URL http://www.yawatataiikukan.jp/

春季(４月～６月)スポーツ・健康運動教室の御案内(Ｐ２～Ｐ５)

令和 2 年度

春季スポーツ･健康運動教室の御説明
成人一般向け

特に中高年・高齢者向け

キッズ・ジュニア向け

２

春季(４月〜６月)スポーツ・健康運動教室の参加者募集！
（八幡市民体育館・八幡市民スポーツ公園 開催分）
【所在地】八幡市野尻正畑１２

【電話番号】０７５−９８１−６１１１

（期 間）

（時 間）

月曜日

トータルエクササイズ

（参加料・回数）

（休 み）

火曜日
水曜日

10:00〜11:15

4,700 円 (10 回)

プラチナビクス (45 歳〜)

11:40〜13:10

5,200 円 (10 回)

※ シニアスポーツクラブ

10:00〜11:15

4,920 円 (12 回)

10:00〜11:15

5,640 円 (12 回) (休)5/5

エアロビクス＆バランスボールエクササイズ

19:00〜20:30

5,640 円 (12 回)

①男性トレーニング (60 歳〜)

09:00〜10:45

8,580 円 (11 回)

09:45〜11:30

8,580 円 (11 回)

10:45〜12:30

8,580 円 (11 回) (休)4/29、5/6

10:00〜11:30

5,170 円 (11 回)

19:00〜20:15

4,700 円 (10 回)

ピラティス

10:00〜11:00

6,110 円 (13 回)

ラテンエクササイズ

11:15〜12:15

6,110 円 (13 回)

ヨガ

13:00〜14:30

6,110 円 (13 回)

じりき整体

19:00〜20:00

6,110 円 (13 回)

気功と太極拳

09:30〜11:15

6,110 円 (13 回)

10:00〜11:15

5,330 円 (13 回)

リンパデトックス＆フェイストレーニング

11:30〜12:30

6,110 円 (13 回)

ピラティス

19:00〜20:00

6,110 円 (13 回)

10:00〜11:00

5,170 円 (11 回) (休)4/11、6/20

４／６〜７／６

(60 歳〜)

ヨガ

４／７〜６／３０

②女性シェイプアップ (60 歳〜)
③男性トレーニング＆女性シェイプ
アップ (60 歳〜)

４／８〜６／２４

木曜日

4／２〜6／２５

金曜日

※ シニアスポーツクラブ

(休)なし

(60 歳〜)

４／３〜６／２６

土曜日

ピラティス

6/8

4／1〜6／２４

エアロビクス
ヨガ

(休)4/13、5/4･11、

(休)なし

４／４〜６／２7

※ シニアスポーツクラブの火曜日・金曜日の両曜日に参加の方は、参加料が 9,250 円とお得です。
３

令和２年度春季スポーツ・健康運動教室参加者募集！（市民体育館開催分）のつづき

（期 間）

火曜日

初級

（時 間）

（参加料・回数）

水曜日

09:30〜11:00

10,400 円 (10 回)

11:15〜12:45

10,400 円 (10 回)

初級

13:00〜14:30

10,400 円 (10 回)

初級

09:30〜11:00

10,400 円 (10 回)

11:15〜12:45

10,400 円 (10 回)

４／７〜６／１６

中級

エンジョイ
4／１〜６／１７

(会 場)

テニスコート

テニスコート

金曜日

中級

13:00〜14:30

10,400 円 (10 回)

初級

19:20〜20:50

10,400 円 (10 回)

初心

09:30〜11:00

13,520 円 (13 回)

中級

11:15〜12:45

13,520 円 (13 回)

アリーナ

初級

13:00〜14:30

13,520 円 (13 回)

※上靴持参を！

初心

19:20〜20:50

12,480 円 (12 回)

（休み・予備日）

(休) 5/5
(予備) 6/23･30

(休) 4/29、5/6
(予備) 6/24

(休) なし

４／３〜６／２６

テニス教室
各クラスの
レベルのめやす

(休)4/10

●初心・・・・・・・・初めてテニスをされる方やブランクがある方
●エンジョイ・・・・・基本を練習され、ラリーのできる方
●初級・・・・・・・・各ショットの基本を理解し、ラリーが安定してできる方
●中級・・・・・・・・各ショットが安定し、ゲームを進めることができる方

