


一般向けフロアスポーツ教室

◆ピラティス

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

S901 ピラティス 水 9：45～10：45 全15回 ¥10,800 12・19・26 3・10・17・24・31 7・14・21・28 5・12・19 40名

◆基礎代謝をあげる体幹エクササイズ＆ストレッチ　【女性限定】～エクササイズ専用マット(ボディーバ）を使って～

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

S902
基礎代謝をあげる
体幹エクササイズ＆ストレッチ

金 13：40～14：40 全13回 ¥13,390 14・28 5・12・19・26 2・9・16・30 7・14・21 30名

◆楊名時八段錦太極拳

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

S903 楊名時八段錦太極拳 水 14：15～15：45 全12回 ¥8,640 ー 3・10・17・24・31 7・14・21・28 5・12・19 50名

◆リフレッシュ健康  

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

S904 リフレッシュ健康 金 9：30～11：00 全14回 ¥10,080 14・21・28 5・12・19・26 2・9・16・30 7・14・21 40名

◆フラダンス

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

S905 フラダンス 金 12：20～13：20 全10回 ¥8,300 14・21・28 12・19・26 9・16・30 7 50名

 ハワイアンの曲に合わせてストレッチ、基本ステップを練習し1回のコースで1曲踊れるようにレッスンします。
 初心者の方、大歓迎です♪

楽しく様々な運動（ストレッチング・リズム体操・筋力トレーニング・脳トレ・気のバランス調整など）を行います。
テーマは「心身の調和とリフレッシュ」。初心者の方、そして男女問わず大歓迎です !

 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

 コア（体幹）エクササイズで、基礎代謝をアップしましょう。コアトレーニング専用のマット（ボディーバ）を使います。
 通常の床の上でトレーニングを行うよりも、不安定感を倍増させてエクササイズを行います。
 無意識の内に体がバランスを保とうとして、足・膝・腰の筋力の増加や、体幹（コアバランス）を鍛え、よりしなやかな美しい
 体づくりにも繋がります。身体を変えるにはまずは足ほぐしから全身のストレッチ、そのあとはトレーニング、リラックスストレッチ。
 コア（体幹）を鍛えて、基礎代謝をアップしましょう。

 ピラティスは単なるエクササイズではありません。体を中心から鍛えていくことで肉体的な強靭さ、柔軟性を向上させ、
 姿勢改善・ストレス軽減、集中力を高めて心と体を健康へと導いていきます。 担当：中村 

担当：ＳＡＹＯ 

担当：木下・片岡・原 
※内２名 

担当：小菅・谷川 

担当：大村 

――＊＊―ー＊  定期教室の他にも、当日受付・当日支払い可能な教室も多数開催中！  ＊ーー＊＊ーー 

※教室開催日・参加料等の詳細は、ホームページまたは、当日参加フロアプログラムのチラシをご覧ください。 

 

エアロ・ステップ・ズンバ他 

 

音楽に合わせた全身運動です！ 
運動強度と難易度が選べるので、初心者
の方でも安心してご参加いただけます。 
ステップ台を取り入れた、昇降運動教室
も開催中です。 

 
 

ヨガ・ピラティス他 

 

心と体のバランスを整え、あなたの内側 
からの美しさを引き出します。 
呼吸法や瞑想を行い、レッスン終了後には
心身ともにリフレッシュできます。 
 

 

ビューティーコンディショニング 

ボディケアストレッチ他 

 
ストレッチポールやボールなどを使って、 
普段動かさない筋肉をほぐしながら体の歪み
を矯正していきます。 
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一般向けフロアスポーツ教室

◆心体義塾　～正しい姿勢・呼吸法について学びましょう～
 横浜国際プールはりきゅうマッサージ室の室長内田先生自らが講師となって開催する教室です！

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

S906 心体義塾 月 10：00～11：00 全10回 ¥10,300 3・10 1・15・29 12・26 3・10・17 35名

◆大人卓球　　【初心者～経験者】

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

S907 大人卓球 火 13：45～15：15 全13回 ¥13,390 4・11・18 2・9・16・23・30 6・13・20 4・18 28名

◆カラダいきいき体操　　

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

S908 カラダいきいき体操 木 10：00～10：50 全15回 ¥13,950 13・20・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 6・13・20 25名

