
OVENCEOVENCE
SPORTS and CULTURE

オヴェンセＳＣＣ（オヴェンセスポーツカルチャークラブ）

この他の活動もあります。詳細は、オヴェンセ事務局までお問い合わせください。
　　　　　　　電話 (090-7338-6468) あるいはメール (info@ovence.org) でお願いします。

毎週金曜日　１８:００～１９:００
遠野小学校体育館　小中学生対象

リズム感が良くなり、きれいな姿勢を保つ新体操。身体の柔軟

　性や左右のバランスが良くなると、ケガもしにくくなります。

    もちろん！ボールや輪、ロープ・ リボンを使った

　　　　　　　新体操の演技も練習もします！！

毎週水曜日　１８:３０～２０:００
遠野小学校体育館　小学生対象

野球、サッカーに負けない人気のミニバスケット。

遠野市バスケットボール協会の協力のもと、今年度も

活動します。他の習い事とのかけもち歓迎します！

　　　　　

    毎週火曜日 19:00 ～ 21:00 中学生 定員 10 名
毎週金曜日 18:30 ～ 19：30 小学生 定員 10 名
　　上郷生涯学習スポーツ施設（旧上中）

サッカー教室
in 宮守・上郷

ポルトガル語教室

　　サッカーボールを蹴って

みたい、サッカーを始めた

い、という人大歓迎 !

サッカーの楽しさを

感じよう！

 　　　　　　　　　遊びながら学び､国際的な

　　　　社会性､豊かな感性を育みませんか？まずは

　サッカーワールドカップ、2016 オリンピックで注目度が

高まっているブラジルの言葉 , ポルトガル語！選手のコメント

が分かるかも？

　

い
ろんな体験してみよう

毎週月曜日 18:00 ～ 19:00 親子での受講も可 
( 予定定員に達しないときは行いません。)

詳細は近日中にホーム

　　ページに掲載！

このほかにも
いろんな活動を
予定しています

ミニバスケットボールクラブチャレンジスイミング教室 柔道教室

和太鼓教室 リクブ遠野 新体操教室

サッカー教室

ものづくり教室

宮守校・上郷校・稲荷下校

場所：遠野市民プール

日時：毎週月曜日

　　　19:00 ～ 20:00

対象：小学生・中学生

参加費：５００円 / 回

担当：馬場明子

連絡先：080-1676-6543

場所：旧上郷中学校･遠野警察署

日時：毎週火曜日

　　　18:30 ～ 20:30

対象：小学生・中学生

参加費：無料

担当：横澤 康治

連絡先：090-8784-4364

場所：遠野小学校体育館

日時：毎週水曜日

　　　18:30 ～ 20:00

対象：小学生

参加費：無料

担当：中村夕子

連絡先：090-4637-3673

場所 : 宮守校 ( 宮守体育館 )
日時 : 毎週水曜日 18:30 ～ 20:00
担当 : 菊池陽一朗 090-2605-0617

場所 : 上郷校 ( 旧上郷中学校 )
日時 : 毎週木曜日 18:00 ～ 19:00
担当 : 遠山浩司 080-1827-5051

場所 : 稲荷下校 ( 稲荷下屋内運動場 )
日時 : お問い合わせください
担当 : 朝倉健 090-3366-2469

場所：上郷地区センター

日時：毎週木曜日

　　　19:00 ～ 21:00

対象：小学生・中学生

参加費：無料

担当：山﨑博幸

連絡先：090-3362-0598

場所：遠野小学校校庭ナイター

日時：リクブ遠野と合同

　　　毎週月曜日･隔週木曜日

　　　19:00 ～ 20:00

対象：小中学・中学生

参加費：1000 円 / 月 (1 世帯 )

担当：加藤勝弘

連絡先：090-4310-7255

場所：遠野市民体育館

日時：毎週金曜日

　　　18:00 ～ 19:00

対象：小学生

参加費：３０００円 / 月

担当：遠山明美

連絡先：080-1809-6866

場所：遠野市民会館

日時：不定期のため個別に

　問合せ下さい

対象：小中学・中学生

参加費：無料（別途教材費負担）

担当：佐々木栄洋

連絡先：090-7338-6468

長距離走選手育成クラブ レゴロボット･ドローン･工夫工作

NPO 法人準会員会費 500 円＋保険料 1480 円（オヴェンセ SCC 各教室に適用）が必要となります

OVENCEOVENCESPORTS and CULTURE

OVENCEOVENCESPORTS and CULTURE 会員募集中 !会員募集中 !

