




◇楊名時八段錦太極拳　【対象：18歳以上の男女】

太極拳の応募しめきり　６月１２日（火）必着　※太極拳のみ応募しめきりが違います。ご注意ください。

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST701 心体義塾 月 10：00～11：00 全3回 ¥3,090 30 20・27 12名

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST702 バドミントン 月・金 9：40～10：50 全3回 ¥3,090 27・30 10 20名

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST703 大人卓球（初心者） 9：45～11：15

ST704 大人卓球（経験者） 11：30～13：00

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST705 子ども卓球①（1～3年生） 16：00～17：30 12名

ST706 子ども卓球②（4～6年生） 17：45～19：15 24名

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST707 幼児バレエ 13：45～14：35 ¥1,030

ST708 小学生バレエ 14：55～16：25 ¥1,240

 健康と幸せを願って行う鶴の舞。腹式呼吸とゆっくりとした動きで精神を安定させ、
 ストレスを解消しながら心身のバランスを整えます。さらに、脳の活性化にも効果的です。
 ※室内シューズ不要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：木下・片岡・原　※内2名

ー 20

【幼児バレエ】　対象：4・5歳児（平成24年4月2日～平成26年4月1日生まれ）
　バレエの音楽に合わせて踊る楽しさを体感しましょう。
【小学生バレエ】　対象：小学1～6年生
　ストレッチから、バーレッスン、センターレッスンまで丁寧に教えていきます。
持ち物：体のラインがわかる動きやすい服装（名前入り）・バレエシューズ又は靴下・飲み物　　　　　　　　　 担当：昆・アシスタント1名

各25名全1回月

全5回

バドミントンを始めたい方、運動不足を解消したいという方にオススメの初心者クラスです！
ラケットの振り方から足の使い方、基礎を中心に行い、バドミントンを楽しめるように指導します。
バドミントンは年代を問わず生涯スポーツとして世代を超えて楽しめるスポーツです。
お気軽にご参加いただけるプログラムになっております。ぜひこの機会にバドミントンに触れて体験してみてください。
持ち物：ラケット・室内シューズ・動きやすい服装・飲み物・タオル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：小笠原

◇バドミントン　【 対象：18歳以上の男女 】

◇幼児・小学生バレエ

¥7,500

卓球をやってみたい子、上手くなりたい子、みんな集まれ―！！
ボール慣れやボール遊びから始まり、ラリーができるように基本的な技術を身につけよう！
持ち物：ラケット（お持ちであれば）・室内シューズ・動きやすい服装・飲み物・タオル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  担当：加藤　※子ども卓球②は加藤・アシスタント1名

◇子ども卓球　【対象：小学生】

24・31 7・14・21・28全6回 ¥7,440

◆◇◆ 大人・子ども ス ポ ー ツ 教 室 ◆◇◆　※応募の際は必ずお子様の生年月日をご記入ください。

◇心体義塾　～正しい姿勢・呼吸法について学びましょう～   【 対象：18歳以上の男女 】

◇大人卓球　【 対象：18歳以上の男女 】

火

14・21・28 各8名

卓球をやってみたい！ラリーを続けられるようになりたい！という方は初心者クラスにご参加ください。
経験者の方は試合で勝つためのスキルアップなど技の習得にチャレンジしましょう！
夏休み期間限定の少人数制でのレッスンとなりますので個人スキルを磨くチャンスです！
持ち物：ラケット（お持ちであれば）・室内シューズ・動きやすい服装・飲み物・タオル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：塩崎

東洋医学では病気は気の巡りが滞った時に起こると言われています。気が合う、元気、気分、空気など…
人間は様々な気に囲まれて暮らしています。
正しい姿勢と息遣いを学んで、良い「気」を身に付け、気分の良い、健康的な毎日を過ごしませんか？　　　　　　　　　　担当：内田

火 24・31

 

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 9月 定員

ST700 楊名時八段錦太極拳 水 14：15～15：45 全9回 ¥6,480 4・11・18 1・8・29 12・19・26 50名

バレエ初心者大歓迎！ 
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番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST709 小学1～3年生クリニック 9：45～11：15

ST710 小学4～6年生クリニック 11：30～13：00

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST711 チアⅠ（年少～年長） 13：15～14：15

ST712 チアⅡ（小学1年生～中学生） 14：30～15：30

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST713 ボールでチャレンジ4・5歳児 14：10～14：55

ST714 ボールでチャレンジ小学1・2年生 15：10～16：00

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST715 ジュニアバレーボール 16：20～17：30

ST716 中・高生バレーボール 17：45～18：55

担当：アカデミーコーチ

　持ち物：小学生4号ボール、中・高生5号ボール（貸出用ボールは5号）・サポーター（肘・膝）・体育着（フルネーム入り）・室内シューズ・タオル・飲み物

担当：本島千代子、小谷弘美、内藤香菜子など　※内1名・アシスタント2名

¥6,200 各24名

◆◇◆子どもスポーツ教室◆◇◆ 　　　　　　　　　　　　　　　※応募の際は必ずお子様の生年月日をご記入ください。

月～木

全4回 ¥6,200 20・21・22・23

ー

【ジュニアバレーボール】…対象：小学3年～6年生男女（経験者向け）
　夏休み短期集中4日間クラスになります。バレーボール技術の更なるレベルアップへチャレンジしましょう。
　経験者向けのクラスですが、初心者の方のご参加も可能です！初めてのお子様には丁寧に指導いたします。
【中・高生バレーボール】…対象：中学生・高校生の女子限定
　もっと上手になりたい人のための夏休み短期集中クラスです。レセプション～サーブ～スパイクのポイントレッスンを含め、
　3日目からは、ゲームメイクへ展開していきます。4日間集中的にレッスンし、チームメイトに差をつけよう！
　※小学校高学年（4年生以上）の方で過去に中・高生の定期教室またはクリニックに参加したことがある方は参加が可能です。
　 　応募ハガキに参加経験ありと必ず明記してご応募ください。

