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【日　時】平成 30 年 2 月 3 日（土）6：15 集合 ～ 19：00 解散予定
【会　場】群馬県利根郡みなかみ町湯檜曽川沿いエリア（予定）
【対　象】区内在住・在学の小学生とその保護者 
【定　員】40 名（抽選）
【費　用】�保護者 1 人（9,000 円）、子ども 1 人（8,000 円）
 　（バス代、用具レンタル代、保険料含む） 
【申込み】�往復はがきまたはweb申込み
 往復はがき  ①教室名　②住所　③氏名（ふりがな）④年齢・学年　

⑤電話番号　⑥性別　⑦靴のサイズ を記載の上、 
杉並区スポーツ振興財団まで

  　　 1 月 10 日（水）必着　※③、④、⑥、⑦は参加者全員分を記載
 web申込み  http://sports-suginami.resv.jp 
 または左の QR コードよりアクセス

●�冬こそスポーツ！
　冬のスポーツイベント案内
　「親子日帰りスノーシュー」
　「�ファミリー駅伝」
　「ふれあいバスケットボール教室」
　「知的障がい者水泳教室」

　ほか
●��「障がい者サッカーの日
���ONE�BALL�ONE�WORLD」
●��スポーツフェスティバル2017
●��これから募集の教室

　外に出て体を動かす機会が減ってしまう冬。運動不足にな
りがちですね。こたつに潜って冬眠なんてもったいない。実
は冬こそ運動に最適な季節なのです。
　暑い季節に比べ、冬は体が温まると快適に運動を続けられ
ます。外気が低いほど、体は体温を保とうと、カロリーを消
費して熱を生み出します。
　冬のスポーツは、食欲の秋に溜め込んだ脂肪を一気に燃や
すチャンスです！ 冬限定イベントも勢揃い！
　この冬、始めましょう！

　スノーシュー（西洋カンジキ）をはいて雪上を歩き、
自然観察・ネイチャーゲームを楽しみます。
　冬の自然の中でしか体験できない雪遊びも、
思いきりできます。
　特別な技術は必要なく、誰でも楽しめます！

　子どもも大人も、家族や職場の仲間、学校の友
達みんなでいっしょに参加できるイベントです。
　当日のゴール予想タイム（30 分以内）を申告
していただき、その予想タイムと実際のタイムの
誤差の少なさを競います。

親子日帰り
スノーシュー

バスで行く

こそ冬
スポーツ！
more healthy！

●●●●●●●●●第16回 すぎなみ名物
【日　時】平成 30 年 3 月４日（日）12：00 ～ 15：40（受付 12：00）
【会　場】蚕糸の森公園運動場（杉並第十小学校校庭）
【対　象】区内在住・在勤・在学の方を１人以上含む４人グループ
【申込み】�所定の申込用紙をＦＡＸ・郵送で杉並区スポーツ振興財団まで

1 月 23 日（火）必着　※ 60 チームになり次第締め切り
  申込用紙は当財団ホームページよりダウンロード・または区内

施設にて配布

ファミリー駅伝
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こそ冬
スポーツ！
more healthy！

【日　時】�平成30年２月３日（土）13：00～15：00
【会　場】�上井草スポーツセンター
【講　師】�後藤　岳人（bjアカデミー事業部スクールコーチ）
【対　象】��小学生以上の区内在住・在勤・在学・通所の知的障がいのある方

（簡単な指示のもと集団行動ができる方、小学生は保護者同伴）
【定　員】�30名　　【費　用】�無料
【申込み】�電話またはFAX（教室名、住所、氏名、年齢、電話番号を記載）
 �1月 4日（木）から（定員になり次第締め切り）

【日　時】�平成30年１月13日・20日（土）9：00～11：00
【会　場】��上井草スポーツセンター　温水プール  ２コースを使用
【講　師】�杉並区水泳連盟
【対　象】��小学生以上の区内在住・在勤・在学・通所の知的障がいのある方
 （小学生は水着着用の保護者同伴）
【定　員】�各回10名（申込順）　【費　用】�無料
【申込み】��電話（定員になり次第締め切り）
※ 受付時に住所、氏名、年齢、電話番号、事前アンケート等をお伺いします