ちょっとしたことで、嫌いになり

がちな数学や算数を楽しみません

か。少人数制でわからないところ

をピンポイントで指導します。　

数学塾・算数塾
対象 : 小学４年～中学生 ( 会員制 )

頻度：週１回・1 時間程度

会員料金：500 円 /1 回、個別

指導のため定員 10 名程度。

ブラジル開催のサッカーワールド

カップやオリンピックで注目され

るブラジルの言葉、ポルトガル語

に触れてみませんか！　　　　　

ポルトガル教室
対象 : 制限なし

頻度：週１回・1 時間程度

会員料金：500 円 /1 回

( 非会員は 800 円 /1 回）

芸術体操がルーツの新体操。県内

でも数少ない新体操競技のクラブ

チームが遠野にもできます。無料

体験は 2 回まで OK です！　　　

対象 : 小中学生

頻度：毎週金曜日 18 時～ 19 時 

料金： 3,000 円 / 月、ただし

スポーツ保険は個々で加入願います

ミニバスケットボールクラブ
対象 : 小学生

頻度：週 1 ～ 2 回

料金：本年度は無料、ただしスポ

ーツ保険は個々で加入願います

平成 26 年度から公式戦に参戦す

る予定です。遠野市内のバスケッ

ト指導者、遠野クラブの選手によ

る親切丁寧な指導が受けられます。

こどもの｢調べる力｣｢まとめる力｣

｢伝える力｣をパソコンを活用して

向上させます。こどもの創造力､表

現力 UP の機会にいかがですか？

こども実践力UP教室
対象 : 小学高学年～中学生 ( 会員制 )

頻度：全６回・1 時間程度

会員料金：500 円 /1 回

パソコンを持参していただきます

団員になると
すべての活動に
参加できます

平成 29 年度団員募集中 !平成 29 年度団員募集中 !

法人年会費 500 円
スポーツ保険料 800 円

（オヴェンセ SCC 各教室に適用）

ミニバスケットボールクラブ（対象 : 小学生）平成 25 年 10 月始動予定、来年度から公式戦に参戦。無料体験できます！

新体操クラブ（対象 : 小中学生）県内でも数少ない新体操のクラブで、大会入賞を目指します。無料体験できます！

蹴球塾（対象 : 小中学生）個人のサッカー技術向上のための塾です。お望みの技術に特化した個別指導です。

ポルトガル教室（対象 : 制限なし）ブラジルで開催されるサッカーワールドカップやオリンピックに向けポルトガル語に触れてみませんか！

健康つくり教室（対象 : 中高齢者）貯筋通帳を活用したメタボリックシンドローム対策の健康教室。「はり」の施術も行います。昼夜開講します！

ランニング教室（対象 : 小中学生）個々の潜在能力を引き出すためのランニング教室。走ることが楽しくなります。

親子コオーディネーショントレーニング教室（対象 : 制限なし）自分の体を巧みに動かす能力が総合的に身に付きます。

剣道による体幹つくり教室（対象 : 制限なし）木刀による剣道基本技練習法で基本動作を学び、素振りで体幹を鍛えます。

数学塾・算数塾（対象 : 小学４年～中学生）ちょっとしたことで嫌いになりがちな数学や算数をピンポイントで個別指導します。

ちょこっとエクササイズ（対象 : 制限なし）音楽に合わせて体を動かしましょう。ストレス解消、リフレッシュできます。

パソコン家庭教師（対象 : 制限なし）自分のパソコンを使いこなそう。パソコン持参の方に個別指導します。

　最新情報はホームページでご確認ください。

「これがやりたい。 あれをしたかった。」 という声が集まれば、 活動をはじめるための準備を

オヴェンセが行います。 みなさまのご要望をオヴェンセにお聞かせください。

今年度のオヴェンセの主な活動予定
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SOCCERRhy. Gym.BASKETBALL TAIKO SWIMMINGKENDORUNNING NEW SPORTS FOREIGN LANGUAGELEARNINGKARATE DANCE
MUSIC CULTURE TRADITIONAL ARTS

OVENCE（オヴェンセ）は、南部藩の方言「おでんせ（おいでください）」とポルトガル語・スペイン語の「vencer；ヴェンセール（勝つ・乗り越える･克

服する）」をかけ合せた造語です。個々が有する無限の可能性を引き出して高めたいという思いをシンボライズしたデザインがこの法人のマークです。

遠野市・遠野市体育協会・（財）遠野市教育文化振興財団・（公社）青年海外協力協会・剣道スポーツ少年団・サッカースポーツ少年団・

空手少年団・太鼓少年団・ランニングクラブ・一輪車クラブ・スキー少年団など

オヴェンセは多くの組織・団体と連携していますので、さまざまな活動にとりくむことができます。
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SOCCERRhy. Gym.BASKETBALL TAIKO SWIMMINGKENDORUNNING NEW SPORTS FOREIGN LANGUAGELEARNINGKARATE DANCE
MUSIC CULTURE TRADITIONAL ARTS

オヴェンセは多くの組織・団体と連携しています。

http://ovence.orghttp://ovence.orgホームページ

　最新情報はホームページでご確認ください。

スポーツとカルチャーの総合型クラブスポーツとカルチャーの総合型クラブ

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人

入会申込は裏面にあります

こんなにみつけた。

やりたいことを！

オヴェンセＳＣＣ（オヴェンセスポーツカルチャークラブ）

　　　「考えることが楽しい !」

　　　　　「答えることが嬉しい‼」「キラッと光る

　　　　　　　　子どもの良さをもっと輝かせたい !」　楽しみながら

考えることで、少しずつ自信がつきます。


