
● ジュニアスポーツプログラム一覧
スイミング・陸上・卓球・チアリーディングのクラブチーム（選手クラス）については、ホームページまたは総合パンフレットをご確認ください。

 【スイミング】　　　　　　

キッズスイミング 水慣れから水泳の基礎を学ぼう。

  【火曜】
　　5/14(火) ～　17：00～18：00
  【金曜】
　　5/17(金) ～　17：00～18：00

年中・年長
（15名/各）

2,500円/月 ※月3回
※月謝制

Cクラス
水泳の基本を学び、クロールから背泳ぎの
習得を目指しましょう。

  【火曜】
　　5/14(火) ～　17：00～18：00
　【金曜】
　　5/17(金) ～　17：00～18：00

小学生
（60名/各）

【週 1】　2,500円/月
【週 2】　4,000円/月

※月3回
※月謝制

Bクラス 4種完泳・泳力・技術向上を目指します。

　【火曜】
　　5/14(火) ～　18：30～19：30
　【木曜】
　　5/16(木) ～　18：30～19：30

小学生
（20名/各）

【週 1】　2,500円/月
【週 2】　4,000円/月

※月3回
※月謝制

 【基礎体力向上】　                                                                                                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

SUPOLAB-SP KIDS
(キッズ体操）

キッズ体操がリニューアル！
「体操」や「かけっこ」など色んな運動に挑戦。
カラダの上手な使い方を身につけよう。

　【木曜】
     4/11(木) ～ 17：30～18：15

年中・年長
（35名）

3,000円/月 ※月3回
※月謝制

SUPOLAB-SP
基礎体力・バランス感覚・俊敏性や柔軟性の
向上を主に、多種多様なトレーニングの実施と
月1回の測定を実施。

　【水曜】
     5/8  (水) ～ 18：30～20：00

小学生
（40名）

3,000円/月 ※月謝制

 【体操】　                                                                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

体　操
（ジュニアクラス）

跳び箱・マット・鉄棒の基本運動から、
レベルに応じた技の挑戦・習得を目指します。

　【木曜】
     4/11(木) ～ 18：30～19：30

小学生
（25名）

3,500円/月 ※月3回
※月謝制

体　操
（タンブリングクラス）

楽しみながらバク転や宙返りなどに挑戦！
みんなの憧れの技を身につけよう。

　【月曜】
     4/15(月) ～ 19：20～20：50

小学生
（20名）

5,000円/月 ※月3回
※月謝制

 【チアリーディング】　            

スクールクラス
リズミカルなダンスを楽しく踊ります。
運動が大好きな子供達大歓迎！

　【水曜】
     4/10(水) ～ 17：00～17：45

年中～小学生
（12名）

2,500円/月 ※月謝制

 【卓球】　                                                                                            

キッズクラス 卓球の基礎を幼児期からしっかり学べます。

　【木曜】
　　①5/9(木) ～ 17：30～18：15
　　②9/5(木) ～ 17：30～18：15
　　③1/9(木) ～ 17：30～18：15

年中・年長
（5名/期）

3,000円/期
※月2回
②、③は8/4から
受付可。

ジュニアクラス
卓球の基本動作から上達に向けて
楽しく学びます。

　【木曜】
     5/9(木) ～   18：00～19：30

小学生
（20名）

3,000円/月 ※月謝制

 【陸上】　         

かけっこスクール 速く走れるようになるための基礎練習。

　【水曜】
　　①7/3 (水) ～ 7/24(水)   17：00～18：00
　　②7/31(水) ～ 8/28(水)  17：00～18：00
　　③9/4 (水) ～ 9/25(水)   17：00～18：00

小学生
（15名/期）

2,500円/期 1人につき
1期分まで受付可。

 【複合スポーツ少年団】　　　

ボールでGO!!
球技スポーツを中心にゲーム要素で
楽しくスポーツに取り組みます。

　【水曜】
     4/10(水) ～ 17：30～18：30

小学生 1,000円/月 ※月謝制

 【ジュニアスポーツ】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　

ジュニアソフトテニス
基礎からしっかり学び、ドンドン上達！
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場：ありそドーム

　【水曜】
　　①4/10(水) ～　19：30～21：00
　　②9/4  (水) ～  19：30～21：00

小学生
（25名/期）

3,000円/期 ②は8/4から受付可。

ソフトテニス
（中学生）

中学生対象のステップアップクラス。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　会場：桃山運動公園

　【土曜】
　　①4/13(土) ～　20：00～21：30
　　②9/7  (土) ～  20：00～21：30

中学生
（25名/期）

3,000円/期 ②は8/4から受付可。

バドミントン
基礎練習の反復で、基本動作を学びます。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場：総合体育館

　【日曜】
　　①4/14(日) ～　18：00～19：00
　　②9/1  (日) ～　18：00～19：00

小学3～6年生
（16名/期）

3,000円/期 ②は8/4から受付可。

バスケットボール
バスケットボールに興味がある3年生以上の
小学生が対象です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場：ありそドーム

　【月曜】
     10/7 (月) ～ 19：00～20：30

小学3～6年生
（30名）

3,000円 8/4から受付可。

インラインスケート
あっという間に上達！
初心者でも楽しめるスポーツです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場：総合体育館

　【火曜】
     9/3  (火) ～  18：00～19：00

小学生
（20名）

3,000円 8/4から受付可。

トランポリン
宙に浮く感覚を体験してみませんか？
楽しく跳んでバランス感覚アップ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場：ありそドーム

　【月曜】
　　①5/13(月) ～　18：30～19：30
　  ②9/9  (月) ～　18：30～19：30

小学生
（12名）

3,000円/期 ②は8/4から受付可。

コーディネーション
身体を巧みに動かす能力を身につけます。
運動を通してコミュニケーションも深めます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場：ありそドーム

　【月曜】
     5/13(月) ～  18：30～19：30

小学生
（20名）

3,000円

JOYFUL ラグビー
ラグビー要素で楽しくエクササイズ！
親子でも参加できるプログラムです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場：総合体育館

　【火曜】
　　①4/16(火) ～　19：00～20：00
　　②9/3  (火) ～　19：00～20：00

小学生
or

小学生以上親子
（25名）

3,000円/期 ②は8/4から受付可。

会場：総合体育館　温水プール

会場：総合体育館

※９月以降の教室受付は、８月４日（日）から受付開始となります。

会場：ありそドーム（キッズ）　　総合体育館（小学生）

会場：ありそドーム

会場：ありそドーム

会場：総合体育館

会場：総合体育館／吉田グラウンド
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