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特定非営利活動法人

令和4年度  年間プログラム

随時会員募集中!

●各教室・サークルへの受講・参加ができます。
●スキー教室やその他特別教室を会員割引　　　　

価格で受講できます。
●施設の個人利用が無料。
●下記のスポーツ店での買い物が割引に。　　　　　

スポーツキャプテン砺波店　10％ OFF　　　　　
太陽スポーツ砺波店　　　　５％ OFF　　　　　
イケダスポーツ　　10％ OFF（一部商品除く）

●桜ヶ池クアガーデン 温泉入浴料・プール利用料が割引に。
入浴料：大人630円→450円　小人320円→200円   　　
プール：大 人1,500円→1,200円　小 人1,000円→800円
　　　　幼児（4歳以上）550円→400円

年会費（2022年4月1日～2023年3月31日までの1年分）

3,000円

4,000円

2,000円

10,000円

18 歳未満の方

18 歳以上の方

障害者の方（手帳をお持ちの方）

ファミリー（１家族３名以上同時加入）

保険について

教室受講料

死 亡

後 遺 障 害

入 院

通 院

300万円

（最高）300万円

日額2,000 円

日額1,300 円

井波社会
体育館

井波八乙女
体育館

木彫りの里
テニスコート

東洋紡
屋外球技場

月      13:00 ～ 21:30
火～土 9:00 ～ 21:30
日・祝  9:00 ～ 17:00
休館    12/29 ～ 1/3

月～日 5:00 ～ 17:00
休業　12月〜3月

※テニスコートは
　12月〜3月 冬季休業

個人利用の場合
会員無料
小・中学生 100 円
高校生以上 210 円

※活動中のケガ及び自宅から教室までの往復も対象。
※年齢は2022年4月1日現在とする。

※専用利用料金に
　ついては事務局まで

当クラブでは、会員の方に下記の保険をかけています。

●ケガをされた場合はすみやかに事務局までご連絡
ください。

●当クラブの保険の適用は、年間プログラムに記載
した教室活動が対象となります。

●上記の補償で心配な方は、各自で各種保険にご加
入ください。

●教室を受講するには、年会費のほかに別途教室受
講料が必要です。

●教室・サークルによっては受講料のほかに、材料費
などを別途集金することがあります。

●受講人数によって教室を開講できない場合がありま
すので、教室を受講される方は、初回開催日の１週
間前までに申し込んでください。（開講できない場
合は受講料を返金します）

申込み方法
●アイウェーブ会員申込書と年会費または、預金口座振

替依頼書（口座振替ご希望の方のみ）に必要事項をご記入
の上、アイウェーブ事務局窓口へ提出してください。

●口座引き落としの手続きがお済みの方は、会員申込
書の記入のみで申込みできます。　　　　　　　
※会員カードのできあがりに約1週間かかります。窓口に取り
にお越しください。

●継続される方は、そのまま会員カードをお持ちくださ
い。紛失された場合は、カード再発行代100円をいた
だきます。

その他

施設利用案内

特別教室やイベント情報配信中！

●スポーツ少年団井波支部に入団すると同時に、ア
イウェーブ会員になります。

●高校生以下の夜間の教室参加については、保護者
の責任で送迎してください。

●夜間に小中学生が個人利用する場合は、必ず保護
者が同伴してください。

●下記の場合は、アイウェーブ事務局までご連絡いた
だくか、窓口にて変更届のご記入をお願いします。

会員特典

特 定 非 営 利 活 動 法 人

〠932-0211 富山県南砺市井波 700-110（南砺市井波社会体育館）

LINE をやっています。 左記QRコードより
お友達登録してくださいね！

facebookもヨロシク！ 左記QRコードより
お友達登録してくださいね！E-MAIL  i-wave@p2.tst.ne.jp

U R L  https://i-wave0.wixsite.com/inami
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登録情報に変更がある場合
◆住所変更　 ◆引き落とし口座の変更 　◆改姓

退会される場合
会員カードをご持参の上、アイウェーブ事務局まで
お越しください。

　（0763）82-5026  　（0763）82-5042

利 用 料 金開 館 時 間施 設 名

個人利用料金での
利用はできません。
専用利用のみとなり
ます。

下記の特典をご利用の際は、会員カードをご提示ください。

家族とは同一住所の家族とします。年度期間中のメン
バー追加はできません。申込みの際はご家族お1人ずつ
会員申込書をご記入の上、まとめてご提出ください。



　「私たちの」「私たちによる」「私たちのための」活動をモットーに、地域の
力を活かし、文化やスポーツ団体・学校・地域企業などと連携し、より多く
の方々が気軽に楽しく活動できるクラブです。
　このクラブは会員相互の交流と健全な心身の育成を図り、健康で活力あ
る地域づくりを目指しています。