◆バドミントン

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

S909 バドミントン 金 13：40～14：50 全14回 ¥14,420 14・21・28 5・12・19・26 2・9・16・30 7・14・21 20名

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

S910 中高生バレーボール 金 19：50～21：00 全14回 ¥28,840 14・21・28 5・12・19・26 2・9・16・30 7・14・21 20名

◆◇当日参加フロアプログラムおすすめ教室のご紹介！！　～当日参加・当日支払い教室～  ◇◆

曜日 教室名 参加料/1回 対象 定員

木 ステップデトックス 中学生以上 50名

土 みんなでエアロ 小学生以上 80名
初めての方でも経験者の方でもどなたでもご参加いただけま
す。土曜日に、家族と、又はお友達と一緒に楽しく身体を動か
しましょう！

11：10～12：00

※教室の参加方法・日程等については、当日参加フロアプログラムのチラシまたはホームページをご確認ください。

時間

520円

◆元全日本・トップリーグ選手による中高生バレーボール　　【中学生～高校生女子限定】

ステップ台を用いた基本の昇降運動を行い、脂肪燃焼効果を
高めます。ステップ初心者の方も大歓迎です。
7月からの新しい教室で、しっかり汗をかきましょう！

教室内容

 初心者から参加できる卓球教室になります。みんなで楽しく、レベルアップしていきましょう。
 基本的な技術から、個別に技の習得にも挑戦できるクラスです。
 　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

 身体能力の低下を防ぎ、もっと動きやすい身体づくりのためにイスなどを使った動作で関節や筋肉の体操をします。
 身体のバランスを意識しながら体の歪みを整え、いつまでも健康で明るい生活が送れるように
 運動不足の解消と運動の習慣化を目指しましょう！！
 　持ち物：動きやすい服装・飲み物・タオル　　※室内シューズ不要

 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指導いたします。
 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。
 ぜひこの機会にバドミントンに触れてみてください。
 　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

 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。
 中学1年生から高校3年生までの女の子を対象としたクラスです。
 基本技術の改善やレベルアップ、実践的なポイントアドバイスなど、ご要望を聞きながらレッスンします。
 このチャンスにチームメイトに差をつけよう！
 ※経験者向けのクラスになりますが、初心者の方もご参加いただけます。また、小学生向けの教室（J917）もございます。
　　持ち物：サポーター(肘･膝)・動きやすい服装・室内シューズ・飲み物・タオル・中高生用ボール(※貸出あり)

 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：塩崎・澤口 

担当：江連 

担当：小笠原 

担当： 田口恵 
         本島千代子 

     斎藤真由美など 
     ※内１名+アシスタント2名 

担当：内田 
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一般向けフロアスポーツ教室　　

◆はじめてのバレトン　　　　

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

S911 はじめてのバレトン 金 11：10～12：00 全12回 ¥12,360 14・28 5・12・19・26 2・9・16・30 7・14 30名

◆はつらつ元気

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

S912 はつらつ元気 10：00～10：50

S913 はつらつ元気プラス 11：00～11：50

◆チェアピラティス　　　

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

S914 チェアピラティス 金 13：00～14：00 全11回 ¥11,330 14・28 5・12・19・26 2・16・30 14・21 25名

◆ノルディックウォーキング

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

S915 ノルディックウォーキング 水 13：30～15：00 全8回 ¥6,640 12・26 3・17・31 14・28 19 12名

月

「毎日を楽しく健康に！」をモットーに、ご自宅でもできる運動で健康な身体（カラダ）作りをしませんか？
　【はつらつ元気】運動が苦手な方、運動を始めたい方におすすめ！
　　ご自宅でも楽しく簡単に続けられる運動で、病気やケガをしない体を目指しましょう。
　【はつらつ元気プラス】日常的な運動に加えさらに体力アップをしたい方におすすめ！
　 いろいろな器具を使って少しずつ筋力を増強し、美しく丈夫な体を目指しましょう。
　持ち物：室内シューズ・動きやすい服装・飲み物・タオル