◇みんな集まれ！ボールでチャレンジ！！ 【対象：4・5歳児（平成24年4月2日～平成26年4月1日生まれ）、小学1・2年生】

◇夏休み短期集中バレーボール スキルアップクラス！！

仲間と楽しみながら、いろんな動きにチャレンジし子供の運動能力を開発するボール運動プログラムです。
成長期に必要な「コーディネーショントレーニング」をとり入れ「投げる・とる・つく・蹴る」などボールを使った様々な動きを通じ、
身体能力を向上させます。また、仲間と一緒に行動することで、集団行動も学べます。　　　担当：岩屋睦子、内藤香菜子、落合真理など

持ち物：動きやすい服装（名前入り）・室内シューズ・タオル・飲み物　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　 ※内1名・アシスタント2名

ー

全4回

各20名月～木

20・21・22・23

◇チアリーディングスクール　【対象：チアⅠ：年少～年長（平成24年4月2日～平成27年4月1日生まれ）、チアⅡ：小学1年生～中学生】

　　～1dayの体験レッスンです！～

全1回 ¥1,550

全2回

スポーツを応援するチアリーダーは、チアスピリットを大切にします。
横浜ビー・コルセアーズチアリーディングスクールでは、チアの真髄であるチアスピリット(人を励まし、お互いを尊敬する協調性、
前向きな気持ち)に重きを置きながら、しっかりとしたテクニック指導で、心身ともに健やかに育つプログラムをご提供します。
笑顔で楽しく、元気一杯体を動かし、まずはチアを体験してみませんか？お気軽にご参加ください。
持ち物：動きやすい服装・室内シューズ・タオル・飲み物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　担当：B-ROSEメンバー・OGなど

28 ー

1・2

元全日本・トップリーグ選手が楽しく丁寧な指導を行います！

男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」に参戦中の
　　　　　　　　　　　　　横浜ビー・コルセアーズによるバスケットボール教室とチアリーディング教室です！

各50名―

各24名

¥2,480

土

水・木

横浜国際プールをホームアリーナとするプロバスケットボールチームのアカデミーコーチによる2日間の特別教室です。
初めての方からスキルアップを目指す経験者まで、それぞれのレベルにあった練習メニューで、「楽しむこと」と「上手くなること」を
サポートします。バスケットボールが好きな人は経験問わず大歓迎！お気軽にご参加ください！
持ち物：5号バスケットボール(お持ちであれば)・動きやすい服装・室内シューズ・タオル・飲み物　※貸し出しは7号ボール

◇バスケットボールクリニック【対象：小学生】

みんなで夏の思い出をつくろう！ みんなで夏の思い出をつくろう！ 
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番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST717 年少・年少々 9：45～10：45

ST718 年中 11：00～12：00

ST719 年長 12：15～13：15

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST720 年少児体育（Ａコース） 月～木 30・31 1・2

ST721 年少児体育（Ｂコース） 火～金 ー 7・8・9・10

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST722 年中・年長（Cコース） 月～木 30・31 1・2

ST723 年中・年長（Dコース） 火～金 ー 7・8・9・10

ST724 小学1～3年生（Eコース） 月～木 30・31 1・2

ST725 小学1～3年生（Fコース） 火～金 ー 7・8・9・10

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST726 小学1～3年生（Gコース） 月～木 30・31 1・2

ST727 小学1～3年生（Hコース） 火～金 ー 7・8・9・10

ST728 小学4～6年生（Iコース） 月～木 30・31 1・2

ST729 小学4～6年生（Jコース） 火～金 ー 7・8・9・10

※体操教室は、前期（7月30日～8月2日）・後期（8月7日～10日）の練習内容は同じです。

ST720～ST729体操教室の持ち物

※親子体操教室は新規参加者が優先となります。応募者が定員を超えた場合は抽選を行います。

―¥2,060

14：45～15：45

幼児期に必要な、走る・とぶ・おす・ひく等の生活に必要な動きを、マット・鉄棒・跳び箱等の器具を使用し、楽しく運動して
身につけていきます。鉄棒を回ったり、跳び箱を跳んだりできるかな？

全4回 ¥4,120

全4回

初心者から基本的な動作を学び、短期間でコツをつかんでいくコースです。
倒立や前方宙返り等、高度な技も体験できます。経験者の方は更にレベルアップ！！

楽しい運動遊びから、基本動作を身につけ、その組み合わせにより跳び箱・鉄棒のコツを習得していくコースです。
苦手から得意へをスローガンに楽しく運動していきます。逆上がりや開脚とびにもチャレンジ！！

各25名

　　　　　担当：各曜日講師2名

水・木

　運動着（前後名前入り）・タオル・飲み物・室内シューズ不要

各25名

11：00～12：00

¥4,120

¥4,120

◇跳び箱・鉄棒集中クラス　【年中・年長（平成24年4月2日～平成26年4月1日生まれ）、小学1～3年生】

◇親子体操教室　【対象：2歳児～5歳児のお子様と保護者1名】
　　　　　　　　　　　　　 ※幼稚園に通園していない2歳児（年少々）のお子様もご参加いただけます。

年齢に応じて身につけておきたい基本動作を取り入れ、平均台・跳び箱・鉄棒・縄跳び・ボールにフラフープなど、
たくさんの体操器具や遊具を使って体をいっぱい動かします。
また、保護者の方にはお子さまのサポートをしていただきながら、サポート（補助）のコツも伝授します！
お子様の遊び場として、様々な動きや運動遊びにチャレンジしてお子様のできることを親子で増やしていきましょう！
―各教室内での実施予定種目―　　※クラスに応じた到達目標を設定します。
   年少・年少々（平成26年4月2日～平成28年4月1日生まれ）…平均台・マット・鉄棒・ボールが中心となります。
   年中（平成25年4月2日～平成26年4月1日生まれ）…鉄棒・跳び箱・マットが中心となります。
   年長（平成24年4月2日～平成25年4月1日生まれ）…鉄棒・跳び箱・マットが中心となります。

短期集中体操コース！マット・鉄棒・跳び箱、苦手なものを集中して練習しよう!!