クラブ理念

私たちが暮らすこの地域で

仲間と楽しく活動する

人が集う　人がつながる

人が人を想う

心地よい安心する居場所

元気なココロとカラダをつくろう

生きがいをつくろう

強くてあたたかい地域をつくろう

そして、

みんなと一緒に笑顔をつくろう
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運動遊びを交えながら、サッ
カーで楽しく体を動かそう。男
の子も女の子も大歓迎だよ！

年中・年長
2,100円/期
1～4期 全23回
金曜日 19：00～20：00
井波社会体育館
大体育室
瀧田豊史（JFA公認キッズリーダー）

対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

4/22 5/6無料体験 初回

キッズサッカー1

3

教室プログラムの見方

各期区分について

見学・体験について

1期

2期

3期

4期

前
期

後
期

4月～6月

7月～9月

10月～12月

1月～3月

掲載している日程で教室
の無料体験が可能です。
他の日程で見学・体験を
ご希望の場合、おひとり
につ き、1教 室1回ま で
500円をいただきます。
(一部不可)

受講料について

受講料は期ごとに必要と
なります。1 ～ 4期の教
室に通年で参加した場合
は4回、前・後期の教室に
通年で参加した場合は2
回受講料が発生します。

●マスクの着用
●手指の消毒
●検温
●確認票の記入 

その他、南砺市からの要請に
ともない、利用時間や施設に
制限が設けられる場合があり
ます。

●教室受講にはアイウェーブの会員登録が必要です。
●広報のために教室の活動の様子を写真撮影することがあります。
●健康に十分留意し、自己責任においてご参加ください。

申込み人数が
少ない場合は、

教室開催が中止になる
ことがあります。

お申込みはお早めに！

※一部異なる教室もあります。

あらかじめご了承ください

出前教室うけたまわります！

アイウェーブスタッフが指導や企画のお手伝いをします。職場、
地域づくり協議会、町内会、子ども会、サロン、仲良しグループ
などのお世話係の方、ぜひご活用ください。

講師派遣指導料　1時間　5,000円～
＊内容により異なります。お気軽にご相談ください。
   例/ストレッチ体操、子ども運動あそび、介護予防運動教室など

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、下記の対応に
ご協力をお願いします
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ポールを用いたストレッチで凝り固
まった筋肉を解放。ほぐした後の『地
球に沈む感覚』を全身で感じてみよう！
対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

大人の教室［日中］

大人の教室［文化］

予防医学を取り入れ、痛みを改
善に導きます。『今年はこれを
やりたい！』を叶えるカラダに！
対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

ゆったりとした動きの中で心と体
の調和をはかります。ストレス解
消、リラックス効果大です。

一般
4,000円/期
1～4期 全28回
木曜日 10：00～11：00
井波社会体育館
スポーツスタジオ
堀聡子（㈳日本ヨーガ療法学会
認定ヨーガ療法士）

対　象

場　所

開催期間
受講料

講　師

日　時

３B体操の手具を使って、のび
のび運動。やさしい体操で筋
力を維持し、衰えストップ♪
対　象

場　所

開催期間
受講料

講　師

日　時

一般
3,500円/期（手具代等別途）
1～4期 全32回
木曜日 13：30～15：00
井波社会体育館
スポーツスタジオ
松井志津
（日本３Ｂ体操協会公認指導者）

美しい文字の書き方を基礎か
ら指導します。手書きの良さ
を楽しみましょう。

一般
2,000円/期
1～4期 全21回
月曜日13：30～15：00
井波社会体育館
スポーツスタジオ
古石節子（玄土社同人師範）

対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

お腹から思いっきり声を出すの
で体幹が鍛えられ、爽快感も
いっぱい。初心者大歓迎です。
対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

小学生～一般
3,000円/期
1～4期 全22回
月曜日 19：30～21：00
井波社会体育館 研修室
光主恵美子
（日本詩吟学院岳風会正師範）

ゆったりとした動きの中で体幹
を鍛え、体のバランスを整えま
す。日常の動作がスムーズに。

一般
13,000円/前・後期
前期（4～  7月）13回
後期（8～11月）13回
水曜日 10：00～11：30
井波社会体育館
スポーツスタジオ
青山玲子（公認Ａ級指導員）

対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師
講　師

日　時

大自然の中で、登ったときの爽快
感、下りたときの充実感を思いっ
きり味わおう。初心者大歓迎！
対　象

日時・場所

受講料

一般
2,800円／1・3・4期
1,900円／2期
1～4期 全32回
火曜日 10：00～10：30
井波社会体育館
スポーツスタジオ
わだ綾（Gボール協会認定
マスタートレーナー、健康管理指導士）

一般
4,500円／1・3・4期
3,000円／2期
1～4期 全32回
火曜日 10：35～11：20
井波社会体育館
スポーツスタジオ
わだ綾（Gボール協会認定
マスタートレーナー、健康管理指導士）

