へご連絡をお願いします。

●今年度より雨天時の教室中止や日にち変更の連絡は携帯電話メールでお知らせします。
●お手持ちの携帯電話からご自身で利用登録の手続きをお願いします。
●詳しくは「ガーデンメール」登録方法をご確認ください。教室受付の際に配布します。

「登録申請書」に必要事項を記入し、下記の料金を添えて事務局へ
お申し込みください。

年 額 活動支援金 4,000円／1家族 ＋ 保険料 1,200円／1名（全年齢一律）

STEP 1

希望の教室の申込みをする
「教室参加申込書」を記入し、各教室の参加費を添えて事務局へ
お申し込みください。

STEP 2

傷害保険補償金額
災害死亡 （傷害） 500万円
 （特定疾病） 250万円
【療 養】
入院日額 （傷害） 5,000円
 （特定疾病） 2,500円

通院日額 （傷害） 2,000円
 （特定疾病） 1,000円

保 険 料／1,200円 （年額）
参 加 費／1回 300円 （チケット制） 申込み又は初回開講日までに事務局にてお求めください。

手　　術 （傷害・特定疾病）　手術の種類により入院費額の10倍・20倍・40倍

後遺障害 （傷害）最高 500万円
 （特定疾病）最高 250万円

「ガーデンメール」携帯電話情報配信システムへの登録

教室の中止や日程変更等の連絡は今後メールシステムでの連絡になるため個別に電話は致し
ません。判断に迷う場合や、メールシステムに登録をしていない方は事務局へお問い合わせく
ださい。尚、ぎふ瑞穂スポーツガーデンのホームページにも教室の中止や日程変更等の情報を
掲載しますのでご覧ください。

健康づくりを促進している総合型地域スポーツクラブ（ぎふ瑞穂スポーツガーデン）
と健康維持を進めている病院（朝日大学病院）が専門領域（朝日大学健康スポーツ
科学科）の指導者による健康教室を開講します。

活動場所

駐車場

朝日大学病院 西館1階ホール

申込方法

ぎふ瑞穂スポーツガーデン事務局

岐阜県岐阜市橋本町3丁目23番地
（JR岐阜駅より徒歩7分）

朝日大学病院西側駐車場を
ご利用ください。

申込書に必要事項を記入し保険料を添え申し込んでください。

楽しくエクササイズ！  （健やかで快適に暮らせるからだづくり）

簗瀬　歩　朝日大学保健医療学部健康スポーツ科学科スポーツ教育学講座　教授

成人対 象 者 20名定 員 10：00～11：30活動時間

運動できる服装・運動靴・タオル・水分補給用飲料持 ち 物

指 導 者

隔週月曜日（計11回）
4月／22　5月／13・20　6月／3・17　7月／8・22　8月／5・19　9月／9・30

活 動 日

シニアのための身体の動かし方教室

土田　洋 朝日大学保健医療学部健康スポーツ科学科　助教
 日本コーディネーショントレーニング協会ブロンズライセンス

50歳以上対 象 者 20名定 員 9：30～11：00活動時間

運動できる服装・運動靴・タオル・水分補給用飲料持 ち 物

指 導 者

隔週木曜日（計11回）
4月／25　　5月／9・23　　6月／13・27　　7月／11・25　　8月／8・22　　9月／12・26

活 動 日

JR岐阜駅

岐阜シティタワー43岐阜シティタワー43
JR東海道線JR東海道線

名鉄岐阜駅名鉄岐阜駅

長
良
橋
通
り

長
良
橋
通
り

国
道
156
号
線

国
道
156
号
線

金
華
橋
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り

金
華
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忠
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岐
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西
通
り

スポーツクラブ × 大学 × 病院連携事業
体験方法

申込方法
平成31年度

平成31年度

体験可 特別企画　会員登録はいりません特別企画　会員登録はいりません

4月1日より運用開始
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ホッケー場

ENEOS

ローソン

スギ薬局

MERGAドン・キホーテ
佐竹
整形外科

AOKI

豊田工業

秋葉
神社

ビーファッション配送センター
ファミールホズミ

柳一色公園前

野田新田

稲里 穂積中原
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