◇年少児体育　【平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれ】　　　

各25名

16：00～17：00

※ご家族の見学は可能ですが、教室に参加できるのはお子様（1名）と保護者（1名）のみになります。

13：30～14：30

◇器械体操クラス　【小学１～6年生】

全2回

9：45～10：45

25・26 各30組

持ち物：運動着・室内シューズ（※保護者のみ）・汗拭きタオル・飲み物・必要であれば着替え

◆◇◆ 体 操 教 室 ◆◇◆ 　　　　　※応募の際は必ずお子様の生年月日をご記入ください。

全4回

山崎先生・香取先生による 

夏休み限定特別教室です！ 
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番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST730 はじめてサッカー(Aコース) 月～木 16：00～16：50 全4回 ¥4,120 30・31 1・2

ST731 はじめてサッカー(Bコース) 月～金 16：20～17:10 全5回 ¥5,150 ― 13・14・15・16・17

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST732 はじめてサッカー(Cコース) 火～金 15：50～16：50 24・25・26・27 ―

ST733 ドリブルフェイント(Dコース) 月～木 17：00～18：00 30・31 1・2

ST734 はじめてサッカー(Eコース) 月～金 17：20～18：20 全5回 ¥5,150 13・14・15・16・17

ST735 はじめてサッカー(Fコース) 火～金 16：00～17:00 全4回 ¥4,120 7・8・9・10

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST736 はじめてサッカー(Gコース) 火～金 17：00～18：10 24・25・26・27 ―

ST737 ドリブルフェイント(Hコース) 月～木 18：10～19：20 30・31 1・2

ST738 はじめてサッカー(Iコース) 月～金 18：30～19：40 全5回 ¥5,700 13・14・15・16・17

ST739 ドリブルフェイント(Jコース) 火～金 17：10～18：20 全4回 ¥4,560 7・8・9・10

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST740 エンジョイコース(Kコース) 火～金 18：20～19：50 全4回 ¥4,960 24・25・26・27 ― 26名

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST741 チャレンジコース(Lコース) 火～金 18：30～20：00 全4回 ¥4,960 ― 7・8・9・10 26名

ST730～ST741サッカー教室に必要な持ち物
小学生用４号サッカーボール・すねあて・室内シューズ・タオル・飲み物・着替え

※幼児クラスの方は、サッカーボールとすねあては必要ありません。

◇サッカーチャレンジコース【小学4～6年生　中級者向け】 

各26名

◇サッカー小学5・6年生 

全4回 ¥4,120

―

◆◇◆ サッカー 教 室 ◆◇◆ ※応募の際は必ずお子様の生年月日をご記入ください。

夏休み限定の集中講座を開催します。最終日にはゲームをするので、練習の成果を発揮しましょう！

◇サッカー幼児クラス 【4・5歳児（平成24年4月2日～平成26年4月1日生まれ）】　※初心者向け

かんたんなボール遊びや追いかけっこで楽しく遊んでいるうちに自然にサッカーが好きになっちゃう・・・！そんなクラスです。

全4回 ¥4,560

◇サッカー小学1・2年生

各20名

　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：鈴木＋アシスタント1名

「もっともっとサッカーが上手くなりたい。」といったみんな集まれ！
高いプレッシャーの中でサッカーの技術が発揮できるようになるためのコース。サッカー経験者ならどなたでもトライできます。

【はじめてサッカー】初心者向け
はじめてでも大丈夫！かんたんなボール遊びや追いかけっこで楽しく遊んでいるうちに自然にサッカーが好きになっちゃうよ。
【ドリブルフェイントコース】経験者向け
楽しい遊びの中から、サッカーのゲームに必要な技術、「ドリブル」「ボールコントロール」「キック」、そしてそれらを利用した
「フェイント」を身につけよう！

各26名

◇サッカー小学3・4年生
【はじめてサッカー】初心者向け
はじめてでも大丈夫！かんたんなボール遊びや追いかけっこで楽しく遊んでいるうちに自然にサッカーが好きになっちゃうよ。
【ドリブルフェイントコース】経験者向け
ゲームに必要な技術、「ドリブル」「ボールコントロール」「キック」・・・そしてそれらを利用した「フェイント」を身につけよう。

―

サッカーのゲームを楽しむためにサッカーの基本技術を身につけよう。楽しみながらサッカーが上手になるよ。
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番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 7月 8月 定員

ST742 ジュニアテニス（Aコース） 火～木 全3回 24・25・26 ー

ST743 ジュニアテニス（Bコース） 火～金 全4回 ー 7・8・9・10

ST744 ナイトテニス（Cコース） 火～木 全3回 24・25・26 ー

ST745 ナイトテニス（Dコース） 火～金 全4回 ー 7・8・9・10

ST746 スーパーナイト（Ｅコース） 火 24 7

ST747 スーパーナイト（Ｆコース） 水 25 8

◆◇◆ テ ニ ス 教 室 ◆◇◆

各30名

◇テニス（登録制）　　　※前期・後期の練習内容は同じです。
【ジュニアテニス】　対象：小学生～中学生
　初心者の方から経験者までどなたでも参加が可能です！
　当日、レベル分けをするので普段参加している人も、 ちょっと体験してみたいと思っている方にもお勧めクラスです。
【ナイトテニス】　対象：中学生（経験者）以上の男女　　※中学生で初心者の方はジュニアテニスにご参加ください

　仕事帰りに集まった仲間とゲームを楽しみましょう！初心者の方もご参加いただけます。
【スーパーナイトテニス】　対象：18歳以上の男女（経験者）
　ワンランク上のゲームを楽しむ上級クラスです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　 ジュニアテニス、ナイトテニス：講師2名

持ち物：ラケット・動きやすい服装・シューズ・タオル・飲み物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   スーパーナイトテニス：講師1名

～注意事項～
※テニス教室は登録制（登録最大人数はジュニアテニス、ナイトテニスは40名、スーパーナイトテニスは25名）です。
※登録最大人数を超えた場合は抽選となります。抽選の結果は返信ハガキにてお知らせします。
※各教室、参加人数（定員）に限りがございます。（ジュニアテニス、ナイトテニスは30名、スーパーナイトテニスは14名）
　 登録者の中から当日先着順となります。
　（受付は教室開始30分前から1階総合受付にて行います）
※曜日ごとに講師が代わります。
※天候による教室の中止は、開始60分前に決定します。HPまたはお電話にてご確認ください。
※開始から1/2以上時間が経過した場合での天候等による教室の中断は教室成立とさせていただきます。
※天候によりレッスンが途中で中止になる場合がございますので送迎の際はご注意ください。