ノルディックウォーキングは2本のポールを使って屋外を歩くフィットネススポーツです。
運動経験のない方や運動不足の方、また体力に自信がない方でも、どなたでも気軽に始められるスポーツです。
ポールを持つことにより、上半身を有効的に使い全身運動になります。また足・腰・膝や関節等への負担を軽減し、
体力増強からダイエット・美容、健康維持運動等に最適です。
自然豊かな国際プール周辺のコースで、ノルディックウォーキングとともに景色も楽しみましょう。
※ポールをお持ちでない方は、応募はがきにポールレンタル希望と明記してください。
　持ち物：ウェストポーチ又はリュック・外履き・飲み物・タオル・帽子　（お持ちであれば：ポール・サングラス・薄手の手袋）
　　　　　　※雨天の場合：室内シューズ

バレトンとは、ニューヨーク発祥の「バレエ＋フィットネス＋ヨガ」の要素をバランス良く取り入れた、裸足で行う有酸素運動です。
全身の筋力バランスを整え、柔軟性やバランス感覚・心肺機能の向上、さらに体幹強化、脂肪燃焼効果も期待できます！
シンプルな動きをゆっくりとした音楽に合わせて行うので運動が苦手な方や初心者の方でも無理なくご参加いただけます。
　持ち物：動きやすい服装・飲み物・タオル　　※室内シューズ不要

体が硬い方、年齢を気にされている方、リハビリの一環としてなど、どなたでもお気軽に
実践していただける椅子を使ったエクササイズです。
床に座ることがつらい方や運動が苦手な方でも安心してご参加いただけます♪
シンプルな動きで体幹を安定させる深層筋（インナーマッスル）を鍛えて、姿勢を改善し、
肩こり・腰痛の軽減、体力維持や集中力を高めましょう！
　持ち物：動きやすい服装・飲み物・タオル　※室内シューズ不要

全13回 ¥13,390 3・10 1・15・22・29 3・10・175・12・19・26 各12名

ノルディックウォーキング はつらつ元気 

担当：Yukiko 

担当：香取 

 担当：今野 

担当：平田・洞口 
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番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 予備日 定員

T901 月 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 12/3・10・17

T902 火 4・11・18 2・9・16・23・30 6・13 11/20・12/4・18

T903 水 全12回 ¥24,840 12・19・26 3・10・17・24・31 7・14・21・28 12/5・12・19

T904 木 全11回 ¥22,770 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 12/6・13・20

T905 金 全10回 ¥20,700 14・28 5・12・19・26 2・9・16・30 12/7・14・21

T906 月 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 12/3・10・17

T907 火 4・11・18 2・9・16・23・30 6・13 11/20・12/4・18

T908 水 全12回 ¥24,840 12・19・26 3・10・17・24・31 7・14・21・28 12/5・12・19

T909 木 全11回 ¥22,770 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 12/6・13・20

T910 金 全10回 ¥20,700 14・28 5・12・19・26 2・9・16・30 12/7・14・21

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 予備日 定員

T911 月 19：30～21：00 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 12/3・10・17

T912 火 4・11・18 2・9・16・23・30 6・13 11/20・12/4・18

T913 水 12・19・26 3・10・17・31 14・21・28 12/5・12・19

T914 木 19：30～21：00 全11回 ¥22,770 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 12/6・13・20

T915 火 11・18 2・9・16・23・30 6・13 11/20・12/4・18

T916 水 12・26 3・10・17・31 14・21・28 12/5・12・19

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 予備日 定員

T917 月 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 12/3・10・17

T918 火 4・11・18 2・9・16・23・30 6・13 11/20・12/4・18

T919 水 12・19・26 3・10・17・31 14・21・28 12/5・12・19

T920 木 全11回 ¥19,360 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 12/6・13・20