一般
3,300円/年 全5回
（行先により別途実費）

 
野原孝一、野村啓市

ひざや腰の痛みの軽減・予防運
動。楽に動ける体がよみがえる。
定期的に体の状況を確認します。
対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

一般
4,200円／期
1～4期 全30回
金曜日 10：30～11：20
井波社会体育館
スポーツスタジオ
須田裕子（ホリスティックフィジカ
ルコンディショナー、シナプソロジーイ
ンストラクター、FTPピラティス）

瑞泉寺建立に縁のある木遣り踊り。
井波太子伝観光祭で踊ります。今年
は秋も練習するよ。初心者大歓迎！
対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

幼児～一般　　　　無料
（別途実費 大人1,000円 子ども500円）
夏（6～7月）13回
秋（11月）7回
[全20回（本番含む）]
19:30～20:30
井波八乙女体育館
大体育室、他
井波木遣りの会

地域支援事業 地域支援事業 地域支援事業

地域支援事業

4/19初回4/12無料体験

至福の
ストレッチタイム9

4/8 4/15無料体験 初回

体がよみがえる
楽楽運動13

4/6 4/13無料体験 初回

太極拳14 山の会15

4/4 4/18無料体験 初回

きれいに硬筆書写16
4/11 4/25無料体験 初回

詩吟に親しもう17
6/29初回

木遣り踊り
文化庁伝統文化親子教室事業18

4/19初回4/12無料体験

一生自分の脚で
歩けるカラダづくり10

4/7 4/14無料体験 初回

かんたんヨーガ11

4/14 4/21無料体験 初回

さわやか３B体操12

親子
でも

      4/24 光城山（長野県）
      5/29 朝倉遺跡（福井県 一乗谷山）
 7/30・31 五色ヶ原（富山県 一泊二日）
    10/16 三方岩岳（石川県、岐阜県）
     11/6 大辻山（富山県）

※一部子どもの参加も
　OKです

挑戦が楽しくなる！ 講師の魔
法のコトバで運動能力がどん
どん伸びる！！
対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

年中～小学2年生
8,100円/1期
12,150円/2・3・4期
1～4期 全33回
火曜日 18：00～18：50
井波社会体育館
スポーツスタジオ
松本彩乃（スポーツトレーナー）

4/26 5/10無料体験 初回

スーパーキッズ
トレーニング・バーズ5

スポ少
指導者
推奨

みんなと一緒に「軽く」「無理なく」カラダを動かすって、とっても気持ちいい！

リニューアル リニューアル リニューアル

運動遊びを交えながら、サッ
カーで楽しく体を動かそう。男
の子も女の子も大歓迎だよ！

年中・年長
2,100円/期
1～4期 全23回
金曜日 19：00～20：00
井波社会体育館
大体育室
瀧田豊史（JFA公認キッズリーダー）

対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

基礎体力や基礎技術の向上
を目指して楽しく野球を学
ぼう。

スピード感あるプレーで身体
能力を培い、チームプレーで
協調性を伸ばそう。いい汗か
こうぜ！

日　時

4

子どもの教室［幼児・小学生］

子どもの教室［中学生］

ボールやチャンバラなどを取り
入れてやるから楽しい！良い姿
勢や礼儀も身につくよ。

３歳～年長
2,100円/期
1～4期 全24回
土曜日 9：30～10：30
井波社会体育館
格技室
井波剣友会

対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

「投げる・捕る・打つ」楽しいボー
ル遊びが子どもの秘めた力を引
き出すよ。みんな集まれ～ !

年長～小学2年生
2,100円/期
1～4期 全23回
火曜日19：00～20：00
井波社会体育館 大体育室
山﨑光晋
（日本スポーツ協会公認スポーツリーダー）

対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

中学生
5,500円／前・後期
水曜日 18：00～20：00
日曜日9：00～12：00
井波中学校グラウンド
井波八乙女体育館
ピロティ 
畠山靖

対　象

場　所

受講料

講　師

日　時

中学生男子　
4,500円／前・後期
水曜日
19：00～20：30 
井波社会体育館
大体育室 
田村大輔、小林峻

対　象

場　所

受講料

講　師

日　時

バスケの基本的な動きやルー
ルを仲間と学ぼう。ゲームで
活用できる技術の向上も目指
すよ。

中学生女子
4,500円／前・後期
隔週火・金曜日
18：00～19：00 
井波社会体育館
大体育室 
斉藤一雄

対　象

場　所

受講料

講　師

日　時

放課後の時間を活用し、かけっこやボール
遊びを中心に楽しく運動あそびを行います。
しぜんと体を動かすことが得意な子に◎
対　象

場　所

開催期間
受講料

講　師

日　時

小学2・3年生（定員20名）
4,500円／前・後期
前・後期 月2回程度
金曜日 5限目終了後
14：40～15：30
井波小学校グラウンド
井波小学校体育館（雨天時・冬期）
りっきー・そうちゃん（アイウェーブスタッフ）