19：00～20：30

各14名

17：30～18：45

20：45～22：15 全2回

\1,030
（1回毎）

\1,550
（1回毎）

当日参加フロアプログラムの各教室詳細（日程・時間・料金等）はHPまたは、お電話にてお問合せください。 

火 土

サブアリーナ 多目的ホール サブアリーナ サブアリーナ 多目的ホール サブアリーナ 多目的ホール サブアリーナ 多目的ホール サブアリーナ

月 水 木 金

モ
ー
ニ
ン
グ
タ
イ
ム

デ
イ
タ
イ
ム

ナ
イ
ト
タ
イ
ム

11：15～12：05
ステップ
花井

12：25～13：15
チャレンジエアロ

花井

12：20～13：10
楽楽体操
杉田

11：10～12：00
はじめてエアロ

布施

11：10～12：00
ステップ初級

越智

12：20～13：10
ヨガ
岩間

10：00～10：50
ビューティー

コンディショニング
MAYUMI（角田）

19：30～20：20
Ｌｉｆｅヨガ
Yoko

10：00～10:50
パワーヨガ
布施

10：00～10：50
チャレンジエアロ

布施

11：10～12：00
パワーヨガ
中村

12：20～13：10
エアロ＆ストレッチ

布施

12：20～13：50
大人のバレエ

吉田
14：00～14：50
シニアヨガ
岩間

11：10～12：00
ボクサタイム

今井

10：00～10：50
ピラティス
Yukiko（岡田）

12：20～13：10
ボディケアストレッチ

矢野

19：30～20：20
エマ式

美ＢＯＤＹメイク
エリ・マミ

12：20～13：10
ヨガ
岩間

10：00～10：50
ズンバ
樋口

11：10～12：00
みんなでエアロ

咲霧

19：30～20：20
骨盤調整シェイプ

杉田

場所：会議室1
定員

15名
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◇音楽ひろば　♪受講されるお子様以外のご家族の方もお部屋に入ることが可能です♪

持ち物：飲み物 担当:長瀬

教室名 曜日 時間 回数 受講料 7月 8月 定員

音楽ひろば親子 9:45～10:30 10組

音楽ひろば友だち 10:45～11:45 12名

教室名 曜日 時間 回数 受講料 7月 8月 定員

わくわくキッズえいご（3歳児） 10:30～11:20

わくわくキッズえいご（4･5歳児） 11:40～12:30

◇ジョイフル・コーラス　【5歳児（平成24年4月2日～平成25年4月1日生まれ）～小学生】

持ち物：鉛筆、消しゴム、色鉛筆、飲み物 担当：大橋

教室名 曜日 時間 回数 受講料 7月 8月 定員

火 7・21

木 9・23

◇声楽【18歳以上の男女】

持ち物：筆記用具、飲み物 担当：大橋
教室名 曜日 時間 回数 受講料 7月 8月 定員

火 7・21

木 9・23

火 7・21

木 9・23

◇楽々アンサンブルナイト【中学生以上の男女】

教室名 曜日 時間 回数 受講料 7月 8月 定員

楽々アンサンブルナイト 月・火 20:00～21:55 全2回 \3,090（1回毎） 24 20 30名

 カルチャー教室　☎電話申し込み　先着順 ※子ども向けカルチャー教室は、お子様の生年月日をお伝えください。
　　お子様のみ参加のクラスとなります。

TEL
受付

　※18時を過ぎる教室のため、中学生のご参加は、保護者の送迎が必要となります。

　毎シーズン人気の楽々アンサンブルナイトを開講します！管楽器なら楽器はなんでもＯＫ！

持ち物：管楽器（アルトサックス、フルート、クラリネット、トランペット、ホルン、トロンボーン、ユーフォニアム、チューバなど）
持ち物：飲み物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：下村

　※お申込の際は、使用楽器を必ずお伝えください。

　大勢でビッグバンドのようなアンサンブルを楽しみましょう。

¥1,240

-

    ◇ジョイフル・コーラス、声楽、オペラアリアや名曲に触れてみようの教室は、初回に全回数分の受講料をお支払いください。

    ◇音楽ひろば、楽々アンサンブルナイト教室は、１日のみの参加も可能です。※お申し込みの際に参加日をお伝えください。

    ◇参加費は、開催日当日支払いとなります。

　　★★カルチャー教室　電話申し込み教室について★★

　     参加希望の方は横浜国際プール教室担当までご連絡ください。☎045-592-0453

    ◇電話申し込み教室は先着順となります。定員になりしだい受付は終了します。

◇わくわくキッズえいご～えいごでうたおう♪～【3・4・5歳児（平成24年4月2日～平成27年4月1日生まれ）】

25

各8名20

　大きな声をだすと気持ちが明るくなります！お友だちと一緒に楽しく歌いませんか？

全2回

持ち物：飲み物

　9月からのクラスの体験レッスンです。楽しい歌を歌いながら英語のリズムに親しみましょう。　9月からのクラスの体験レッスンです。楽しい歌を歌いながら英語のリズムに親しみましょう。

月 全1回 -
TEL
受付

　※楽譜は当日配布しますが、事前に配布希望の方はお問い合わせ下さい。

　毎シーズン人気の楽々アンサンブルナイトを開講します！管楽器なら楽器はなんでもＯＫ！

　大勢でビッグバンドのようなアンサンブルを楽しみましょう。

【声楽】（火曜日と木曜日で曲目が違います）
　サンサンと照る太陽のパワーを受け、元気に歌って夏を過ごしましょう！初心者の方も経験者の方も大歓迎です！

声楽 ¥2,060

-

【親子で遊ぼう】　1・2歳児（平成27年4月2日～平成29年4月1日生まれ）と保護者1名　※双子可
　親子で音楽を通して遊んでみませんか？楽器遊びや歌遊びで親子の絆を深めましょう。
【親子で遊ぼう】　1・2歳児（平成27年4月2日～平成29年4月1日生まれ）と保護者1名　※双子可
　親子で音楽を通して遊んでみませんか？楽器遊びや歌遊びで親子の絆を深めましょう。

【友だちと遊ぼう】　3・4・5歳児（平成24年4月2日～平成27年4月1日生まれ）
　夏らしい曲に合わせて、楽器や歌で遊びましょう。音楽に興味がある、初めてやってみようというお友だち！
　ぜひ遊びにきてください。