ふれあい
バスケットボール教室

知的障がい者水泳教室バスケットボー
ルを

やってみよう！

水慣れ、リラクゼーション、
水泳指導等、レベルにあった
指導が受けられます。
みんなで楽しく泳ぎましょう

【日　時】��①�２月３日  ②10日  ③17日（土）
 （全３回）9：00 ～ 17：00
【会　場】��①大宮前体育館 ②下高井戸区民集

会所 ③荻窪体育館
【対　象】�区内在住・在勤・在学18歳以上
【定　員】�30名　　【費　用】�1500円
【申込み】�往復はがき・web申込み（12月15日～）

すぎなみスポーツアカデミーＢ
コーディネーター養成講習会

【日　時】�３月24日（土）13：00～16：00（180分）
【会　場】�下高井戸運動場　区民集会所
【対　象】�区内在住・在勤・在学
【定　員】�30名　　【費　用】�800円
【申込み】�往復はがき・web申込み（２月５日必着）

フェンシング体験会Ⅰ・Ⅱ
寒い冬こそ身体づくり。身近な場所で運動
を始めてみませんか？

全身の筋肉が鍛えられる正しいウオーキングを修得します。 
歩く時の美しい姿勢を身につけましょう。

　一年に一度、体育の日に開催されるフェ
スティバルは、スポーツを通して歓びや感
動をお届けし、区民の皆さまにスポーツの
楽しさを味わっていただくイベントです。
杉並区体育施設では「100％健康区民すぎ
なみ」を目標に、多くの区民の皆さまが健
康でスポーツに親しみ、活気あふれる毎日
を送ることができるように、健康づくりの
輪を広げていきます。これからも皆さまに
愛される施設づくりを目指します。

10月9日（
月・祝）

体育の日

10分 200円

参加費無料

11月18日（土）に下高井戸運動場で障がい者サッカーのイベントを行いました。
サッカーが好きな方々と一緒に、講演会・体験会・エキシビションマッチを通し
ていろいろな障がい者サッカーを知り、体験できた１日となりました。

▲
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スポーツフェスティバル 2017
が開催されました。

「障がい者サッカーの日
 ONE BALL ONE WORLD」開催しました。

ウオーキング講習会スポーツを
　始めよう！

【日　時】�１月13日（土）
 10：00～12：00（120分）
【会　場】�細田工務店　杉並リボン館
 （阿佐谷南3 ー 35 ー 21）
【対　象】�区内在住・在勤・在学15歳以上
【定　員】�20名　　【費　用】�500円
【申込み】�電話（先着順）

乗るだけの
トレーニング！
最先端音波振動マシン
導入しました

乗るだけの
トレーニング！
最先端音波振動マシン
導入しました

ステキに体幹トレーニング

　

【日　時】�体験会Ⅰ：２月 17 日（土）17：00～17：45
 体験会Ⅱ：３月 ３ 日（土）17：00～17：45
【会　場】�大宮前体育館
【対　象】�区内在住・在学小中学生
【定　員】�各 20 名
【費　用】�無料
【申込み】�電話（定員になり
 次第締め切り）

公益財団法人
杉並区スポーツ振興財団

〒 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南 1-14-2 みなみ阿佐ケ谷ビル 8F
☎ 03-5305-6161　℻ 03-5305-6162 （平日９：00 ～ 17：00）
web 申込み　http://sports-suginami.resv.jp

申込み・問合せ

設置施設
荻窪体育館

高円寺体育館
下高井戸運動場・

区民集会所

足型・足圧
測定もできます�

web 申込み用
QR コード
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あなたのライフスタイルにスポーツを取り入れませんか？杉並区体育施設はあなたの健康づくり
の身近なパートナー、多彩なメニューの教室をご用意しております。申し込み順、定員になり次第
締め切りの教室もありますので、詳細については各施設にお問い合わせください。