T921 月 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 12/3・10・17

T922 火 4・11・18 2・9・16・23・30 6・13 11/20・12/4・18

T923 水 12・19・26 3・10・17・31 14・21・28 12/5・12・19

T924 木 全11回 ¥19,360 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 12/6・13・20

★テニス教室の注意事項★

全10回 ¥20,700

全10回 ¥20,700

各12名

◆ナイトテニス　 

各24名

※太字はインドアコートでの実施となりますので、室内シューズをご用意ください。

ナイトテニス

17：30～18：45

【ジュニアテニス１部】…硬式ボールより柔らかいボールを主に使用します。飛んでくるボールに対する反応や感覚を
　　　　　　　　　　　　　　  身につけながら、練習・プレーをするうえでのマナーを学びましょう。楽しく気軽に参加できるクラスです。
【ジュニアテニス２部】…グラウンドストローク・サーブ・ネットプレーなどの基本的な技術を習得するクラスです。
　　　　　　　　　　　　　　  相手コートに確実にボールを返す、「ボールコントロール」をマスターしよう！
　　　　　　　　　　　　　　　※ジュニアテニス1部・2部にお申込みされる方は、必ず学年の記入をお願いします。

　・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。

　・天候による教室の中止は、開始60分前に決定します。（ただし、モーニングⅠは30分前）

ジュニアテニス
１部

※太字はインドアコートでの実施となりますので、室内シューズをご用意ください。

各24名

¥17,600

16：00～17：15

ジュニアテニス
２部

　・予備日は天候等の影響で中止となった場合に振替日となります。

　・自己都合の振替は2回までとなります。

　・振替日は事前に担当コーチへ直接ご相談ください。　

全9回 ¥18,630

9：30～11：00

モーニングテニス
Ⅱ

11：15～12：45

モーニングテニス
Ⅰ

　　振替が無い方は1回1,030円（当日支払い）で追加レッスンの受講が可能です。

　・天候により教室が中止になった場合や自己都合によりお休みされた場合は、別の日程または予備日に振替が可能です。

　　※当日、お問い合わせされた場合は人数の関係上お受けできない場合もございますので予めご了承ください。

20：45～22：15
スーパー

ナイトテニス

大人・子どもテニス教室 テニス教室共通の持ち物：ラケット・シューズ・動きやすい服装･飲み物･タオル

19：00～20：30

◆モーニングテニス　～日本プロテニスコーチの第一人者、渡辺力コーチによるテニス教室～

 【モーニングテニスⅠ】　初心者・初級
  グリップの握り方から始まり、グラウンドストローク、ボレー、サービスなどの基本技術を身に付けましょう。
  「テニスが初めての方」から「ゆるいボール・短い距離でなら数往復のラリーができる方」が対象です。
 【モーニングテニスⅡ】　経験者・中級 ～3年以上テニス経験のある方～
  「多少スピードがあるボールが来ても打ち返せる方」「動きながらのショットでもボールのコースコントロールができる方」が
  対象となります。各種ショットを使い、ゲームにおけるテクニックの向上を目指しましょう。

 【ナイトテニス】 初心者～経験者又は中級
  基本技術から中級者向けの技術の指導を行います。ゲームにおけるテクニック向上を目指しましょう。初日にクラス分けを行います。
 【スーパーナイトテニス】 経験者又は中級　～3年以上テニス経験のある方～
  「多少スピードがあるボールが来ても打ち返せる方」「動きながらのショットでもボールのコースコントロールができる方」が
   対象となります。各種ショットを使い、ゲームにおけるテクニックの向上を目指しましょう。