\1,030
（１回毎）

8水
TEL
受付

15名全2回

10:00～11:00

13:00～14:00
オペラアリアや名曲に

触れてみよう

TEL
受付

全2回

全2回

担当：三代川

¥2,480

【オペラアリアや名曲に触れてみよう】
どこかで耳にしたことがある曲、その作家の人生など音楽鑑賞をしながら時代背景や表現を感じて曲の味わいを深めていきましょう。
☆火曜：ショパンのノクターン（夜想曲）を聴いてみよう。　　☆木曜：モーツァルトのオペラアリアを聴いてみよう。

15名

¥4,120 - 15名

ジョイフル・コーラス
TEL
受付 11:10～12:10
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番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 教材費 7月 8月 定員

ST748 ビー玉コロコロ迷路 木 - 9

ST749 小さなおうち 金 27 -

◇絵画造形 小学生クラス【小学生】　※お子様のみ参加のクラスです。

持ち物：エプロンまたは汚れてもよい服装、持ち帰り袋、飲み物

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 教材費 7月 8月 定員

ST750 サッカーゲーム① 火～木 15:30～17:30 24･25･26 -

ST751 サッカーゲーム② 水～金 10:00～12:00 - 15･16･17

ST752 おうちランプ① 火・水 24･25 -

ST753 おうちランプ② 水・木 - 15･16

ST754 コリントゲーム① 火・水 10:00～12:00 24･25 -

ST755 コリントゲーム② 水・木 13:00～15:00 - 8･9

ST756 ジオラマ 水～金 10:00～12:00 - 8･9･10

ST757 ふしぎのたまご 水・木 15:30～17:30 - 8･15･16

ST758 キャンバスに描く 13:00～15:00 ¥1,800 -

ST759 プラバンモビール 10:00～12:00 -

ST760 標本箱 15:30～17:30 -

ST761 フェルトのおさいふ 13:00～15:00 -

木・金

金

¥5,580

¥3,720

¥5,580

¥3,720

¥1,200

各10名

13:00～15:00

全3回

全2回

全3回

全2回

10･17

¥1,000

¥1,200

【プラバンモビール】
　透明のプラ板に絵を描いてモチーフを作ります。2日目はワイヤーで枠を作り、プラ板で作ったモチーフを
　繋ぎ合わせてゆらゆら揺れるモビールを完成させます。

【フェルトのおさいふ】
　ふわふわの羊毛をボールに巻きつけて石けん水を使ってフェルト化させます。2日目はチクチク手ぬいでファスナーを
　ぬい付けてみましょう。コロンと丸いカラフルなおさいふの出来上がりです。

【標本箱】
　植物、動物、昆虫……食べ物でも!!自分の好きなものを紙粘土でたくさん作ります。
　木で標本箱を作り、中に入れて完成させます。自分の大好きなものを詰め込んだ標本箱の工作です。

        担当：伊東・アシスタント１名  

¥1,800

【コリントゲーム①・②】（①、②の内容は同じです。）
　夏休み恒例のビー玉パチンコゲーム作りです。木の板に絵を描いて、釘を打って完成させます。
　作って楽しい遊んで楽しい木工工作です。

【おうちランプ①・②】（①、②の内容は同じです。）
　薄い木の板を組み立てて家を作ります。壁や屋根には、糸のこぎりでライトの光がもれるための
　窓を開けます。ゆらゆら揺れるＬＥＤライトを入れてキャンプにも持っていけるランプを作っていきます。

【サッカーゲーム①・②】（①、②の内容は同じです。）
　昨年好評につき、今年はバージョンアップして再登場!!人形を動かしてゴールを競うサッカーゲーム作りです。
　木の箱を組み立てて、フィールドの色を塗ったり選手を作ったりして完成させていきます。

【ジオラマ】
　細長い箱の中にいろいろな材料を使って自分の好きな世界を作ってみましょう。箱に丸い穴を
　あけてそこから覗くジオラマです。お気に入り世界もきっといつもと違って見えてくるでしょう。

【キャンバスに描く】
　いつもの画用紙ではなく、木の枠に麻布を張ったキャンバスにアクリル絵の具とオイルパステルを使って、
　夏のモチーフを描きます。絵が描けたら木の額縁も作って、壁に掛けられるようにして完成です。

【ふしぎのたまご】
　張り子の技法でたまごを作り、乾いたら絵の具で模様を描きます。たまごが出来たら、たまごから生まれてきた
　生きものを紙粘土で作りましょう。どんな生きものが生まれてくるのか……じっくり取り組む夏休みにぴったりの制作です。

持ち物：エプロンまたは汚れてもよい服装、持ち帰り袋、飲み物          担当：伊東・アシスタント１名  

15:30～17:30 全１回 ¥1,860 ¥1,000 各10名

◇絵画造形 合同クラス【4歳児(平成25年4月2日～平成26年4月1日生まれ)～小学生】
　※お子様のみ参加のクラスです。

【ビー玉コロコロ迷路】
　1ｃｍ角のひのきブロックを使い、自由に組み合わせてビー玉を転がして遊ぶ迷路を作ります。
　トンネルやタワーも作り、旗を付けたら完成です。

【小さなおうち】
　牛乳パック型の土台に紙粘土や木材などで自分が住んでみたいおうちを作りましょう。おうちが出来たら
　お庭も作りましょう。いろいろな材料を味わい楽しく制作してみましょう。

26･27

¥1,200

 カルチャー教室 　ハガキ申し込み ※子ども向けカルチャー教室は、お子様の生年月日をご記入ください。
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◇夏のインテリア雑貨『親子でつくるハーバリウム』