※一般区民＝区内在住・在勤・在学の15歳以上の方（中学生を除く）

★＝予約不要
＝子育て応援券
＝託児あり（事前申込必要）
＝女性限定　　＝さざんかねっと
（ネット申込・事前に個人登録が必要）募集の教室

これから

荻窪体育館

フィットネス
★楽らく健康タイム　リフレッシュヨガ時2月28日～3月
28日水曜（全4回）午前11時～午後1時対一般区民費１
時間３５０円・２時間連続６００円申自由参加（先着順）定70
名　
★Saturday Brunch TimeⅢ ボールストレッチ時2
月24日～3月24日第２・４土曜（全3回）午前11時15分～
午後０時45分対一般区民費550円申自由参加（先着順）
定60名
◆気軽にフィットネスⅢ背骨コンディショニング時12月
17日～2月25日日曜（１２月３１日を除く・全10回）午後1時
～2時30分対一般区民費550円申電話申込（開催日の7
日前、午後4時から）定20名
★初めての太極拳時12月24日～3月25日第４日曜（全4
回）午前9時～10時30分対一般区民費550円申自由参加

（先着順）定30名

障がいのある方のための教室
★障がい者ユニカール体験教室時3月11日日曜（奇数月
第２日曜、全１回）午前11時～午後1時対一般区民費
100円申自由参加（先着順）定20名
◆障がい者サウンドテーブルテニス体験教室時1月20
日～3月17日土曜（奇数月第３土曜、全２回）午後1時～3
時対一般区民費100円申電話申込定15名

高円寺体育館

球技・ゲーム

◆エンジョイ卓球Ⅱ　中級時1月22日～3月19日月曜（2
月12日を除く・全8回）午後3時～5時対一般区民（卓球中
級者向け）費6400円申往復はがき（12月25日必着）定
40名 

フィットネス

★楽らく健康タイム時1月16日～3月20日第1・3火曜（1
月のみ第3・5火曜、全6回）午前11時～午後1時対一般
区民費1時間350円・2時間600円申当日受付定70名
◆コアトレーニングⅢ時1月12日～3月16日金曜（全10
回）午後7時～9時対一般区民費6500円申往復はがき

（12月18日必着）定各20名他①午後７時～８時②午後８
時～９時 
◆背骨コンディショニングⅢ時1月15日～3月12日月曜

（2月12日を除く・全8回）午後7時～8時30分対一般区民
費6400円申往復はがき（12月20日必着）定20名 

障がいのある方のための教室

◆ふれあいフットサル時12月24日・2月25日・3月21日
（全3回）午前11時～午後1時対区内在住・在学・通所の
知的障害のある方（簡単な指示のもと動ける方）費無料申
電話、FAX受付（先着順）定30名
◆スポーツ吹矢教室時2月25日～3月18日日曜（全4回）
午後1時15分～2時45分対区内在住・在学・通所の知的
障害のある方（簡単な指示のもと動ける方）費無料申電
話、FAX、窓口にて定10名

シニア向け

◆シニアセルフケア体操時1月16日～3月6日火曜（全8
回）午後1時15分～2時45分対一般区民（概ね50歳以
上）費6400円申往復はがき（12月25日必着）定20名

永福体育館

フィットネス
★ラジオ体操・フレイル予防時1月12日～3月23日第２・４
金曜（全6回）午後1時10分～2時50分対一般区民費１時
間３００円・２時間連続５００円申当日受付定50名
★大人の休日ヨガ・ウインター時12月16日～3月3日第１・
３土曜（全6回）午後1時10分～2時40分対一般区民費
500円申当日受付定50名

松ノ木運動場

球技・ゲーム

◆短期集中 中級者テニス教室時2月10日～3月3日土曜
（全4回）午前9時～11時（予備日3月10日、17日）対一般
区民費4000円申往復はがき（１/１５必着）定22名 

（No.3898）

下高井戸運動場・下高井戸区民集会所

球技・ゲーム
★個人フットサルナイトⅡ時1月9日～3月13日第２火曜
午後7時～9時対一般区民費600円申当日受付定50名

カルチャー
◆いきいき文化教室（冠婚葬祭入門講座）時1月21日日
曜午前10時～正午対一般区民費500円申電話受付定
25名

フィットネス
★リラックス アロマ YOGA時1月18日～3月15日第１・
３木曜（全5回）午前9時～11時対一般区民費600円（１
時間350円）申当日受付定20名

妙正寺体育館

子どもの教室

※開催数・金額はお問い合わせください
◆幼児HIPHOP※時12月5日～3月27日火曜午後3時
15分～4時15分対4歳～未就学児申総合受付に直接お
越しください定20名
◆幼児親子体操※時12月7日～3月22日木曜午後3時
15分～4時15分対2歳半～4歳児とその保護者申総合受
付に直接お越しください定20組
★親子リズム体操時1月13日～3月24日第2・4土曜午前
10時30分～11時30分対4歳～未就学児とその保護者
費610円申教室開始30分前より先着申込定20組他開
催数はお問い合わせください