※太字はインドアコートでの実施となりますので、室内シューズをご用意ください。

各25名

　・予備日は記載している日程のみとなります。追加予備日は設けませんので、ご注意ください。

全10回 ¥20,700

◆ジュニアテニス　【 小・中学生（未経験～経験者） 】 　

全10回

全10回

¥17,600

各曜日：講師3名 

ナイトテニス各曜日：講師2名 
スーパーナイトテニス各曜日：講師1名 

各曜日：講師2名 
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番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J901 1歳児親子体操 11：00～12：00

J902 2歳児親子体操 12：15～13：15

※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。

◆幼児・キッズ・ジュニアバレエ　【4・5歳児（平成24年4月2日～平成26年4月1日生まれ）～小学生】

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J903
幼児バレエ
(4・5歳児)

15：40～16：30

J904
キッズバレエ

（小学1～3年生）
16：40～17：30

J905
ジュニアバレエ

（小学3～6年生）
17：40～18：30

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J906 小学1～3年生 16：00～17：30 12名

J907 小学4～6年生 18：00～19：30 28名

◆ヒップホップ　【小学生～中学生】

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J908
ヒップホップ

（小学1･2年生）
16：00～16：50

J909
ヒップホップ

（小学3～5年生）
17：00～17：50

J910
ヒップホップ

(小学5～中学生)
18：00～18：50

全13回 ¥16,120

金

3・10¥13,390 1・15・22・29

 中学校保健体育においてダンスが必修化されました。ぜひ、この機会にダンスにチャレンジしてみませんか?
 もちろん初めてでも大丈夫です。仲間と一緒にリズムに合わせて楽しく身体を動かしましょう！
 ※小学5年生の方で、初めてご参加される方は、小学3～5年生クラスにお申込みください。
　持ち物：動きやすい服装・スニーカー（室内用）・飲み物・タオル

3・10・17

2・9・16・30

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

4・184・11・18火

初心者から経験者まで、どなたでもご参加いただけます！！
初めての方はボール慣れから始まり、ラリーができるように基本的な技術を学んでいきます。
個人のレベルに合わせて、ドライブ・スマッシュ等の練習も行います。
※小学生のお子様であれば、対象学年クラス以外でも参加は可能ですが、各クラス対象学年向けの教室であることと、
　　抽選になった場合は対象学年が優先となりますのでご了承ください。
　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

◆子ども卓球　【小学生】 

各25名全13回

6・13・20

バレエの基礎を学び、正しい姿勢と美しい動き、協調性を身につけましょう。柔軟な体と豊かな感受性を育みます。
※小学3年生の方で初めてご参加される方はキッズバレエへご参加ください。
　持ち物：体のラインがわかる動きやすい服装（前後名前入り）・バレエシューズ又は靴下・飲み物

各25名14・28¥13,390 7・14・215・12・19・26全13回

5・12・19・26月

2・9・16・23・30

◆親子体操　【お子様と保護者1名】

定期教室の親子体操では、跳び箱、鉄棒といった体育器具の月齢に合った使用の仕方、補助の仕方を活動の中で
学んでいただきます。苦手意識を持つことなく、一期を通して体を動かす喜びを体得していただけるようになっています。
また、出席カードで継続して参加する達成感を味わうことができ、最終回にはお楽しみメダルのお渡しもあります！
※途中からでも空きがある場合はお申込み可能です。見学も随時受け付けております！
　持ち物：運動着（前後名前入り）・飲み物・タオル・必要であれば着替え
　         ※保護者の方は室内シューズをご用意ください。

火 全10回 ¥10,300 11・18 2・9・16・23 6・13・20 4 各30組

  担当：昆・アシスタント1名 

担当：加藤 

担当：矢島 

担当：山崎・香取 
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番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J911 小学生クラス 19：30～20：45

J912 中・高生クラス 20：45～22：00

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J913 リトル 12：00～13：00

J914 キッズⅠ 13：15～14：15

J915 キッズⅡ 14：30～15：30

J916 ジュニア 15：45～16：45

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J917 ジュニアバレーボール 金 18：30～19：40 全14回 ¥21,700 14・21・28 5・12・19・26 2・9・16・30 7・14・21 24名