【4歳児(平成25年4月2日～平成26年4月1日生まれ)～小学生のお子様1名と保護者様１名】

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 教材費 7月 8月 定員

ST762 親子でハーバリウム 土 13:00～15:00 全1回 ¥4,560 込み - 18 10組

◇ビンの中の素敵な空間『初めてのハーバリウム』中学生以上の男女

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 教材費 7月 8月 定員

ST763 初めてのハーバリウム 金 10:00～12:00 全1回 ¥4,050 込み 27 - 10名

◇竹細工【小学生】　※お子様のみ参加のクラスです。

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 教材費 7月 8月 定員

ST764 竹細工① - 11

ST765 竹細工② - 18

◇韓国語【18歳以上の男女】　　

番号 教室名 曜日 時間 回数 7月 8月 定員

ST766 韓国語（基礎） 火 14:30～15:30 全1回 - 7 10名

◇英会話【18歳以上の男女】

持ち物：筆記用具、飲み物
番号 教室名 曜日 時間 回数 7月 8月 定員

ST767 旅行英会話 9:30～10:30

ST768 楽しく話そう英会話 10:35～11:35

ST769 おもてなし英会話 11:40～12:40

ST770 仕事に役立つ英会話 土 10:00～11:00 全1回 - 25

全1回

持ち物：エプロンまたは汚れてもよい服装、持ち帰り袋、飲み物、タオル、必要な方は着替え　　　　 担当：根岸・アシスタント

今話題の韓国語に挑戦してみましょう!！9月からのクラスの体験レッスンです。ハングル語の読み方や正しい発音、
文法など基礎からしっかりと学びます。はじめて韓国語を学ぶ人や一から学び直したい人にオススメです。
エステやグルメ、韓国ドラマなどに興味がある方、この機会に体験してみましょう!!　　　　　　　　　　　　　              担当：1名

　今年の夏こそ、英会話にチャレンジしましょう！日本人講師のため、はじめての方も安心してご参加いただけます！
　各クラスレベル別に分かれていますので、自分に合った教室を受講いただけます。

9:45～11:45

【おもてなし英会話】　★★初・中級
コ外国人に突然道を聞かれて困った経験はありませんか。
  外国人とふれあう際に使えるやさしい英語表現を学びましょう。

全2回

担当：横尾

木

土

　夏にぴったりな竹の水鉄砲を作りましょう。（①、②の内容は同じです。）
　自分でものを作る楽しさをぜひ体験してください。教室の最後に、自分の水鉄砲を実際に試します。

【仕事に役立つ英会話】　★★初・中級
　9月からのクラスの体験レッスンです。外国から来ている人とスムーズに英語でコミュニケーションを
  取りたい、ビジネスの現場で役に立たせたいと考えている方などにおすすめのクラスです。
　2020年東京オリンピックに向けて英語を話すことで得られる楽しさを実感してください。

¥140 各15名¥1,860

¥3,100

受講料

¥4,120

¥1,550

各10名

【楽しく話そう英会話】　★★★中級
コ話すことにポイントを置きながら役立つ日常英会話を学ぶクラスです。
  英語で話を展開するコツを身につけましょう。

受講料

-

【旅行英会話】　★初級
コ海外旅行に役立つ英会話を学びます。
  空港、ホテル、レストラン、ショッピングなどの様々な場面で役立つ表現を学びます。

9･23

 カルチャー教室 　ハガキ申し込み ※子ども向けカルチャー教室は、お子様の生年月日をご記入ください。

持ち物：クラフトバサミ、ピンセット、ウェットティッシュ、エプロンまたは汚れてもよい服装、持ち帰り袋、飲み物　                               　担当：寺田

持ち物：クラフトバサミ(2人分)、ピンセット（2人分）、ウェットティッシュ、エプロンまたは汚れてもよい服装、持ち帰り袋、飲み物　  　　　　　担当：寺田

　話題のハーバリウム作品を親子で作ります。ひとつは貝殻や魚の資材を使った海をイメージした作品、もうひとつは小さ
　なお花を詰め込んだ作品です。初めてのお子様でも作りやすい内容となっていますのでこの夏に体験してみましょう。
  ※花材やビンのサイズは当日多少変更になる場合があります
　※ビンのサイズ：高さ10ｃｍ×直径7ｃｍの円柱型と高さ13ｃｍ×4ｃｍの正方形　各１個
　※専用オイルを使用しますので、汚れてもいい服装でご参加ください

　話題のハーバリウムってどんなもの？と気になっていた方、この夏にぜひ体験してみましょう。
　大小のビンに花材を詰めていき、専用のオイルを入れて素敵なインテリアとして部屋に飾ることができます。
　ストーリーをイメージして、自分だけのハーバリウムを作りましょう。
　※花材やビンのサイズは当日多少変更になる場合があります
　※ビンのサイズ：高さ21ｃｍ×直径4.5ｃｍと高さ13ｃｍ×直径4.5ｃｍの円柱型　各1個
　※専用オイルを使用しますので、汚れてもいい服装でご参加ください
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・6月5日  （火）9:30～お電話にて先着受付いたします。

・7月13日（金）までに手続きを済ませ参加料をお支払ください。

・7月13日（金）までにご連絡のないままお支払いがない場合はキャンセルとさせていただきます。

・入金後の返金は原則としてお断りいたします。
・欠席の振替はございません。
・本人または、同一世帯のご家族のお申込みに限ります。

夏休み限定　短期水泳教室
横浜国際プールの夏短期教室です。豊富なメニューを揃えていますので
ぜひこの夏にチャレンジしてみませんか！

申込み方法

水中運動で脂肪燃焼！

ストレス解消！

アクアビクス
水中健康教室

子ども短期水泳教室

電話での先着順
お申込みとなります。

６月5日（火）

9：30～スタート

総合受付にて
参加申込書
兼同意書にご
記入ください。

教室券売機にて

参加券を購入。

参加申込書兼同意
書と参加券を添え
て受付に提出。

受付完了

スキンダイビング

短期間集中レッスンで
泳力向上！

初めての方から経験者まで

ダイビングプール（水深５Ｍ）

でチャレンジ！

７月13日（金）までに総合受付にて手続き、入金完

大人短期水泳教室

この夏に苦手克服！

アーティスティックスイミング
(シンクロ）

ダイビングプール（水深５Ｍ）で

体験してみませんか？

当日２時間前

から先着受付

となります。
お気軽にご参
加できます。

6月5日（火）9:30～

電話受付スタート
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   子ども水泳教室　　　太字は進級テストです。4回コースのみ進級テストを行います。