4/22 5/6無料体験 初回

キッズサッカー1

4/6初回

ベースボール
スクール6

4/6初回

バスケットボール
スクール（男子）7

4/12初回

バスケットボール
スクール（女子）8

5/21 5/28無料体験 初回

キッズ剣道2
4/19 4/26無料体験 初回

野球教室
ウェーブズ3

4/15初回

放課後！
げん☆キッズ4

幼児期運動　3つのポイント

① 多様な動きが経験できるように、様々な動きを取り入れる
② 子ども自らが運動意欲を持てるように配慮する
③ 無理な課題は与えず、スモールステップで徐々にレベルアップ

　全国的な調査により、外遊びをする時間が1日に60分
未満の幼児は運動能力が低く、発育発達に問題を抱えや
すい傾向が明らかになっています。

南砺市スポーツ少年団
井波支部

スポーツ少年団員になると
アイウェーブ会員になるよ

団員募集中！
団費：年額5,500円

館内設置の
「スポーツ少年団員申込書」

をご記入のうえ、
アイウェーブ事務局まで
お申し込みください

幼児期の運動ってなんで大切なの？
神経機能は5歳までに

大人の8割程度まで発達します

　幼児期は、神経機能（タイミングよく動
く、力の加減をする等）が最も発達する時
期です。運動を調整する能力は、新しい動
きを身に着ける際に重要な働きをするた
め、児童期以降の運動発達の基盤を形成す
るうえで確実に伸ばしておきたい能力です。

毎日60分以上体を動かしましょう
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カラダを動かしココロに働きか
けるヨーガ。目を閉じて自分を
感じながら無理なく行います。
対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

大人の教室［夜］　※一部子どもの参加もOKです

はじめての方でもワルツ・ルンバが
踊れるように、経験のある方はより
きれいに踊れるように指導します。

一般　　　  5,800円/期
1～4期 全32回　
月曜日 19：15～20：30
井波社会体育館
スポーツスタジオ
岩見栄輝・岩見悦子
（日本スポーツ協会公認ダンススポーツ
コーチ1、JBDF公認アマチュア指導員）

対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

ちょっときつめのヨガ。体幹を
鍛え、身体の奥から熱を生み
出し、心と体を整えます。

一般
4,500円/期
1～4期 全34回
火曜日 19：20～20：20
井波社会体育館
スポーツスタジオ
今井貴子（JAFA ADI）

対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

有酸素運動で脂肪燃焼。簡単な動
きからはじめられる初級コースです。
みんなで楽しくシェイプアップ！

一般
4,500円/期
1～4期 全34回
火曜日 20：30～21：15
井波社会体育館
スポーツスタジオ
今井貴子（JAFA ADI）

対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

基礎打ちからゲームまで丁寧
に指導します。初心者＆ファミ
リー大歓迎です。

小学生～一般（ラケット持参）
2,100円/期　
1～4期 全25回
木曜日 19：30～21：00
井波社会体育館
大体育室
寺井正次

対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

45分間のシンデレラトレーニン
グ。みんなでやるから続けられ
る！良いレッスンは、良い習慣に◎
対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

一般（定員20名）
5,800円/1・3・4期
3,900円/2期
1～4期 全31回
木曜日 19：30～20：15
井波社会体育館
スポーツスタジオ
わだ綾（Ｇボール協会認定
マスタートレーナー・健康管理指導士）

一般           5,500円/期
1～3期 全26回　
木曜日 19：30～20：30
井波社会福祉センター
1階娯楽室
筏井千都世（（社）日本ヨーガ
療法学会認定ヨーガ療法士）

城端ならではの伝統芸能を体
験して、素敵な音色を奏でま
しょう。
対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

クラブJoyとの合同教室

裸足で行うエクササイズ。心肺機能
を高めて、筋力、筋持久力をＵＰ！バ
ランス力、柔軟性も向上させます。
対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

小学生～高齢者（定員15名）
13,000円/年　
年間 全25回
月曜日 18：30～20：00
じょうはな座
髙沢昇、松長秀治
（越中城端麦屋節保存会）

毛筆は１回１０枚の練習で集中力を養い、月１回
は硬筆も練習して普段の文字もきれいになるよ
うにしています。年１回北日本書道展に応募して
日頃の成果を見たり、書初めの発表もあります。
対　象

場　所

開催期間
受講料

講　師

日　時

年長～中学生（定員20名）
書道・硬筆用具一式、古新聞、
ウエットティッシュ持参
4,000円/前・後期 紙代、COSMOS誌代別途
前・後期　各15回
土曜日 16:00～18:00の間の1時間
城南屋内グラウンド会議室
上田 北山（日本書芸院展２科審査員）

