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平成２８年度、わいわい夢クラブが発足して１０年の節目を迎えることができました。
創設からご尽力いただきましたクラブスタッフやＳＣ関係者・地域の諸団体・学校・市や県の行政の関係者に対しまして衷
心より厚くお礼を申し上げます。又、会員の皆様には総合型地域スポーツクラブの理念や、わいわい夢クラブの想いや目的
である『夢と健康と生きがい』をご理解いただき、個々のクラブライフでスポーツや文化活動を楽しく交流していただいた
事に感謝を申し上げます
１０年の節目を一つの転機と捉え、今年度は更なる発展と飛躍を期するためにも、クラブが『運営』から安定した『経営』
に移行するためには、将来を見据えた組織の充実を図りながら、会員のニーズと地域の諸課題にも取り組んでいく必要があ
ります。更には『自助自立』の確立をめざし、地域の諸団体や行政との『協働』も充実させていかねばならないと考えてい
ます。
これらの諸課題をクリアするためには、クラブ会員の一層のご理解とご協力が不可欠です。将来に亘って
各々では「わいわい夢クラブの会員になって良かった」と思え、地域で「わいわい夢クラブが有ってよかった」
と言われるようなクラブになるように、みんなの力を結集して頑張っていきましょう。
会

長

吉田

和光

NPO 法人 わいわい夢クラブ
〒870-0921
ホームページ

大分市萩原 2 丁目 10－7
http://www1.bbiq.jp/waiyume/

TEL・FAX （097）560-0873
メール
waiwai@awg.bbiq.jp

健康体操
『らくらく

『のびのび

【活動日・場所】 木曜日（東大分公民館）
金曜日（牧２丁目公民館）
【 時 間 】 11:15～12:15
【 参 加 費 】 200 円／回

（ゆっくり楽しみたい方）』

【活動日・場所】 火曜日（高城西公民館）
木曜日（東大分公民館）
金曜日（牧２丁目公民館）
【 時 間 】 10:00～11:00
【 参 加 費 】 100 円／回

『はつらつ

（じんわり汗をかきたい方）』

『のび男

（男性のみ）』

【活動日・場所】 金曜日（牧２丁目公民館）
【 時 間 】 13:30～14:30
【 参 加 費 】 200 円／回

（普段から運動している方）』

【活動日・場所】 水曜日（東大分公民館）
【 時 間 】 10:00～11:00
【 参 加 費 】 300 円／回

『貯筋運動』
鹿屋体育大学が提唱する健康体操
【活動日・場所】水曜日（大空団地集会所）
【 時 間 】 10:30～11:30
【 参 加 費 】 300 円／回

ストレッチ＆リズム体操

バレーボール

【活動日】月曜日
【場 所】牧１丁目公民館
【時 間】10:00～11:30
【参加費】500 円／回

【活動日】水・日曜日
【場 所】東大分小学校
【時 間】19:30～21:30
【参加費】1,000 円／月

ピンポン

ヨ ガ

【活動日・場所】

【活動日】
火曜日 13:30～14:30
金曜日 20:00～21:00
【場 所】 牧１丁目公民館
【参加費】 500 円／円

火曜日（牧２丁目公民館）
木曜日（牧１丁目公民館）
金曜日（東大分公民館）
【時 間】 10:00～12:00
【参加費】 100 円／回

絵手紙
【活動日】第 1,３土曜、 第３木曜
【時 間】 10:00～12:00
【場 所】 東大分公民館
【参加費】 300 円／回

書

道

【活動日】
【場 所】
【時 間】
【参加費】

第１、３月曜日
東大分公民館
10:00～12:00
600 円／回

パソコン
【活動日】
【場 所】
【時 間】
【参加費】

第２,３,４火曜日
東大分公民館
9:30～11:30
500 円／回

健康マージャン

太極拳

【活動日】水曜日
【場 所】東大分公民館
【時 間】9:30～13:00
【参加費】300 円／回

【活動日】火曜日
【場 所】１丁目公民館
【時 間】10:00～12:00
【参加費】500 円／回

グラウンドゴルフ

バドミントン
【活動日】第１,３日曜日
【場 所】東大分小学校
【時 間】15:00～17:00
【参加費】100 回
※子ども可

【活動日】火曜日
【場 所】東大分小学校
【時 間】16:00～17:00
【参加費】100 円／回

ダンス

和太鼓

【活動日】水・金曜日
【場 所】牧１丁目公民館
【時 間】17:10～18:10（初級クラス）
18:20～19:20（中級クラス）
【参加費】 3,000 円／月

バレーボール

【活動日】第 1 土曜日
【場 所】おおいた太鼓倶楽部
【時 間】10:30 ～11:30
【参加費】500 円／回

スポンジボールテニス

【活動日】月曜日 17:00～19:30
水曜日 16:30～19:30
第１,３土曜日 12:30～15:00
第２,４土曜日 9:00～12:00
【場 所】 東大分小学校
【参加費】 1,000 円／月

Ａコース
【活動日】 第１,３土曜日

ジュニアクラス
【活動日・場所】
【 時 間 】
【 参 加 費 】

9:00～12:00

第２,４土曜日 12:30～15:00

水曜日（舞鶴小学校
体育館）
土曜日（東大分小学校 体育館）
15:00～17:00
1,000 円／月

第２,４日曜日 12:30～15:00
【参加費】2,000 円／６ヶ月

Ｂコース
【活動日】 第 1,３日曜日 13:00～15:00
第２,４日曜日 15:00～17:00
【参加費】100 円/回

Ｃコース
【活動日】金曜日 17:00～21:30
【参加費】100 円/回

スタジオ魔法つかい
【活動日】
【場 所】
【時 間】
【参加費】

第２,4 月曜日
東大分公民館
13:30～14:30
1,000 円／回

キラキラキッズ
【活動日】
【場 所】
【時 間】
【参加費】

体力アップ事業｢わんぱく塾｣
【活動日】
【場 所】
【時 間】
【参加費】

（幼児ダンス）

第 4 月曜日
牧１丁目公民館
17:30～18:30
1,000 円／回

木・金曜日（毎月第１～３週）
舞鶴・東大分小学校体育館
16:00～17:00
500 円／月

子育て支援サークル ｢color｣
【活動日】 火曜日
【場 所】 東大分公民館
【時 間】 10:00～12:00

■年間行事

４

・潮干狩り
・総会

５

・救急救命法講習会

６

・熊本地震被災地支援事業

７

・夢カップ（Jr.バレーボール大会）
・プロスポーツふれあい事業
・Jr.スポンジテニス交流会
・宿坊体験

８

・ものづくり教室
・萩原まつり出店

９

・かけっこ教室
・夢カップ（Jr.バレーボール大会）

１０

・牧まつり出店

１１

・第１０回夢まつり

１２

・多世代バレーボール大会

１

・ふれあいウォーキング

２

・夢カップ（Jr.バレーボール大会）
・逃走中ごっこ

３

・バスハイク（臼杵市）
・夢カップ（Jr.バレーボール大会）
・Jr.スポンジテンス交流会

