
平成３０年度 各講座の概要 

特定非営利活動法人たぬまアスレチッククラブ 

 番号 講座名 
活動曜日 

時間 
活動場所 代表指導者 概    要 
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１ ３Ｂ体操 
金曜日 

10:00～12:00 
アリーナたぬま 田村裕子 

（公財）日本３Ｂ体操協会公認指導者による、協会のプロ

グラムに準拠した器具を用いた体操を行います。 

２ エアロビクス 
水曜日 

10:00～11:00 
アリーナたぬま 本郷栄子 

軽快な音楽に合わせ、テンポ良く身体を動かす有酸素運動

です。 
３ エアロビクス 

木曜日 

19:00～20:00 
アリーナたぬま 本郷栄子 

４ ヨ  ガ 
木曜日 

10:00～12:00 
アリーナたぬま 齋藤洋子 

呼吸を整え、からだの可動範囲いっぱいに伸ばし、ゆった

りとした静寂の中、心とからだのバランスを整えます。 

５ ソフトバレーボール 
金曜日 

19:00～22:00 
アリーナたぬま 川田弘子 

柔らかく、やや大きなゴムボールでバレーボールの醍醐味

を味わうニュースポーツです。 

６ 吹き矢 
水曜日 

10:00～12:00 
アリーナたぬま 蓼沼貞司 

集中した所作の後に、的を目がけて一気に矢を吹き放つこ

とで、集中力と呼吸器系器官の働きが高められる運動です。 

７ ラージボール卓球 
水曜日 

10:00～12:00 
アリーナたぬま 関口伸一 

やや大きめなボールを使用することで、ボールのスピード

や変化が抑えられる、生涯スポーツに適した卓球です。 
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８ かけっこ 
木曜日 

18:30～20:00 

運動公園 

陸上競技場 
宮沢和巳 

速く走るための基礎・基本となる動きを繰り返し行うこと

で、合理的な走法を身につける活動です。 

９ ミニバスケット 
金曜日 

19:00～21:00 
戸奈良小学校 大川淳一 

ミニバスケットボールの基本的技能を身につけ、ルールを

覚え仲間とゲーム楽しみ、スポーツに親しみます。 

１０ ジュニアゴルフ 
第２・４火曜日 

19:00～20:10 

田沼ロイヤル 

ゴルフセンター 

センター 

桐林宏光 

ゴルフの基本技術を身につけ、ルールやマナーを理解し、

コースレッスンで確認します。定員６名で行います。 
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１１ バドミントン 
火曜日 

19:30～21:30 
アリーナたぬま 小堀正明 

親子や大人と子どもでバドミントンを楽しむ講座です。初

心者から元国体選手まで、レベルに応じて楽しめます。 

 
１２ ティーボール 

金曜日 

18:30～20:00 
グリーンスポーツ 金井田 貴 

幼児や低学年の児童の野球の導入となる種目です。野球の

ルールやマナーを学びつつ楽しくスポーツに親しみます。 
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１３ 
駅 伝 

(たぬま AC) 

水曜日 

18:30～20:00 
田沼西中学校 松本政和 

小学生とその保護者、地域の長距離ランナーが励まし合っ

て練習し、大会に参加するなどして競技の力を高めます。 

１４ 卓 球 
水・土曜日 

19:20～22:00 
アリーナたぬま 立川直樹 

学校の部活動で不足する練習時間を補えるよう練習に励み

ます。大人と練習することで多様な戦術を学びます。 

１５ 
バレーボール 

(たぬま AC) 

土・日曜日 

祝日 

8:30～17:00 

栃本小学校 

常盤小学校 
尾﨑美樹生 

男子と女子のチームが組織され、県内外の各種大会に参加

し、好成績が残せるようになりました。 

「いちご一会 栃木国体」で、佐野市はバレーボール競技

の会場です。選手・役員・ボランティアとして参加出来る

若者を育てています。 

１６ 

ベースボール Ⅰ 

 

(たぬまアスレチック BBC)  

(TAC Neo) 