一般～高齢者（定員15名）
あればヨガマット持参
4,500円/期
1～3期 各13回　
土曜日 15：45～16：45
城南屋内グラウンドフィットネスルーム
坂下朋子（FTP認定バーワークスインストラクター）

ワイヤーバスケット、ハンギングバスケット、
こけ玉、リース、流木やペットボトルを利用
した色とりどりの寄せ植えを楽しみます。
対　象

場　所

開催期間

受講料

講　師

日　時

幼児～高齢者（定員20名）
手袋・エプロン持参汚れても良い服装で
2,500円/年（花代別途）
年間 全10回　
土曜日 10：30～12：00
千華園ハウス
石村修子（グリーンアドバイザー）

クラブJoy（城端地域スポーツクラブ）との合同教室です。
どちらかのクラブ会員であれば受講できます。

★クラブJoyとの合同教室の開催期間は、1期（4～7月）、2期（8～11月）、3期（12～3月）、前期（4～9月）、後期（10～翌年3月）です。

4/7 4/14無料体験 初回

リラックスヨーガ19
4/4 4/11無料体験 初回

ダンススポーツ
（社交ダンス）20

4/5 4/12無料体験 初回

パワーヨガ21
4/5 4/12無料体験 初回

爽快エアロ22

4/9初回3/26無料体験

バーワークス27
6/6初回

三味線教室25
4/30初回

Joy☆
ガーデニング隊26

4/9初回

基本書道28

4/7 4/14無料体験 初回

23
4/14無料体験 4/21初回

美活
一生モノのボディメイク24 会員サークル

対　象 一般
2～3回／月
ボール代集金あり
水曜日 19：30～21：00
井波社会体育館 卓球室場　所

日　時

回　数
料　金

対　象 一般（ラケット持参）
2～3回／月
シャトル代集金あり
木曜日 19：30～21：00
井波社会体育館 大体育館場　所

日　時

回　数
料　金

対　象 一般
2～3回／月
なし
金曜日 9：30～11：00
井波社会体育館 大体育館場　所

日　時

回　数
料　金

4/8初 回

4/7初 回

4/13初 回

◆サークル活動参加には会員登録が必要です。
◆サークルによっては材料費や消耗品代を集金する場合があります。

◯ウォーキングA

◯卓球C

◯バドミントンB

バドミントン

親子
でも

1回～数回の開催で、参加しやすい教室です

7

● アイウェーブまつり　●職場対抗 スポーツ大会　など

「おもしろそう」　「やってみたい」
心がときめく素敵なこと　いっぱいみつけよう

● あたたかくて強い井波地域にしていきたい方
●こんなことをしたい！やりたい！ というアイディアをお持ちの方

●イベント等のお手伝いをしてくださる方　など

● エンジョイスポーツシリーズ　●スキー教室
● NANTOまち歩き　●八乙女山トレッキング　など

ちょっとやってみようかな。 ちょっと行ってみようかな。
「ねえ、一緒にやってみない？」

会員登録がまだの方も参加できる企画が多数あります。
ぜひお友達を誘って気軽にご参加ください。

クラブイベント★ ★

特別教室★ ★

詳細はチラシやSNSでお知らせします。ぜひチェックしてください！

地域を盛り上げてくれる仲間を大募集中‼

ぜひ、お気軽にアイウェーブ事務局まで
お声かけください☆

人とひと、人と地域を結ぶ楽しいイベントを開催します

💖 ☀
✨

� ⛷
🎶

🎵

🌈
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施 設 紹 介

テニスの練習
や試合等にご
利用いただけ
ます。
●6面

野球の練習や
試合の他、多
目的にご利用
いただけます。
（軟式のみ）　各種スポーツの練習や

競技大会開催にもご利
用いただけます。

※団 体 利 用のみ。 使 用の 際
は、アイウェーブ事務局（井
波社会体育館内）まで申込
書を提出してください。

　（次ページ参照）

●バスケットボール 2面
●バレーボール 2面
●バドミントン 6面
※フットサルゴールあり

野球やソフトボールの練習に
ご利用いただけます。

ヨガやストレッチ、エア
ロビクス、ダンス等にご
利用いただけます。
●大鏡面2台　●音響設備

ご家族やお友達同士でご
利用いただけます。
●卓球台3台
※ラケットとボールの貸し出し
　もしています。

会議や打ち合わせ、研修、
文化講座等でご利用いた
だけます。
●長机12台　●椅子26脚
●ホワイトボード1台　

会議や打ち合わせ、文化
サークル活動などでご利
用いただけます。
●長机4台　●椅子12脚

ご家族やお友達同士でス
ポーツを楽しんでいただけ
るほか、競技大会開催にも
ご利用いただけます。　

●バスケットボール 2面
●バレーボール 3面
●バドミントン 6面
※フットサルゴールあり
※個人利用の方にボールやラケット

の貸し出しを行っています。　　
大会の際は各自でご用意ください。

筋力、健康づくりにご利用いただけます。
●トレッドミル3台　●アップベンチ（腹筋台）
●エアロバイク2台　●チェストプレス　●レッグ
エクステンション・カール　●ラットプルダウン
●ミッドロウ　●バックエクステンションベンチ