フィットネス

※開催数はお問い合わせください
★産後ボディメイク※時1月13日～3月24日第2・4土曜
午前9時15分～10時15分対産後～1歳半までのお子様
がいるお母様費610円申教室開始30分前より先着申込
定20名 　
★一番脂肪り※時1月13日～3月24日第2・4土曜午前11
時45分～午後０時45分対15歳以上（中学生を除く）費
610円申教室開始30分前より先着申込定40名
★おなかスッキリ※時12月17日～3月18日第1・3日曜午
前9時15分～10時15分対15歳以上（中学生を除く）費
610円申教室開始30分前より先着申込定40名
★ヨガ＆ピラティス※時12月17日～3月18日第1・3日曜
午前10時30分～11時30分対15歳以上（中学生を除く）
費610円申教室開始30分前より先着申込定40名
★ヨガフュージョン※時12月17日～3月18日第1・3日曜
午前11時45分～午後０時45分対15歳以上（中学生を除
く）費610円申教室開始30分前より先着申込定40名
※以下は定員に満たない教室の追加募集となります。（二
次募集12月25日月曜午前10時～）
◆美・サルサ※時1月9日～3月27日火曜（全12回）午前
10時5分～11時5分対15歳以上（中学生を除く）費
5550円申総合受付に直接お越しください定40名
◆ボディシェイプ中級※時1月9日～3月27日火曜（全12
回）午前11時30分～午後０時30分対15歳以上（中学生
を除く）費5550円申総合受付に直接お越しください定35
名
◆骨盤チューニング※時1月10日～3月28日水曜（全11
回）午前9時10分～10時10分対15歳以上（中学生を除
く）費5090円申総合受付に直接お越しください定40名
◆健康法※時1月10日～3月28日水曜（全11回）午前10
時20分～11時20分対60歳以上（60歳未満も可）費
4520円申総合受付に直接お越しください定30名

◆ビューティーエクササイズ※時1月10日～3月28日水
曜（全11回）午前11時40分～午後０時40分対15歳以上

（中学生を除く）費5090円申総合受付に直接お越しくだ
さい定40名 
◆パワーヨガ※時1月10日～3月28日水曜（全11回）午
後7時10分～7時55分対15歳以上（中学生を除く）費
4580円申総合受付に直接お越しください定35名
◆静☆ヨガ※時1月10日～3月28日水曜（全11回）午後
8時5分～8時50分対15歳以上（中学生を除く）費4580
円申総合受付に直接お越しください定35名
◆ストロングヨガ＆リラックス※時1月18日～3月22日木
曜（全8回）午前11時15分～午後０時30分対15歳以上

（中学生を除く）費4940円申総合受付に直接お越しくだ
さい定35名
◆かんたんダンスエアロ※時1月12日～3月23日金曜

（全11回）午後7時10分～7時55分対15歳以上（中学生を
除く）費4580円申総合受付に直接お越しください定40名
◆筋コンエクササイズ※時1月12日～3月23日金曜（全
11回）午後8時5分～8時50分対15歳以上（中学生を除
く）費4580円申総合受付に直接お越しください定40名

障がいのある方のための教室

◆きらきらサッカー教室時1月20日土曜（全１回）午前9
時20分～10時50分対知的障がいのある小・中学生費
1020円申総合受付・電話定20名

大宮前体育館

子どもの教室
★親子で遊ぼう！時12月15日～3月9日金曜（全12回）
午前10時～11時対おおむね、１、２歳の親子でご参加く
ださい費1回500円申直接、同体育館へ（先着順）定15
組他12月29日は休館日のため休講です。

フィットネス
★アンチエイジングステップ時12月16日～3月3日土曜

（全10回）午後０時～０時45分対16歳以上の方・初めて
の方歓迎費1回400円申直接、同体育館へ（先着順）定
20名他12月23・30日は休講です。
★ボディリメイク時12月16日～3月3日土曜（全8回）午
後1時10分～1時55分対16歳以上の方・初めての方歓
迎費1回400円申直接、同体育館へ（先着順）定30名他
第２土曜、12月23・30日は休講です。