●キンダークラス（幼児）　　◇ひよこ～17級　　◇4歳～未就学のお子様

番号 曜日 時間 回数 参加料 ７月 ８月 定員

Ｐ701 月 全2回 ¥2,160 ー 20・27

Ｐ702 火 全4回 ¥4,320 31 7・21・28

Ｐ703 木 全3回 ¥3,240 26 2・9

●児童Ⅰクラス　　　 ◇18級～15級　◇はじめて～クロールの息継ぎ練習をするお子様

番号 曜日 時間 回数 参加料 ７月 ８月 定員

P704 月 全2回 ¥2,160 ー 20・27

P705 火 31 7・21・28

P706 水 ー 1・8・22・29

P707 木 全3回 ¥3,240 26 2・9

●児童Ⅱクラス ◇14級～10級　◇息継ぎ無しのクロールで7ｍ以上泳げるお子様

番号 曜日 時間 回数 参加料 ７月 ８月 定員

P708 水 17:40～18：30 全4回 ¥4,320 ー 1・8・22・29 30名

●上級クラス　　　　 ◇9級～ベストスイマー　◇クロール・背泳ぎのできるお子様

番号 曜日 時間 回数 参加料 ７月 ８月 定員

P709 水 18：40～19：30 全4回 ¥4,320 ー 1・8・22・29 30名

～進級システム～　　※初めての方は下記進級システムを参照のうえお申込みください。

★「段階別指導」とは、下記の進級階級表に基づき「正確に」「速く」泳ぐことを目標に指導致します。

＜教室の流れ＞

＜はじめて当プール教室へご参加される方へ＞
●お申込のクラスが児童Ⅱの場合
スタート級が14級となり目標がクロール12.5M（補助具あり）となります。
初回練習で14級に認定できない場合は児童Ⅰにご変更いただきます。
※プール教室では品質向上の為、指導の様子を撮影する場合がございます。予めご了承ください。

ＴＥＬ
受付

ＴＥＬ
受付

ＴＥＬ
受付

ＴＥＬ
受付

　（継続の方はお持ちの級を引き継ぎます。）
●上記表の級別の目標に向かって練習を行い、4回コースは教室最終日に「進級テスト」を行います。

各30名¥4,32016：40～17：30

４種目２５メートル完泳、さらにはフォーム（より綺麗に泳ぐ）練習も行います。
タイム測定もありチャレンジする勇気が身につきます。

水慣れからキックの基礎練習を行います。基礎体力の向上や、友達作りなどにも最適です。

浮具を使って水中移動、キック、クロールの導入練習を行います。

クロール・背泳ぎ２５メートル完泳をめざします。

15:30～16：15 各20名

全4回

●初めて教室に参加される方は、初日に泳力認定を行い、仮の｢級｣を認定します。

級 目標（進級判定基準）
ひよこ 水慣れ
20 フローター使用・・・水中移動5M、顔付け3秒
19 浮き付き（フローター）・・・水中移動5M(2回）、潜ることができる
18 水中移動3M、ボビング3回
17 板キック5M、伏し浮き3M
16 浸顔板キック12.5M、ボビング5M
15 ノーブレクロール7M、グライドキック7M
14 ヘルパー使用・・・クロール12.5M
13 ヘルパーなし・・・クロール12.5M
12 クロール25M
11 背面キック12.5M
10 背泳ぎ25M
9 クロール25M　タイム制
8 背泳ぎ25M　タイム制
7 平泳ぎキック7M
6 平泳ぎ25M
5 バタフライ12.5M

4～1 4泳法25M　タイム制
ベストスイマー 4泳法50M　個人メドレー100M　タイム制

教室

キ
ン
ダ
ー

児
童
Ⅱ

児
童
Ⅰ

上
級
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◇60才以上男女　
番号 曜日 内容 時間 回数 参加料 ７月 ８月 定員

Ｐ741 火・木 平泳ぎ・バタフライ目標 11:00～12:00 全2回 ¥2,160 ー 28・30 各40名

◇60才以上男女　
番号 曜日 内容 時間 回数 参加料 ７月 ８月 定員

Ｐ742 火・木 クロール・背泳ぎ目標 12：15～13：15 全2回 ¥2,160 ー 28・30 各40名

●スイムレッスン　初級・中級　 ◇一般男女
番号 曜日 内容 時間 回数 参加料 ７月 ８月 定員

Ｐ743 火 初めての方から４泳法取得まで 20：00～21：00 全3回 ¥3,240 ー 7・21・28 各40名

◇60才以上男女　

番号 曜日 内容 時間 回数 参加料 ７月 ８月 定員

Ｐ744 火 水中歩行とリクリエーションエクササイズ 9：45～10：45 ー
￥830
（１回毎）

24・31 7・21・28 各60名

当日
受付

ＴＥＬ
受付

●シニア水中健康教室
体力の回復・維持が目的です。基本的な水中歩行とプールエクササイズ・レクリエーションを行います。
楽しく水中で運動しましょう！

 大人向け水泳教室

●シニア水泳教室　中級・上級

●シニア水泳教室　初級

当日参加プログラム

ＴＥＬ
受付

ＴＥＬ
受付

当日参加のプログラムです。２時間前より受付となります。お気軽にご参加ください。

7月

8月

24・31 25 26 27

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
アクアビクス アクアビクス

９：４５～１０：３０ ９：４５～１０：３０

森田　美雪 山本　恵子

１1：００～１１：4５ はじめてハイドロ

はじめてウォーキング ウォーク＆エクササイズ

１０：４０～１１：10 １０：４０～１１：２５

アクア＆エクササイズ 森田　美雪

やさしいアクア 佐藤　裕子 山本　恵子

佐藤　裕子

森田　美雪 11：20～１2：0５ アクアビクス

7・21 1・8・22 2・9 10・31

１2：15～１３：００

１2：00～１2：45 上田　悦子

【参加料】
１回８３０円（税込み）

連続参加の方は

プラス２１０円
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その他プール教室 ※太字はダイビングプール（水深5M）で開催します。