（背筋台）　●フリーウエイト　など

※個人・団体利用が可能です。下記の施設のほか、
ロビーの休憩スペースや男女更衣室のシャワーも
ご利用可能です

ウォーキングやノルディックウォーク、
ランニングにご利用ください。 
● 1周 約150ｍ※ランニング走路を活用した　
　「にこにこウォーキング」も行っています。

エアロビクスやダンス等の
練習にご利用いただけます。

●硬式、準硬式の野球は利用不可。
●使用の際は、アイウェーブ事務局（井波社会体育館

内）まで申込書を提出してください（次ページ参照）。
●ナイター設備なし　●12月〜3月 冬季休業

●使用の際は、アイウェーブ事務局（井波社会体育館
内）まで申込書を提出してください（次ページ参照）。

●ナイター設備あり　●12月〜3月 冬季休業

ランニング走路

井波社会体育館

井波八乙女体育館 東洋紡屋外球技場（野球の場合は軟式のみ）

木彫りの里 テニスコート
ピロティ スポーツスタジオ

大体育室

スポーツスタジオ 卓球室 研修室 会議室

トレーニング室

大体育室

南砺市山見1596  ☎82-3847
〈砺波営業所〉砺波市庄川町金屋

南砺市岩屋494-1  ☎82-1617

昭和シェル石油㈱特約店／販売店

井波S .S .
㈱

南砺市北川730  ☎82-5757

南砺市高瀬433  ☎82-2381

岩倉農産

南砺市井波962-6  ☎82-1431

㈱井波運送
一般区域貨物運送事業

南砺市福光820  ☎52-2748

㈲上坂運動具製作所
体育器具・遊具・プール設備

南砺市北川
☎82-0472  　82-1134
リビングあさだ ☎82-5089

●住宅設備・上下水道工事一式
●燃料一式・リビング用品  ●技術・サービスの店

南砺市山見京願1739-2  ☎（0763）82-5077

南砺市北川733  ☎82-5158
https://inamichoukoku.jp

井波彫刻総合会館
井波彫刻協同組合

南砺市井波2135  ☎82-0451
伊東商店

●窓、玄関リフォーム ●ガラス修繕・網戸修繕
●その他アルミ工事 ★木製建具・仏具も扱っています

南砺市山見1481-1  ☎82-4789
〒939-1327 砺波市五郎丸1116-1

☎32-8630

民間車検工場・各種自動車整備

株式会社 オートパルとなみ野

南砺市才川七アローザ村
☎55-1326

荒井  祐介
南砺市戸板306  ☎82-3007

新築　リフォーム　リノベーション

9

施設利用上の注意

●個人利用の方でクラブ会員の方は必ず会員
カードで入館手続きを行ってください。非会
員の方は受付へ必ずお申し出ください。

●団体利用の場合は、代表者の方が受付にお越
しください。

●施設内は内履きに履き替えてください。内履
きをお持ちでない方は、施設内スリッパをご
利用ください。

●施設利用後は必ず利用場所の掃除をしてくだ
さい。また、設備や器具を使用された場合、
必ず後片付けもしてください。

●決められた場所以外での飲食はご遠慮くだ
さい。

●施設内及び、施設周辺は禁煙です。
●貴重品の管理は各自で行ってください。
●その他、職員の指示に従ってください。

施設利用方法

①まずは電話で空き状況を
確認してください。

②施設利用申込書に必要事項
をご記入の上、アイウェーブ
事務局に提出してください。

毎週水曜日の20 時から井波社会体育館大体育室の
一部が、個人利用専用（大会がある日は除く）となり
ます。ご家族やお友達と運動を楽しみましょう。

井波社会体育館のみ個人利用が可能です。

トレーニング室以外は、団体
による専用利用がある場合、
個人利用はできません。あら
かじめご確認ください。

スポーツデー

個人利用について

井波社会体育館の3階走路（１周150ｍ）を、１日に10
周以上した方に、スタンプ１個を差し上げます。スタン
プを10 個集めると、粗品をプレゼント！走っても歩い
てもＯＫです。スタンプの台紙はアイウェーブ事務局に
て。健康づくりをしながらプレゼントをゲットしよう。