水　泳
★アクアウォーキング＆ジョギング時12月26日～3月14
日火曜（全９回）午前10時～10時30分、水曜（全11回）
午前11時～11時30分対16歳以上の方・初めての方歓
迎費1回500円申直接、同体育館へ（先着順）定10名他
毎月第3火曜、１月２日・３日は休館日のため休講です。
★脂肪バイバイ時12月26日～3月13日火曜（全９回）午
前11時～11時30分対16歳以上の方・初めての方歓迎
費1回500円申直接、同体育館へ（先着順）定10名他第
3火曜、１月２日は休館日のため休講です。

上井草スポーツセンター

子どもの教室

※開催数・参加料はお問い合わせください
◆幼児空手※時12月18日～3月26日月曜午後4時30分
～5時30分対4歳から未就学児申直接窓口定20名
◆小学生空手※時12月18日～3月26日月曜午後5時45
分～6時45分対小学生申直接窓口定20名
◆①親子体操②親子ダンス時12月26日火曜（全１回）①
午前9時～9時50分②午前１０時～１１時対2歳半～4歳
児とその保護者費①または②のみ参加610円、両方参加
920円申電話または直接窓口（先着順）定20組
◆1DAYサッカー体験会時1月21日日曜(全1回)午後3
時30分～4時50分対小学2～5年生費510円申総合受
付・電話定20名
◆ボールで楽しく遊ぼう時1月21日日曜(全1回)①午後1
時10分～2時②午後2時20分～3時10分対①年少・年中　
②年長・小学1年生費各510円申総合受付・電話定各20名