水曜日 

18:00～21:00 

土・日曜 

9:00～12:00 

田沼総合運動場 金井田 貴 

選手と指導者（スタッフ）が目標を一つにして練習に励み、

各種の大会に積極的に参加しています。保護者の負担を少

なくするためにより多くのスタッフを募集し、子どもたち

を支援しています。今年は、３チーム編成します。 

１７ ベースボール Ⅱ 
金曜日 

19:00～21:00 
グリーンスポーツ 金井田 貴 

中学生を対象に、細やかな戦術を学び合う「野球塾」です。

塾生で、強力な若者の野球チームづくりを目指しています。 

１８ 
サッカー 

(AC たぬま PRIMO) 

月曜日 佐野西中学校 

坂原秀樹 

２チーム編成し、栃木県リーグと佐野市リーグに参戦して

います。県のトップリーグ、関東リーグ入りを目標に活動

しています。夢は「佐野からＪリーグ」（選手、審判、スタ

ッフとして）です。 

水曜日 田沼西中学校 

20:00～22:00  



１９ レスリング 

金曜日 

18:30～20:00 

土曜日 

15:00～17:00 

葛生武道館 八下田智明 

幼児から中学生まで、年齢別・体重別の大会に参加してい

ます。幼児や低学年児はマット遊びの要領で安全に身体を

動かしています。オリンピアンとの練習も楽しんでいます。 

練習場には安全な専用マットが敷かれています。 
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２０ インディアカ 
水曜日 

19:00～22:00 
アリーナたぬま 川田弘子 

バドミントンのシャトルを大きくした羽を打ち合うニュー

スポーツです。 

２１ リズム＆ステップ 
火曜日 

10:00～11:30 
アリーナたぬま 根岸とも子 

からだの柔軟性を高め、心地良いリズムでゆっくりとステ

ップし、軽く・楽しく心と体を「ハレ」にし合う活動です。 

２２ ソフトボール 
水曜日 

19:00～21:00 
田沼西中学校 茂呂剛士 

小学生の女子及び「いちご一会とちぎ国体」に高校男子の

部で出場をめざす中学１・２生男子を対象に、ソフトボー

ルの基礎的トレーニングを行います。 

２３ ジョギング 
金曜日 

18:00～19:30 
グリーンスポーツ 清水武治 

練習の基本は「ロングスローディスタンス」です。距離と

時間ゆっくりとジョギングし、「さのマラソン・フルの部完

走」を目指したトレーニングを行います。 

２４ ハイキング 
5.7.10.1.3 月 

原則第２土曜日 
関東地区内 川鍋日出子 

田沼駅出発で手軽にハイキングを楽しむ会員を対象にした

サークル活動です。 

文

化 ２５ 
和太鼓 

（ＴＡＣ和太鼓教室） 

木曜日 

19:00～20:30 
鞍掛神社社務所 瀧川佳宏 

文化庁「伝統文化親子教室」の助成を受けて活動します。

和太鼓の演奏を通し日本の文化を学び、子どもと大人のふ

れあいを深めます。 

交流活動 

（TAC ｽﾎﾟｰ

ﾂﾌｪｽﾀ 2019） 

ﾜﾝﾃﾝｽﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ「絆」

ﾘﾚｰ 2019 
６月３日（日） 

田沼グリーンスポ

ーツセンター周辺 

近隣のジョギング愛好者が一堂に会し、駅伝競走により親睦を深めるとと

もに、TAC の活動を啓発する機会とする。 

ニュースポーツ 

近代五種競技大会 

１０月８日（月） 

体育の日 
アリーナたぬま 

競技会を通し、市内の総合型クラブ間の連携を深め、佐野市のスポーツ振

興に寄与する。 

バスハイキング ９月３０日（日） 富士の古道を歩く 
富士スバルライン五合目から、神と人間の境・聖域となる「お中道」を２

時間程歩きます。良く整備され、眺望の良いハイキングコースです。 

研 修 指導者研修 
指導に伴う専門的知識を深め、指導の技術を高めて、指導者の指導力向上が図られるよう、各種研修会に積極的に

派遣する。 



・生涯スポーツ、体力つくり全国会議への役員派遣     ・関東クラブネットワークアクションへの役員派遣 

・栃木県クラブ連絡協議会への役員派遣          ・安足地区クラブ連絡協議会への役員派遣 

・佐野市クラブ連絡会への指導者・役員派遣 

委員会活動 委員会 
・ワンテンスハーフマラソン「絆」リレー実行委員会 

・ニュースポーツ近代五種競技大会実行委員会 

その他 「佐野市どまんなかフェスタ２０１９」への出展  （１１月４日・日曜日） 

 