にこにこウォーキング

見

本

個人利用が可能な場所
●大体育室　　●3階ランニング走路
●卓球室　　　●トレーニング室

下記の用具の無料貸し出しも行っています。
●ドッジボール ●バレーボール ●バドミントン
●卓球 ●バスケットボール
●ノルディックウォークのポール など

私たちはクラブサポーターとして、アイウェーブの活動を応援します（50音順）

＊申込書はＨＰからダウンロード
もできます。　　　　　   　　
https://i-wave0.wixsite.com/
inami

＊井波社会体育館は、前日まで
にご予約ください。他施設は
当日利用も受付けています。
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クラブサポーター
随時募集中！

アイウェーブの活動を応援します（50音順）

南砺市松島567番地  ☎82-2061

トシオ建築
お気軽に相談してください！

井波瑞泉寺前  ☎82-1013㈹

味覚と彫刻の宿

南砺市北川1852  ☎82-0423

みたに美容室
ヘア＆ウェディング

アスモ教室  ☎82-5128
南砺市山見1719  ☎82-5888
http://www.geocities.jp/cutinami/

南砺市本町1-38  ☎82-0418

電気工事設計施工
“安全と快適なくらしを守るデンキのマツダ”

南砺市山下50-5  ☎82-3161

カラオケ＆スナック

南砺市高瀬573  ☎82-0691

電気設備設計施工
有限
会社

南砺市下新町2区  ☎82-0131㈹

　印　鎌・総合金物

㈱苗加製作所

南砺市井波3098  ☎82-0061

プロパンガス・灯油・各種ガス灯油器具
配管工事一式

山田燃料店

南砺市山見1134-1  ☎82-5323
山 本 武 夫

Health for all/Fluoride for Everyone

南砺市北川128-6  ☎82-6672

ゆっくり ゆったり 遊び心のお手伝い

南砺市井波3110-1 ☎82-5666

特産品・記念品・贈答品を各種販売
■和風レストラン
■手作り工芸品
■特産品販売
■池波正太郎ふれあい館

㈱まちづくり井波
南砺市山見1260-1 ☎82-1639㈹

住宅の新築、増築、リフォームまで
快適な住まいづくりをお手伝いします。

株式会社

事　務　所☎82-0010㈹
利賀営業所☎68-2255
夜　　　間☎82-0053

代表取締役　野 原 英 嗣

総合建設業

野原工業㈱

楽しいスポーツ応援します
津田 壽美子リリーフ（生損保代理店）

南砺市高堀91
☎22-8550  　22-8555

南砺市本町
☎82-1170  　82-6199

南砺市井口字小山13-1
☎62-3955　 62-3957

南砺市山見766-5  ☎82-2877

自家用電気設備の保安管理

寺井電気管理事務所

南砺市井波3222
☎82-0870  　82-7014

野村木材株式会社

南砺市山見1529☎82-4227　82-4297

土木工事・上下水道工事・消雪工事・給排水設備工事

竹田　衛
山 宗 工 業

院長　山 本 　 茂

南砺市井波2077-1  ☎82-5000

南砺市井波（今町3区）
☎82-0530  　82-3909

各種燃料販売・上下水道工事・住宅設備

SOUND PRODUCTION&TECHNICAL ASSISTANCE

　株式会社 MIXBOXMIX
BOX

南砺市坪野1732-1  ☎82-3546

各種自動車販売、民間車検
自動車・バイク整備、鈑金、塗装

南砺市北川43 ☎82-0034 　82-6530
HP http//www.fujii-net.jp/

エリカ リモデル
豊富な企画力＆確かな技術力

㈱

「人間力」で応えるソリューションパートナー

本社  〒939-1504 南砺市川除新888番地2（JR高儀駅前） 
TEL（0763）22-1775　FAX（0763）22-1776
URL  http://www.nsft.co.jp

日本ソフテック㈱

食品容器・包装資材・PR用品

　南砺市井波1631
TEL.82-0221㈹  FAX.82-3792

株式会社 やまだ包装

南砺市坪野193-1 ☎82-0818

㍿ 藤井組

南砺市福光6765番地
☎52-0106  FAX52-1102

快適なオフィス環境のパートナー

南砺市本町4-14  ☎82-1191　82-5554
南砺市利賀村大勘場595-1

総合建設業

南砺市山見2000  ☎82-1908
東洋紡㈱富山事業所井波工場

東レ・テキスタイル株式会社
井波工場

南砺市井波700番地  ☎82-1562㈹

南砺市井波　☎　82-0047

南砺市井波3122番地
☎82-1138㈹

南砺市山見1672  ☎82-0808

樽制作
メンテナンス

南砺市井波3411番地8  ☎82-4798
〈定休日〉毎週月曜日

美容一般

山見バイパス通り　☎82-5088
　　0120-895088

1口3,000円で、何口でも可能です。
サポーター特典として、貴社・貴店名情報を
①当プログラムやHPに掲載
②井波社会体育館のロビーに掲示します。

南砺市北川1791
☎82-4341  　82-4336

居 酒 屋

いつも応援

ありがとうござい
ます

南砺市山斐163-1
☎82-5577

タクシー・貸切バスのご用命は

南砺市山見310 ☎77-3970
パティスリー まちなみラパン

10

南砺市山下  ☎82-6847

11：30～
日替わりランチ
しています
テイクアウトOK!