※参加費用や日程などが変更になる場合があります。事前に各施設にお問い合わせください。

＋
プラス

スポーツで活き活きとした毎日を！

ひきつづき4面で各体育施設の教室をご紹介！



①教室名
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④年齢
⑤電話番号

を記入の上、各施設へ
お送りください。

〈往信用はがき裏〉

申込者の
●郵便番号・住所
●氏名

を忘れずに
ご記入ください。

〈返信用はがき表〉

※託児のある場合は託児希望の有無、お子さん
の氏名、年齢をご記入ください。

往
復
は
が
き 

記
入
方
法

4

■荻窪体育館………☎03-3220-3381
〒167-0051 荻窪３丁目47番２号

■高円寺体育館……☎03-3312-0313
〒166-0003 高円寺南２丁目36番31号

■永福体育館………☎03-3328-3146
〒168-0064 永福３丁目51番17号

■上井草スポーツセンター
☎03-3390-5707
〒167-0023　上井草3丁目34番1号

■高井戸温水プール
☎03-3331-7841
〒168-0072 高井戸東3丁目7番5号

■大宮前体育館
☎03-3334-4618
〒167-0052　南荻窪２丁目１番１号

■妙正寺体育館
☎03-3399-4224
〒167-0033　清水3丁目20番12号

■松ノ木運動場……………………☎03-3311-7410
〒166-0014 松ノ木１丁目３番22号

■下高井戸運動場・下高井戸区民集会所…☎03-5374-6191
〒168-0073 下高井戸３丁目26番１号

■杉並第十小学校温水プール……☎03-3318-8763
〒166-0012 和田３丁目55番49号

（平成    ）年　 月　 日号2017 12 1529

※参加費用や日程などが変更になる場合があります。事前に各施設にお問い合わせください。

杉並第十小学校温水プール

水　泳
★木曜アクアサイズ（べーシック）時2月15日・3月1日・3
月15日・3月29日木曜午前10時～10時55分対15歳以上

（中学生を除く）費500円申当日受付定30名
★木曜アクアサイズ（シェイプアップ）時2月8日・2月22
日・3月8日・3月22日木曜午前10時～10時55分対15歳
以上（中学生を除く）費500円申当日受付定30名
★水中運動時2月26日・3月5日月曜午前10時～10時55
分対15歳以上（中学生を除く）費入場料のみ申当日受付
定30名
★アクアビクスタイム時2月19日・3月19日月曜午前10
時～10時55分対15歳以上（中学生を除く）費入場料の
み申当日受付定30名
◆初心者ビギナースイム時2月8日・3月1日木曜午前11
時～11時55分対15歳以上（中学生を除く）費入場料の
み申開催6日前の金曜日9時から電話・窓口定8名
◆初級者エンジョイスイム時2月15日・2月22日・3月15
日木曜午前11時～11時55分対15歳以上（中学生を除
く）費入場料のみ申開催6日前の金曜日9時から電話・窓
口定10名
★ワンポイントレッスン時2月18日・2月25日・3月4日・３月
18日日曜午前10時～10時55分対一般区民費入場料の
み申当日受付定10名他小学３年生以下は水着着用の保
護者同伴
◆泳力アップ（初級コース）時2月25日・3月4日日曜午前
11時～11時55分対15歳以上（中学生を除く）費入場料
のみ申１週間前の日曜日9時から電話・窓口定10名
◆泳力アップ（中級コース）時2月18日・3月18日日曜午
前11時～11時55分対15歳以上（中学生を除く）費入場
料のみ申1週間前の日曜日9時から電話・窓口定10名

高井戸温水プール

子どもの教室

※既に申し込みは終了しました。教室に空きがある場合、
お電話にて承ります
◆幼児水泳教室※時1月22日～3月26日月曜（全7回）午
後3時30分～4時20分対区内在住の４～６歳の未就学児
で保護者の送迎がある方費9100円申電話03-3331-
7841定20名
◆小学生１２．５m完泳教室※時1月22日～3月26日月曜

（全7回）午後4時30分～5時20分対杉並区在住・在学の
小学生で保護者の送迎がある方費9100円申電話03-
3331-7841定20名
◆小学生２５m完泳教室※時1月22日～3月26日月曜

（全7回）午後5時30分～6時20分対12.5m以上泳げる
小学生で保護者の送迎がある方費9100円申電話03-
3331-7841定10名

フィットネス

◆木曜ヨガ教室①時2月1日～3月22日木曜（全8回）午
前9時30分～10時30分対満16歳以上の方費8000円

申往復はがき（１２月２４日必着）定10名
◆木曜ヨガ教室②時2月1日～3月22日木曜（全8回）午
前11時～正午対満16歳以上の方費8000円申往復はが
き（１２月２４日必着）定10名
◆金曜ヨガ教室①時2月2日～3月23日金曜（全8回）午
前9時30分～10時30分対満16歳以上の方費8000円
申往復はがき（１２月２４日必着）定10名
◆金曜ヨガ教室②時2月2日～3月23日金曜（全8回）午
前11時～正午対満16歳以上の方費8000円申往復はが
き（１２月２４日必着）定10名
◆木曜夜間ヨガ教室①時2月1日～3月22日木曜（全8
回）午後6時15分～7時15分対満16歳以上の方費8000
円申往復はがき（１２月２４日必着）定10名
◆木曜夜間ヨガ教室②時2月1日～3月22日木曜（全8
回）午後7時30分～8時30分対満16歳以上の方費8000
円申往復はがき（１２月２４日必着）定10名

障がいのある方のための教室

※既に申し込みは終了しました。教室に空きがある場合、
お電話にて承ります
◆障がい者歩行教室※時1月6日～3月10日土曜（全4
回）午前10時～11時対杉並区在住・在勤・在学の障害者
手帳をお持ちの方費無料申電話03-3331-7841定5名
◆障がい者水慣れ水泳教室※時1月13日～3月17日土曜

（全4回）午前10時～11時対杉並区在住・在勤・在学の障
害者手帳をお持ちの方費無料申電話03-3331-7841定
5名
◆障がい者スキルアップ教室※時1月20日～3月24日土
曜（全4回）午前10時～11時対杉並区在住・在勤・在学の
障害者手帳をお持ちの方費無料申電話03-3331-7841
定5名

水　泳

※既に申し込みは終了しました。教室に空きがある場合、
お電話にて承ります
◆初心者水泳教室※時1月22日～3月26日月曜（全7回）
午前10時～10時50分対杉並区在住・在勤・在学の満16
歳以上の方費5600円申電話03-3331-7841定20名
◆泳法上達教室※時1月22日～3月26日月曜（全7回）午
前11時～11時50分対杉並区在住・在勤・在学の満16歳
以上の方でクロールの泳力が２５ｍ以上の方費6300円申
電話03-3331-7841定20名
◆火曜水中エクササイズ①※時1月9日～3月13日火曜