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J918 ボールでチャレンジ 金 17：30～18：15 全14回 ¥21,700 14・21・28 5・12・19・26 2・9・16・30 7・14・21 20名

10・17

◆元全日本・トップリーグ選手によるバレーボール教室

【ジュニアバレーボール】　 対象：小学3～6年生（初心者～経験者）
 元全日本・トップリーグ選手による、初心者から経験者を対象としたバレーボール教室です。
 バレーボールを通じて仲間を「思いやる」「考える」「協力する」力が身に付きます。
 初心者の方は、基礎を身につけ徐々にステップアップしていきましょう。
 経験者の方は、対人パスやスパイク、サーブに挑戦し、レベルアップを目指しましょう。
　持ち物：サポーター(肘･膝)・体育着(フルネーム入り)・室内シューズ・飲み物・タオル・小学生用又は中学生用ボール(※貸出あり)

※中学生以上（女子）の方で、レベルアップを目指す方は、19：50からの中・高生クラス(S910)がおすすめです！

◆運動能力開発プログラム ボールでチャレンジ!!  【年長児（平成24年4月2日～平成25年4月1日生まれ）～小学2年生】

元全日本バスケットボール選手やバレーボール選手による教室です。
お子様に「スポーツをやらせたいけど、なにから始めればいいかわからない。」そんな悩みを持っている、
お母さん・お父さんにおすすめのボール遊び教室です！
今、注目の「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」など基本動作の習得はもちろんですが、
チームに分かれて簡単なボールゲームを行いながら、様々な動きを身に付け身体能力を向上させます。
お子様が楽しく・集中してどんなことにも自らチャレンジできるようサポートします！！
　持ち物：動きやすい服装（名前入り）・室内シューズ・飲み物・タオル

各24名1・86・27ー¥12,360全6回

　【チアリーディング】　対象：リトル（平成24年4月2日～平成27年4月1日生まれ）・キッズ（小学1～4年生）・ジュニア（小学5～中学生）

 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いたします。また、ホームゲームにて横浜ビー・コルセアーズを応援し、
 日頃の成果であるパフォーマンスを披露し、チアの素晴らしさを体感することによって、人生へ大きな成長と自信、輝きを与えます。
 そして、リトルクラスからのプログラム過程をとおして、地域のロールモデル(見本)となる女性の教育を目指します。
 総合プロデュース：一般社団法人プロフェッショナルチアリーディング協会
 ※別途ポンポン代（1,500円程度）が必要となります。初回時に担当講師より説明があります。
 ※キッズクラスに初めて参加される方は、Ⅰのクラスから受講してください。継続者もⅠのクラスを受講できます。
 　持ち物：着替え・室内シューズ・飲み物・タオル

土

火 各25名4・182・9・16・23・304・11・18¥26,780全13回

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

◆横浜ビー・コルセアーズによる教室

　【バスケットボール】　対象：小学4年生～高校生

 初心者から上級者までそれぞれのレベルにあった活動ができるよう、トレーニングやドリブル、シュートを指導します。
 身に付けた技術を活かしてゲームを楽しみましょう。また、一人の社会人として実社会で活躍できる人材を育てていきます。
 バスケットボールを通して、人生の航海に出発しよう！
　持ち物：バスケットボール（小学生5号、中学生以上：女子6号、男子7号）・動きやすい服装・室内シューズ・飲み物・タオル

6・13・20

担当： 田口恵 
         本島千代子 
     斎藤真由美など 
     ※内１名+アシスタント2名 

担当： 岩屋睦子 

     田口恵など 
       ※内１名+アシスタント１名 

担当： アカデミーコーチ 

担当： B-ROSEメンバー、ＯＧなど 
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番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J919 火曜日クラス 火 15：30～16：15 全13回 ¥13,390 4・11・18 2・9・16・23・30 6・13・20 4・18 25名

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J920 火曜日クラス 火 16：30～17：15 全13回 ¥13,390 4・11・18 2・9・16・23・30 6・13・20 4・18

