
11：30～
　12：30

10月分▶7・14・21・28
11月分▶4・18・25
12月分▶2・9・16・23

15名

開催時間 実施日程 定員

予　約
問合せ

対象：60歳以上 (60歳未満の方も申込可 )

有酸素
運　動

頭を使う
動　き＋

有酸素運動で
脳の血流を促進

リズムに合わせながら
脳を動かし脳の広い範
囲を刺激

脳活性化

脳活性化

コース
水曜日

9／ 9 （水）    13：15～14：15
9／ 23（水祝）13：15～14：15
9／ 25（金）    11：15～12：15

受付開始日時 9月 1日（火）9:00〜

受 付 方 法 電話申込後、一週間以内に入金。9月 12日以降は電話受付不可（直接受付で申込）

週1回（月4回）5,616円 ／ 週 2回（月8回）7,992円
※週1回はどちらかのコースをお選び頂きます。
※11月のみ（水）は 4,212円（月３回）、週２回コースは6,993円（月７回）となります。

お
申
込受
付
中

13：30～
　14 ：30

10月分▶2・9・16・23
11月分▶10/30・11/6・13・20
12月分▶11/27・12/4・11・25

15名

開催時間 実施日程 定員
足腰強化

コース 金曜日

開講前特別無料体験会
不慣れな方や、体力に自信のない方に
安心の少人数制運動スクールです。

見学者・体験者も大歓迎！

新規教室参加者

大募集!!
回数券（5回）　　　　 2,050円

定期券（１ヶ月使い放題）  4,1 10円

見学OK! お気軽にお越し下さい。

＜トレーニング室利用料金＞

サウナルーム

バスルーム

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室

利
用
者
募
集

火曜日クラス　9月8日 15:15 受付開始
日曜日クラス　9月13日11:00 受付開始

ハタヨガ
～姿勢・歪み矯正ヨガ～

火曜

日曜

火
日

15:15～16:15
9:45～10:45

5,940円（全9回）
5,280円（全8回）

曜日 開催時間 参加費

講 師 太田 千絵 定 員 各 20 名

10月▶6・20・27　11月▶3・10・17
12月▶1・8・22
10月▶11・18・25　11月▶15・22・29
12月▶13・27

火曜日クラス　9 月15 日 11:15 受付開始
水曜日クラス　9月16日 19:00 受付開始

あなたの日常が明るく楽しく元気になる

よう、初めての方にも基礎から丁寧に指

導します。笑顔で踊ることは、心にも身

体にも効くビタミン！ハワイの癒しの

ミュージックに合わせてゆっくり身体を

動かし、心も体もリラックスさせていき

ましょう。

火曜

水曜

火
水

11:15～12:15
19:30～20:30

8,200円（全10回）

曜日 開催時間 参加費

講 師 邦子・ヒイレイイリマオカラニ・藤竹
定 員 各30名

10月▶6・20・27　11月▶3・10・17
12月▶1・8・15・22
10月▶14・21・28　11月▶4・11・18・25
12月▶2・9・16

水曜日クラス　9月9日 12:30 受付開始

ゆっくりとした太極拳の動きに気

功の呼吸を取り入れ、自律神経を

整え、ストレスを緩和していきま

す。足腰を強くし、はつらつとし

た生活が送れるようになる効果や、

自然治癒力を高め病気になりにく

いという効果も併せもった教室で

す。

気功・健康太極拳教室

心と身体をほぐすフラダンス
～ハワイのエッセンス～

水曜

水 11:15～12:30 7,700円（全10回）
曜日 開催時間 参加費

講 師 山田桂子
定 員 30名(最小催行人数10 名 )

10月▶14・21・28 
11月▶4・11・18・25
12月▶2・9・16

ハタヨガは伝統的なヨガの基本で

す。パワー系の動きで力強く、リ

ラックス系の動きで心身を心地よ

くほぐします。身体のバランスを

整え、歪みやホルモンバランスを

整える効果もあるので身体の不調

の改善に役立ちます。

NEW NEW9/ 20（日）

9/27（日）

開　催　日　時 対　象 定　員 参加費

30名 864円
（税込）

A  9:30〜10:30 年中〜小学2年生

小学1〜4年生

小学1〜4年生

年中〜小学2年生

B 11:00〜12:00

C  9:30〜10:30

エンジョイ
クラス

ミックス
クラス

（男女混合）

クラス 定　員 参加対象 参加費 場　所

第一競技場

D 11:00〜12:00

こどもの走り方教室
運動会のヒーロー・ヒロイン

目指
せ！

正しい走り方を覚えて、速く、気持ちよく風をきりましょう！秋の運動会や、

来年の運動会でお友達と差をつけましょう。スポーツセンターならではの、

充実したスタッフ陣が自信をもってオススメします。

第2回スポーツセンターフットサル大会開催! !

優勝チームにはトロフィー授与、景品あり！

ぜひご参加ください。

日進市スポーツセンターロビーにて、スラッ

クライン体験会、身体の各部位の筋肉量、脂

肪量の測定ができる体組成測定会を実施！

救命救急無料講習会

スポセンフットサル大会

万が一に備えて9月

13日
（日）

無料体組成測定会

尾三消防署の協力の元、救命救急講習を行います。講

習終了後に「救命講習修了証」が交付されます。

【時 間】13:00 〜16:00

【場 所】会議室

【対 象】16歳以上

電話又は、受付で直接お申し込みください。

要事前予約

自分の身体を知ろう！21日（月・祝）

〜30日（水）

※事前予約不要
【場 所】トレーニング室
【対 象】16歳以上

第2回

8チーム

16歳以上
7,000円
/チーム

（5名以上 /チーム）

5チーム
（5名以上 /チーム）

※ミックスクラスは試合中、女性が常時1名以上コートにいること

9:00〜15:00

受付開始日時 9月 15日（火）〜

受 付 方 法 直接受付までお申込みください

参加費 無料

申込不要、直接ロビーまでお越しください

場　所 ロビー

【体育の日イベント】

スラックライン体験会10　１０/ （土）
10:00〜15:00

11　21/ （土）

※体組成測定は16歳以上対象

スラックライン体
験は動ける服装で
お越しください。

プロテニス講師からテニスの基本を学び、家族でテニスを楽し

みます。やわらかいボールを使用するのでお子様にも安全です。

参加費 無料

対　象

9月 1日（火）9:00受付開始（電話、又は直接受付までお越しください）

場　所 第一競技場 定　員

【敬老の日イベント】

ファミリー室内テニス体験会9　25/ （金）
16:00〜16:50

9月

開講前特別無料体験会
10 / 7(水 ) 19:30～20:30

9 / 13 (日)  9:45～10:45
9 / 27 （日）11:15～12 :15

開講前特別無料体験会

開講前特別無料体験会
10 / 7(水 ) 11:15～12:30

大注目の新規教室バスルーム

　　サウナルーム完備バスルーム

　　サウナルーム完備

20組 (先着順 )

充実の最新マシン

公共施設

ならではの

充実の最新マシン

公共施設

ならではの

お
申
込受
付
中

おじいちゃん、又はおばあちゃんとそのお孫さん（年長〜小学3年生）

持ち物 動ける服装、室内シューズ（ラケットは貸出）