（全10回）午前10時～10時50分対満16歳以上の方費
5000円申電話03-3331-7841定20名
◆火曜水中エクササイズ②※時1月9日～3月13日火曜

（全10回）午前11時～11時50分対満16歳以上の方費
5000円申電話03-3331-7841定20名
◆水曜水中エクササイズ①※時1月10日～3月14日水曜

（全10回）午前10時～10時50分対満16歳以上の方費
5000円申電話03-3331-7841定20名
◆水曜水中エクササイズ②※時1月10日～3月14日水曜

（全10回）午前11時～11時50分対満16歳以上の方費
5000円申電話03-3331-7841定20名

★＝予約不要
＝子育て応援券　＝託児あり（事前申込必要）
＝女性限定　　　＝さざんかねっと

（ネット申込・事前に個人登録が必要）

募集の教室これから

ご利用の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力いただけますようお願いいたします。

平成29年12月19日（火）から
平成30年２月７日（水）まで

杉並第十小学校温水プール

施設設備等改修工事
のため休場します

荻窪体育館

平成29年12月1日（金）から
平成30年２月17日（土）まで

◎体育館および小体育室

平成29年12月10日（日）から
平成29年12月23日（土）まで

◎武道場

おし
らせ

平成30年１月９日（火）から
平成30年２月16日（金）まで

松ノ木運動場野球場

◆幼児・児童のボールゲーム教室1年生～3年生クラス
時12月26日～1月23日火曜（全3回）午後4時5分～4時
50分対小学1～3年生費610円申総合受付・電話定20名
◆プレキッズ＆マミーサッカー教室3・4歳児クラス時12
月20日～1月24日水曜（全4回）午前11時～11時50分
対3・4歳児とその保護者費510円申総合受付・電話定各
回20組40名

球技・ゲーム

◆大人のサッカー教室女性・初心者クラス時1月14日日曜
（全１回）午後1時20分～2時50分対20歳以上の女性ま
たはサッカー未経験者・初心者の男性費510円申総合受
付・電話定20名他大人のサッカー教室「試合たくさんクラ
ス」との重複は不可
◆大人のサッカー教室試合たくさんクラス時1月14日日
曜（全１回）午後3時20分～4時50分対20歳以上のサッ
カー元経験者費510円申総合受付・電話定20名他大人
のサッカー教室「女性・初心者クラス」との重複は不可

フィットネス

※開催数はお問い合わせください
★産後ボディケア※時12月19日～3月27日火曜午後2
時～2時50分対産後から1歳半までのお子様がいるお母
様費920円申直接窓口（先着順）定15組 
★かんたんエアロ※時12月20日～3月28日水曜午前
10時～10時50分対16歳以上費610円申直接窓口（先
着順）定20名
★ピラティス※時12月21日～3月23日木曜午前10時～
10時50分対16歳以上費610円申直接窓口（先着順）定
20名
◆健康運動セミナー時12月26日火曜午前10時～午後1
時対概ね40歳以上の方で運動可能な方費920円申電話
または直接窓口（先着順）定25名他11月15日水曜より募
集中

水　泳

※開催数はお問い合わせください
★はじめてラッコ※時12月15日～3月23日午前11時～
11時40分対オムツが取れた2歳半～3歳まで申直接窓口

（先着順）定10名他木・金曜開催。参加費はお問い合わせ
ください。
★水泳ワンポイントアドバイス※時12月20日～3月28
日水曜午後2時10分～2時30分対16歳以上費プール利
用料金のみ申プールサイド直接（先着順）
★ステップアップエクササイズ※時12月19日～3月27
日火曜午後1時～1時50分対16歳以上費610円申直接
窓口（先着順）定15名
★姿勢づくり水中運動※時12月11日～3月26日月曜午
前9時30分～9時50分対16歳以上費プール利用料金の
み申プールサイド直接（先着順）
★水中運動※時12月15日～3月23日金曜午後2時30分
～2時50分対16歳以上費プール利用料金のみ申プール
サイド直接（先着順）
◆クリスマス☆アクア時12月23日土曜午後1時～1時
45分対16歳以上費610円申電話または直接窓口（先着
順）定20名他12月1日金曜より募集中

上井草スポーツセンター

子どもの教室


