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渋谷ユナイテッドクラブ（シブヤ「部活動改革」プロジェクト）入部の募集について 

 

 平素より渋谷区政にご理解、ご協力いただきありがとうございます。 

 現在、中学校の部活動をめぐっては、少子化や学校の働き方改革などを踏まえた部活

動の見直しが全国的に進められ、文部科学省では、休日の部活動を段階的に地域移行す

るという方向性を示しています。 

そこで、渋谷区では全国に先駆けて、学校や教育委員会と連携を図り、シブヤ「部活

動改革」プロジェクトを進め、その推進体制として、昨年 10 月に「一般社団法人渋谷

ユナイテッド」を設立しました。子ども達のニーズに即した新たな部活動を区とゆかり

のある企業や団体の協力を得て、スポーツと文化系合わせて９種目の部で生徒へ技術指

導にあたります。また、「部活動マネージャー」という人材を配置し、生徒の安全管理

を行います。将来的には、総合型地域クラブへと発展し、多世代が生涯にわたりスポー

ツや文化活動を楽しむ機会を創出していきます。 

 昨年 11 月から渋谷ユナイテッドが試行で実施した活動は、令和 4 年 4 月から本格化

します。つきましては、下記のとおり、各クラブへの入部の募集をいたしますので、ご

参加をお待ちしています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 募集案内（別紙のとおり） 

 

２ 申込方法 

（一社）渋谷ユナイテッド HP（http://shibuyaunited.tokyo/）から各自で申込 

 ※詳細は募集案内をご確認ください。 

 

３ 募集期間 令和４年４月１１日（月）～ 令和４年５月６日（金） 

 

＊お問合せは、（一社）渋谷ユナイテッド HP のお問い合わせフォームからお願いします。 

              

http://shibuyaunited.tokyo/


    

◆ボッチャ部◆ 

会場：鉢山中学校 

講師：日本ボッチャ協会 

活動頻度：月 2回程度 土曜日   

内容：ボッチャのルールからコートづくりの基礎的な

知識まで丁寧にレクチャーします。参加生徒がキャプ 

テンとなり、楽しみながら練習に取り組んでいます。 

先月、３月に開催された 

渋谷ボッチャカップに出 

場しました。今年も大会 

に出場する予定です。 

♪硬式テニスイベント♪ 

会場：二子玉川区民運動施設 

指導者：プロテニスプレーヤー 等 

スペシャルアドバイザー：伊達公子氏  

開催：年２回予定  

内容：二子玉川のハードコートで伊達公子氏ととも

にテニスを楽しむイベントを計画します。 

初心者～上級者まで気軽に 

お越しください。 

開催が決定したら、渋谷ユ 

ナイテッドホームページな 

どでお知らせします。 

 

◆ラグビー部◆ 

会場：宮下公園 サンドコート 

講師：東京山九フェニックス 

活動頻度：月 2回程度 土曜日   

内容：初めてラグビーボールに触れる人も大歓迎！ 

女子ラグビーチーム東京山九フェニックスの選手

たちと一緒に楽しくラグビーボールで遊びましょ

う！ 初心者、男子生徒も女子生徒も大歓迎です！ 

砂のコートで走り回りましょ 

う！ 

◆デジタルクリエイティブ＆ｅスポーツ部◆ 

会場：原宿外苑中学校 ほか 

講師：ミクシィ、東京ヴェルディクラブ 

フロンティアインターナショナル 

活動頻度：週１回程度 水または土曜日  

内容：初心者歓迎 Python実践やゲーム制作、自律型会

話ロボット Romiプログラミング、デジタルデザイン制

作をミクシィ社員が直接指導。 

eスポーツでは、単純にゲーム 

をするだけでなく、チームプ 

レーや仲間とのコミュニケー 

ション力を養います。 

◆フェンシング部◆ 

会場：地域交流センター代々木の杜 

講師：日本フェンシング協会 

活動頻度：月 2回程度 土曜日   

内容：実際に模擬の剣を握り、基本姿勢や攻撃する方

法を教わることができます。参加していくうちに積

極的に攻撃ができるよう 

になり、楽しく練習に取 

り組んでいます。 

これからは練習試合など、 

実践に近づけた活動も 

行っていきます。 

 

◆ダンス部◆ 

会場：上原中学校 

講師：CyberAgent legit、LDH Japan 

活動頻度：週 1回程度 土曜日 

内容：ダンス経験がある人も初めて挑戦する人も、講

師の丁寧な指導のもと、 

練習に取り組んでいま 

す。今年はオリジナル 

の動画制作や大会出場 

も考えています。 

◆料理・スイーツマスター部◆ 

会場：服部栄養専門学校 

講師：服部栄養専門学校講師 

活動頻度：月 2回程度 土曜日   

内容：とびきりおいしい洋食と和食、あまくてかわいい

ケーキとお菓子、HATTORIのとっておきレシピで実習を

します。料理・製菓の経験は問いません。プロのシェフ

とパティシエが直接指導！ 

年間 20回開催のうち、料理 

は 16回、スイーツは 10回 

の予定です。 

 

 