南砺市井波2139  ☎82-5508

私たちはクラブサポーターとして、

☎82-5467

ー 会計・経営・監査・税務 ー

公認会計士・税理士  菊野一裕
菊野会計事務所

南砺市山下（井波行政センター前）
☎82-0217

あなたの街のでんきやさん

南砺市山見765-3 ☎82-6636 南砺市山見1661-1 ☎82-7333

南砺市井波3845  ☎82-0465
一般区域貨物自動車運送業

呉西第一運送㈱
井波西別院通  ☎82-0030

崎田酒店
Liquor Forum

南砺市山見1766
☎82-0276  ☎82-3735（別館）

仕出し・料理

砺波店 砺波市千代137-1 ☎0763-34-5151
富山店 富山市黒瀬北町1-7-7 ☎076-425-1030
魚津店 魚津市上村木2-3-30 ☎0765-24-2411

がんばる人、応援します。

本社工場 南砺市坪野364  ☎82-0226
長岡営業所 長岡市喜多町486番地8 ☎0258-27-0147

ゆとり・創造未来を目ざし
「あたたかな“住まいと木”の文化を育てます」

タカハタ工業一級建築士事務所

南砺市谷129  ☎82-2292

石工事一式・墓石・灯籠・石碑・石塀

南砺市井波2068  ☎82-0812

各種建築板金工事施行

代表　武 田 勇人
武田鈑金

南砺市山見1739-2 アスモ内
☎82-0235

みなさまの健康を願う

南砺市北川
☎82-0717㈹     0120-080717

活　魚

南砺市井波1584
☎82-1210　　0120-0763-82

南砺市沖125（☎　82-1760）

造園土木工事・設計・施工・管理

㈲才川造園土木

南砺市山見1755
☎82-0124  　82-0927

素材生産・森林管理
株式
会社

南砺市高堀8番地
☎22-7321  　22-6226

砺波市平成町4-29
☎33-5607  　33-6621

南砺市北川53-2
☎82-1205㈹  　82-6535

総合建設業・設計施工

砺波市庄川町示野85-1
☎    82-4754

土木型枠・設計施工 富山県知事許可 第13840号

高 桑 工 業

南砺市井波2038 ☎090-9440-2173

コットン布・キッド・手芸・パッチワーク教室

キルト工房

たんぽぽ

南砺市山見765-1
☎82-5325㈹  夜間 ☎82-1647

一 般 建 築 業

㈲ 久恵建設
南砺市井波3601
TEL・FAX 82-7373

清都酒店北 村石材
南砺市高瀬作業所 ☎82-3628
南砺市井波（今町） ☎82-0379

墓碑・灯籠・記念碑・各種石材工事・設計施工

南砺市井波3105  ☎82-6060

南砺市井波2012  ☎82-0416

南砺市本町4-151 ☎82-5502
営業時間／ 17：30～22：00（水曜定休）

イタリア料理

トラットリア  ダ  タケシ

南砺市山見979番1  ☎82-0527

南砺市二日町1556  ☎77-1134（カウベルテナント内）
営業時間／10：00～20：00　定休日／日曜日（不定休）

［予約制］時間外もご相談ください

カイロプラティック=手技療法
手を使ってカラダの歪みを整えていきます

株式会社 キタダ
南砺市北川1643

☎82-0825 　　82-6569

注文家具・内装工事

南砺市本町4-6  ☎82-0592

たなか酒店

南砺市井波栄町  ☎82-5878

南砺市山見1713  ☎23-4748
一級建築士事務所

南砺市本町3丁目41番地  ☎77-4544

株式会社コラレアルチザンジャパン
（Bed and Craft・燻製料理nomi）

南砺市井波597-1 ☎82-6658

軽食・ソフトドリンク・アルコール

成和学舎

六角堂

井波小学校前

至 砺波

至 

庄
川

至 

五
箇
山

井波小学校
文◯

●

●木彫りの里
　テニスコート

●東洋紡
　屋外球技場

井波総合
文化センター
　　　　　●

南砺市民病院

井波中学校文◯

156

471

中新町

井波八乙女体育館

井波社会体育館

井波社会体育館・八乙女体育館 MAP 東洋紡屋外球技場・木彫りの里テニスコートMAP

六角堂

井波（栄町）

●瑞泉寺

南砺市民病院●

交通広場●

今町

北川

471

木彫りの里
テニスコート

井波中学校文◯●
井波社会体育館

●木彫りの里
　創遊館

井波小学校
文◯

井波総合
文化センター
　　　　　●

井波八乙女体育館●

中新町
井波小学校前

東洋紡屋外球技場