◇小学生～一般男女　　クロール・背泳ぎ・平泳ぎで25m以上泳げる方

番号 時間 回数 参加料 ７月 ８月 定員

Ｐ771 ー 7

Ｐ772 ー 8

●アーティスティックスイミングシニア　（シンクロ）
◇教室に参加されたことのある一般男女　　クロール・背泳ぎ・平泳ぎで25m以上泳げる方

番号 時間 回数 参加料 ７月 ８月 定員

Ｐ773 13：30～15：30 全2回 ¥4,400 ー 7・8 20名

◇一般男女（クロール・平泳ぎで50Ｍ泳げる方）　※基礎から始めたい方はこのクラスから始めてください。　

番号 時間 回数 参加料 ７月 ８月 定員

Ｐ774 11：30～12：30 全3回 ¥3,240 ー 9・10・27 12名

◇一般男女　　（スキンダイビング経験者）

番号 時間 回数 参加料 ７月 ８月 定員

Ｐ775 12：30～13：30 全4回 ¥4,320 ー 9・10・27・28 12名

ＴＥＬ
受付

ＴＥＬ
受付

小学生以上の男女で初心者から学べます。スカーリングなど基礎の技術習得と、リズムに合わせた
水泳で、アーティスティックスイミングの楽しさを体験できる教室です。

海で何度かスノーケリングを楽しみ、上手に潜ってみたいと思っている方、初めて3点セット（マスク・スノーケル・フィン）を使用して
水の中を泳ぐ方、このクラスで基本的スキルをマスターしましょう。スノーケルクリアやマスククリア、水面からの潜り方などを練習します。

●スキンダイビング応用

潜降法や浮上法、スノーケルクリア、耳抜き等を行います。練習距離を延ばし反復回数を多くするなど負荷をより高めて
練習します。

●スキンダイビング基本　　

ＴＥＬ
受付

ＴＥＬ
受付

●アーティスティックスイミング一日体験 （シンクロ）

リズムに合わせた水泳や基礎のアーティスティックスイミング技術を習得する教室です。

11：30～13：30 20名全1回 ¥2,200
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教室をお申し込みの方へ　必読

≪　注意事項・個人情報の取り扱いについて≫

定期教室参加にあたり、以下の注意事項・個人情報の取り扱いについてを必ずお読みになり、
ご同意いただける方のみ教室に応募、およびご参加ください。

【注意事項】

・自身の健康状態について自己の責任において十分に確認し、健康状態に不安のある方は、

医師の許可を得てからご参加ください。

・妊娠・病気・ケガ等により医師から運動を制限されている場合はご遠慮ください。

・教室利用にあたり施設スタッフの指示に従ってください。

・１８時を過ぎる小・中学生対象の教室参加は、保護者の送迎が必要になります。

・入金後の教室の変更や返金は行えません。

また、欠席された場合の振替や返金はできません。

・応募者が定員を超えた教室は抽選となります。

・応募人数が募集定員に達しない教室は、やむを得ず開催中止となる場合がございます。

・天候等の影響により（台風や大雪など）休講になる場合は、教室開催１時間前までに、

ＨＰにてお知らせいたします。

教室開催が不明な場合は、ＨＰをご覧いただくか施設へお問い合わせください。

・教材の準備があるカルチャー教室は、入金受付期限日を過ぎてのキャンセルや、

教室を欠席される場合は教材が買い取りとなります。

・安全管理のため、教室の参加は当選者のみとなります。

【個人情報の取扱いについて】
１ 事業者の名称…市体協・コナミスポーツクラブ・トーリツ グループ
２ 個人情報の利用目的…ご提供いただいた個人情報は、教室参加者名簿作成、参加者年齢の確認、緊急時の連絡、保険の
加入申請、その他安全な教室運営のために利用します。
また、当グループが開催するイベント等のご案内に利用する場合がございます。

３ 個人情報の第三者提供について…ご提供いただいた個人情報は、第三者に提供することはございません。
４ 個人情報の共同利用について…ご提供いただいた個人情報は、当グループを構成している「公益財団法人横浜市体育協会」
「株式会社コナミスポーツクラブ」「株式会社トーリツ」の三者の間で、利用目的の範囲内で共同利用します。

５ 個人情報の取扱いの委託について…ご提供いただいた個人情報は、一部の教室指導を行っている事業者、保険加入申請
代理店に委託する場合がございます。

６ 個人情報の開示等について…当グループが保有する個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加又は削除、
利用の停止、消去及び第三者への提供の停止に関する窓口は、８の問い合わせ先と同じです。

７ 個人情報をご提供いただけない場合の取扱い…個人情報のご提供は任意ですが、ご提供いただけない場合は、教室への参加を
お断りいただく場合がございます。

８ 当グループの個人情報の取扱いに関する苦情、相談等の問い合わせ先
市体協・コナミスポーツクラブ・トーリツ グループ TEL 045-592-0453

■個人情報保護管理者：グループ代表団体 公益財団法人横浜市体育協会 事務局長（TEL 045-640-0011）
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応募しめきり 6月25日（月）必着

■往復ハガキまたは館内にある応募ハガキでお申し込みください。

なお、応募ハガキでのお申込の際は、返信用62円切手が必要となりますので、

あらかじめご用意のうえご来館ください。
■太極拳の応募締切は6月12日(火)必着となりますのでご注意ください。

■電話申し込みの教室もございます。（水泳教室・カルチャー教室）

電話申し込みの場合は、下記の連絡先までお問い合わせください。

■水泳教室のお申し込みに関しては（P.9)をご覧ください。

■定期教室参加にあたり、以下の注意事項・個人情報の取り扱いについて（P.13）を

必ずお読みになり、ご同意いただける方のみ教室に応募、およびご参加ください。

往信用 表 返信用 裏

記入しないでください

〒224-0021

横浜市都筑区

北山田7-3-1

横浜国際プール
教室係 応募者あて先

（郵便番号・住所）

応募者氏名

①教室番号と教室名
②氏名（ふりがな）
③年齢・性別
お子様の場合は、
生年月日（例：H25.4.2）・学年

④住所
⑤電話番号
⑥参加について
（初めて・継続）

⑦その他
（教室経験有・必要事項）

⑧教室は何で知りましたか？
（ＨＰ/チラシ/新聞折込など）

返信用 表 往信用 裏

― ― ― 応募についての注意事項― ― ― 

◇1枚のハガキに記入できるのは、1名（または1組/2名）様・1教室のみです。

例：ST701 心体義塾

同一教室の重複申し込み、1枚のハガキに2名以上の応募および2教室の応募は無効になります。

複数教室の応募をご希望の方は1枚ずつのご記入をお願いいたします。

◇応募人数が募集定員に達しない教室は、やむを得ず開催中止となる場合がありますので、

ご了承ください。

◇応募結果は、返信ハガキでお知らせいたします。

7月5日（木）までに返信ハガキが届かない場合はご連絡ください。

62円

切手

62円

切手
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