● ３月１０日（火）までに、下記の各会場窓口・電話・ＦＡＸのいずれかで御応募ください。
【応募先】

各種教室
応募要領

TEL（075）981-6111／FAX（075）981-6820
男山レクリエーションセンター TEL／FAX（075）983-1611
八幡市民体育館

● 応募多数の場合は、締切後に八幡市在住・在勤の方を優先の上、抽選させていただきます。結果は、抽選
に漏れた方のみ連絡します。
● 定員に満たなかった教室は、３月１１日（水）から再募集します。

体育館・男山
共 通

● 応募少数の教室は、開催できない場合があります。
（テニス教室は１クラス６名以上であること。
）
● 都合により日程の変更や休止、講師が代行になる場合があります。
● ３月１１日以降（参加決定後）のキャンセルは、参加料実費分のキャンセル料をいただくことがあります。
● テニスは、経験歴でなく、技術・体力・知識でクラスを編成しており、コーチの判断でクラスを変更して
いただく場合があります。

スポーツ・健康運動教室は、春季(４月〜６月)・夏季(７月〜９月)・秋季(10 月〜12 月)・冬季(１月〜３月)に分けて開催してい
ます。日程などは順次ホームページ等で御案内します。

４

春季(４月〜６月)スポーツ・健康運動教室の参加者募集！
（男山レクリエーションセンター開催分）
【所在地】八幡市八幡大谷８５−２１

【電話番号】０７５−９８３−１６１１

※ くわしい応募要領は、４ページに記載していますのでご覧ください。

水曜日

キッズ＆ジュニア
(３歳〜10 歳)

（期 間）

（時 間）

４／１〜６／１７

016:00〜17:00

（期

間）

（時 間）

（参加料・回数）

7,300 円 (10 回) フットサルコート

（参加料・回数）

水曜日
木曜日

初心

09:30〜11:00

10,400 円 (10 回)

初級

11:15〜12:45

10,400 円 (10 回)

15:30〜16:30

7,300 円 (10 回)

ジュニア基本①

16:40〜17:40

7,300 円 (10 回)

ジュニア基本②

17:50〜18:50

7,300 円 (10 回)

初級

09:30〜11:00

10,400 円 (10 回)

11:15〜12:45

10,400 円 (10 回)

13:00〜14:30

10,400 円 (10 回)

キッズ

初心

４／１〜６／１７

４／２〜６／４

中級

テニス教室
各クラスの
レベルのめやす

（休み・予備日）
(休) 4/29

5/6

(予備) 6/24

（会 場）

テニスコート

テニスコート

（休み・予備日）

(休) 4/29

5/6

(予備) 6/24

(休)なし
(予備)6/11・18・25

●キッズ・・・・未就学児(年中)〜小学 1 年生

●初心・・・初めてテニスをされる方やブランクがある方

●ジュニア基本①・・・小学 2 年生〜

●初級・・・各ショットの基本を理解し、ラリーが安定してできる方

●ジュニア基本②・・・小学 5 年生〜中学生

●中級・・・各ショットが安定し、ゲームを進めることができる方

火曜日

気功と太極拳
姿勢改善体幹トレーニング
バランスエクササイズ

水曜日

（期 間）

（時 間）

４／７〜６／２３

09:30〜11:15

5,170 円 (11 回)

11:30〜12:30

5,640 円 (12 回) (休) 5/5

12:45〜13:45

5,640 円 (12 回)

09:15〜10:15

5,170 円 (11 回)

10:25〜11:25

5,170 円 (11 回) (休) 4/29

11:35〜12:35

5,170 円 (11 回)

09:45〜11:00

6,110 円 (13 回)

11:15〜12:30

6,110 円 (13 回)

09:45〜10:45

6,110 円 (13 回)

11:15〜12:30

6,110 円 (13 回)

４／７〜６／３０

女性体幹トレーニング
女性ストレッチ

（会 場）

４／１〜６／２４

体幹トレーニング

木曜日

ストレッチヨガ
４／２〜６／２５

（参加料・回数）

（休 み）

(休) なし

姿勢改善ヨガ

金曜日

ピラティス
４／３〜６／２６

(休) なし

ヨガ

５

5/6

インフォメーション

３月末をめどに八幡市が大型複合遊具の
修繕工事を進めています。工事期間中、
遊具利用はできません。御迷惑をおかけ
いたしますが、御協力をお願いいたしま
す。

※写真は修繕前のものです。

トレーニングルームには、ランニングマシン、エアロ
バイクなどを設置しています。体力づくり、健康維持
に、女性や高齢者の方もお気軽に御利用いただけま
す。

利用料：１回 ４１０円
オトクな回数券もあります

■ 事前の講習会を受けていただく
必要はありません。
マシンの使用方法については、御希望の方に
指導いたします。

６

