体験をご希望される方は必ず、事前予約をお願いいたします。
予約なしでいらっしゃった場合、お断りさせていただく事が
ございます。予めご了承ください。

体験申込
事前予約

体験日当日

体験料500円を
お支払いの上、
ご体験ください。

WEB申込

⇦QRコードをスマホで読み込み
必要事項を入力

または

☎ 0268-55-3330

お電話にてご予約の方は体験申込書
にご記入いただきます。

体験希望プログラム、体験日、参加者氏名
年齢・ご連絡先(電話番号）をお伝えください。

【体験時の保険について】

体験の方は保険適応がございません。
予めご了承ください。
尚、スポーツ・レジャーに関する
”１日保険”もございますので、ご心配
の方はご自身で加入していただくこと
をお勧めいたします。

ご体験後は、ご入会を
是非、ご検討ください！

入会案内
■ 入会の流れ

WEB申込

⇦QRコードをスマホで読み込み
又はSany TOMIホームページ
「入会案内」より

WEB申込が不安という方や、直接申込を
希望される方はお電話（0268-55-3330）
にてご一報ください。

クラブハウスへ
ご来館いただき
参加・利用案内
をさせていただ
きます。

入会
完了

Sany
TOMI

■ 費用
会員種別

年会費

未就学児

1,000円/名

小中学生

2,000円/名

高校生以上

4,000円/名

シニア(60～64歳)
シニア(65歳以上)
家

族(同居家族)

2,000円/名

5,000円/家族

スポーツ安全
保険料
800円/名

1,850円/名

1,200円/名
年齢に準ずる

指定商品：Tシャツ 2,750円(税込)
カラーはオレンジと白の
２色からお選びください。
〔サイズ〕
140・150・S・M・L

★会費とは別にプログラム毎の月会費又は参加費が別途
必要となります。それぞれの料金は中面をご覧ください。
★安心して楽しんでいただくため、スポーツ安全保険に
原則加 入となります。
★家族会員は同居家族５名までがご登録いただけます。
★年会費はクラブ全体の活動と運営に使わせていただく
もので、個々の種目や教室の経費だけに使われるもの
ではありません。

当クラブを応援していただける個人・企業さま向けの「サポート会員」も募集中です！
是非、お問い合わせください。

⇩サポート会員については⇩

サポート会員年度会費
個人会員
企業会員

一口
一口

コトヒラ工業株式会社
株式会社タック

�,���円

��,���円

Sany TOMIサポート企業会員（2022年9月14日現在）

瀬田木工所

ヒカリ素材工業株式会社
有限会社三井金属

https://sanytomi.com/

membership/supporter/

一般社団法人信州とうみ観光協会/上田信用金庫とうみ支店/
株式会社エフエムとうみ/株式会社長野三洋化成/和木材株式会社/
社会福祉法人みまき福祉会/東御市商工会
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Sany
TOMI
小学生

年

小学生

こども運動スクール
マットで前転や側転にチャレンジ
したり、トランポリンやバランス
ボールで遊びながらバランス運動
をしたり、楽しく色んな
運動ができるスクール！
運動が好きな子も
苦手な子も楽しく
運動ができるよ！

【曜

Sany クラブ

日】金曜日

【時間・対象】
❶17:00~18:00・小学 1 年 ~ 小学 3 年生
❷18:15~19:15・小学 4 年 ~ 小学 6 年生
【場

所】東御市ふれあい体育館

【定

員】各クラス 10 名

【月会費】5,500 円 ( 税込 )

講師

鈴木 清香
Sany TOMI
アシスタントマネージャー
日本体育大学体操部出身
得意技：バク転、側方宙返り

月～

何をするかは
決まってない！
やりたい事をみんなで
考えて決める、みんなの
ための Sany クラブ！
一緒に楽しいクラブを
創ろう！！

【開催日】11/23・12/10・1/21・2/25・3/18
【場 所】Sany TOMI クラブハウス 他
【定

員】各日 10 名

【時 間】10:00~12:00
【参加費】各回 1,100 円 ( 税込 )

開催日は変更する

5 歳～
中学生

ダンススクール ~Girl’s HIPHOP＆K-POP~
【曜 日】火曜日
【時間・対象】
女の子に大人気のダンス！
❶16:30~17:15・5 歳 ~ 小学 1 年生
かわいく、カッコいい
Girl’ s HIPHOP をみんな大好き！
❷17:30~18:30・小学 2 年 ~ 小学 4 年生
K-POP の音楽でオリジナルの
❸18:45~19:45・小学 5 年生 ~ 中学生
振りを踊ります。
テレビや YouTube で人気の
【場 所】東御市文化会館
アイドルみたいに楽しく
踊ろう♪
【定 員】各クラス 10 名
【月会費】5,500 円 ( 税込 )

小学生
～大人

小学生
～大人

スラックライン
子どもも大人もみんな
楽しいスラックライン！
バランス感覚が身につく
からどのスポーツにも
役立つ事、間違いなし！
大人の人は運動不足解消、
ダイエット効果に期待が
出来る！

講師

SONA
SONA DANCE STUDIO 代表及び講師
韓国にダンス留学経験有
〔ダンスジャンル〕
Girl´s HIPHOP・K-POP

場合がございます

【開催日】11/26・12/17・1/28・2/25・3/25
【場 所】東御中央公園第二体育館 他
【定

員】各日 20 名

【時 間】13:30~15:30
【参加費】
小学生までの 親子で 1,100 円

※小学生のお子様が 2 名以上の場合は、追加料金 550 円 / 名

中学生生以上はお一人で 1,100 円
※小学４年生からは 1 人で参加可能です。
その場合、一人で 1,100 円

ダンススクール ~HIPHOP~
ダンスが初めてでも大丈夫！
楽しくかっこよくダンス！！
ダンスの王道「HIPHOP」を
プロダンサーとして活動して
いた HASHI 先生が楽しく
教えてくれるよ♪

【曜 日】水曜日
【時間・対象】
❶17:00~18:00・小学 1 年 ~ 小学 3 年生
❷18:15~19:15・小学 4 年 ~ 小学 5 年生
❸19:30~20:30・大人（中学生以上）
【場 所】Sany TOMI クラブハウス
【定 員】各クラス 10 名
【月会費】5,500 円 ( 税込 )

Community Club - Sports & Culture -

一般社団法人 Sany TOMI
〒389-0404 長野県東御市大日向 319

講師

HASHI
STUDIO EAST 代表及び講師
JSDA( 日本ストリートダンス協会 )
認定 avex dance master
インストラクター

☎

0268-55-3330

✉info@sanytomi.com

sanytomi
https://sanytomi.com/

公式LINEアカウント
やってます
イベント情報やプログラムなどを
配信します。
是非、お友達登録をよろしく
お願いします！
����年に向けて世界が合意した「持続可能開発目標」
です。

Sany TOMIは国連で定めたSDGｓの
目標３，
４，
５，��に貢献します。