◆サッカー部◆ 

会場：渋谷本町学園 など 

講師：FCトリプレッタ  

アドバイザー：藤田俊哉氏（元日本代表） 

活動頻度：週 1回程度 土曜日   

内容：ボールコントロールを意識したリフティング

練習やトラップ・パスを組み合わせたトレーニング

を実施しています。指導者も参加生徒とゲーム形式

の実践トレーニングで一緒に 

汗を流しています。月に１度、 

特別講師による合同練習会を 

実施する予定です。 

２０２２年度 渋谷ユナイテッドクラブ（シブヤ「部活動改革」プロジェクト）募集案内 

QR 

◆体力測定コア・プログラム◆（次ページ参照） 

会場：鉢山中学校 体育館 

集合：９時３０分 

講師：山口大輔氏（東京医科歯科大学 

スポーツサイエンスセンター 副センター長） 

【実施予定日】 

第１回： ５月２２日（日） 

第２回： ７月２４日（日） 

第３回： ９月２５日（日） 

第４回：１１月２７日（日） 

第５回： １月２２日（日） 

第６回： ３月１２日（日） 

※QRコードから各クラブの詳しい募集案内をご覧になることができます 

◆ボウリング部◆ 

会場：笹塚ボウル 

講師：井口直之氏（プロボウラー）  

活動頻度：週 1回程度 土曜日   

内容：初めての生徒や全国大会出場クラスの生徒な

どレベルは様々ですが、講師が分かりやすく指導し

てくれます。参加者からは、 

「一緒にボウリングをする 

仲間が増えて嬉しい」との 

声もあります。 

◆将棋部◆ 

会場：原宿外苑中学校 

講師：藤田 一樹（日本将棋連盟指導棋士）  

活動頻度：週 1回程度 土曜日 

内容：初めての人は、ルールや駒の動かし方から丁

寧に教えてもらうことができます。経験がある人も

一手ごとに戦略のヒントをもらいながら講師とも対 

局できます。 

腕が上がってきたら、大会 

にも参加する予定です。 

みんなで藤井聡太を超えよ 

う！？ 

 



 ✦渋谷ユナイテッドクラブ参加にあたっての注意事項 

【申 込】 

4月 11日（月）から 5月 6日（金）までに、下記［✦申込方法］に沿って申込みをしてください。 

表面のQRコードから各クラブの活動内容や持ち物、集合場所等の詳細情報を確認できます。 

【対 象】 

渋谷区立中学校生徒。既に学校の部活動に入部している人も参加できます。 

【定 員】 

定員を超えた場合でも、最大限対応しますが各部の活動状況を考慮し、抽選なども検討します。 

＊定員に満たない場合は、二次募集をします。その場合は、渋谷区立中学校以外の中学生にも 

対象を広げる予定です。 

【日 時】 

クラブにより、活動頻度が異なるので、詳細情報をご確認ください。 

なお、活動日が学校行事や試験期間と重なる場合は、学校行事等を優先してください。 

【補 償】 

①サッカー部、ボッチャ部は、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が適用されます。 

②その他クラブは、 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に相当する補償制度を用意します。 

【費 用】 

・クラブの年間活動費は、前期・後期の２回に分けて徴収する予定です。 

・補償制度の登録料は、年間分をまとめて前期に徴収する予定です。 

・費用や支払方法等の詳細はQRコードから、各クラブの詳細情報をご確認ください。 

 

✦申込方法（保護者がお申込みください） 

１ 下記QRコードまたは渋谷ユナイテッド HPから「入部申込」ページにアクセスしてください。 

   (HP) https://shibuyaunited.tokyo/ 

  各クラブ詳細情報は、「入部申込」ページからご覧になれます。 

２ 「入部申込」ページに必要事項を入力してください。 

３ 入力項目を確認後、 送信 ボタンをクリックしてください。 
 

✦見学会（体験会）について 

・4月中に各部の見学会を行います。参加希望の方は、表面QRコードから詳細をご確認ください。 

・硬式テニスの見学会は行いません。 

・事前申込は必要ありませんので、お気軽にお越しください。 

✦新型コロナウイルス感染症対策について 

・各渋谷区立中学校の部活動運営の対応を踏まえて、活動します。 

・新型コロナウイルス感染拡大状況等を考慮し、活動が中止または延期となる場合があります。 

 

✦渋谷ユナイテッドクラブについて（シブヤ「部活動改革」プロジェクト） 

渋谷区立中学校の部活動は、学校によって希望する部活動がない、人数が少なく思うように 

部活動ができないという状況があります。 

そこで、やりたい活動をみなさんが思い切りできるように、各学校の既存の部活動に加えて 

渋谷区立中学校 8校の生徒が参加できる合同の部活動を実施します。 

詳しくは HPをご確認ください。 

＞渋谷ユナイテッドＨＰ → https://shibuyaunited.tokyo 

 

✦渋谷ユナイテッドクラブ参加特典ヽ(^o^)丿 

＊１ 「体力測定コア・プログラム」に参加できます。 

本プログラムは、カラダの柔軟性や可動域を調べる指標で

す。自分のカラダの特徴を科学的なデータから知ることで

普段の生活からスポーツまで、ケガを予防しながら効率的

にカラダの動かし方を身につけられます。 

また、運動をしながら、楽しく遊びながら主体性を伸ばす

こともできる、充実したトレーニング・プログラムです。 

   ※活動詳細は別途ご案内いたします。 

 

＊２ 参加者全員に「渋谷ユナイテッドオリジナル Tシャツ（デザインはお楽しみに！）」と 

「渋谷ユナイテッドロゴのステッカー」をプレゼントします！！ 

 

 

 

【問合せ先】 

お問い合わせは、一般社団法人渋谷ユナイテッドホームページのお問い合わせ 

フォームからお願いします。 

Ｈ Ｐ ： https://shibuyaunited.tokyo  

Mail ： office@shibuyaunited.tokyo 

入部申込はこちら 

https://shibuyaunited.tokyo/
https://shibuyaunited.tokyo/