J921 水曜日クラス 水 全15回 ¥15,450 12・19・26 3・10・17・24・31 7・14・21・28 5・12・19

J922 木曜日クラス 木 全14回 ¥14,420 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 6・13・20

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J923 水曜日クラス 水 全15回 ¥15,450 12・19・26 3・10・17・24・31 7・14・21・28 5・12・19

J924 木曜日クラス 木 全14回 ¥14,420 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 6・13・20

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J925 器械体操 水 17：45～18：45 全15回 ¥15,450 12・19・26 3・10・17・24・31 7・14・21・28 5・12・19 25名

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J926 体操チャレンジ 木 17：45～18：45 全14回 ¥14,420 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 6・13・20 25名

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J927
新体操

(4･5歳児)
15：15～16：00

J928
新体操

(小学生)
16：15～17：15

運動着（前後名前入り）・飲み物・タオル　※室内シューズ不要

各25名7・14・215・12・19・2614・21・28¥14,420全14回

 基本的な動きを学び、次第に高度なテクニックを習得していきます。
 マットを使って倒立やﾊﾞｯｸ転等の回転系の運動へ、また跳び箱を使っていろんな技を習得しましょう。

◆体操チャレンジコース　【小学3～6年生】

 マットや鉄棒、跳び箱を使用し、倒立から前転や開脚とびで何段跳べるかチャレンジしましょう！
 いろいろな運動を楽しみながら自らの限界に挑戦し、出来たときの達成感を知り、集団での社会性を身につけます。

◆新体操　【4・5歳児（平成24年4月2日～平成26年4月1日生まれ）～小学生の女子限定】

 美を表現する、まさに女の子あこがれのスポーツ。美しくリズミカルな動きで、個性豊かに自己表現していきます。
 テクニックとともにからだの柔軟性も身につきます。
 元日本代表の川本ゆかりさんがポイントで指導にあたります。

体操・新体操教室の持ち物（J919～J928共通）

金 2・9・16・30

15：30～16：15

◆児童体育　【小学1・2年生】

 運動ができるレベルから、より正確により速く行い、それらを複雑に組み合わせた運動に発展させていきます。
 マット（倒立）跳び箱（閉脚跳び）鉄棒（空中前回り、逆上がり）等難しい種目にもチャレンジしましょう！
 また、友達との協調性や社会性も育てます。

◆器械体操　【小学3～6年生】

各25名

各25名16：30～17：30

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

◆幼児体育　年中・年長クラス　【4・5歳児（平成24年4月2日～平成26年4月1日生まれ）】

 いろいろな運動を通して、こころ・からだ・知育、3つの要素をバランスよく指導します。
 巧みに器用に動ける能力を高め、自発的に運動しようとする子どもを育てます。
 マット、跳び箱、鉄棒等の器具を使ったり、ゲームや鬼ごっこ等の伝承遊びも行います。

◆幼児体育　年少クラス　【3歳児（平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれ）】

 発育・発達にあった運動遊びをたくさん体験しましょう。
 マット・鉄棒・跳び箱等の器具を使用して、いろんな運動遊びを体験しましょう！
 鉄棒を回ったり、跳び箱を跳んだりできるかな？

担当： 各曜日講師2名 

7



◆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。
番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J929 はじめてサッカー 月 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 3・10・17

J930 はじめてサッカー 火 4・11・18 2・9・16・23・30 6・13・20 4・18

J931 はじめてサッカー 水 16：00～16：50 全15回 ¥15,450 12・19・26 3・10・17・24・31 7・14・21・28 5・12・19

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J932 はじめてサッカー 月 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 3・10・17

J933 ドリブルフェイントコース 火 4・11・18 2・9・16・23・30 6・13・20 4・18

J934 ドリブルフェイントはじめてコース 水 17：00～18：00 12・19・26 3・10・17・24・31 7・14・21・28 5・12・19

J935 はじめてサッカー 木 16：00～17：00 13・20・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 6・13・20

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J936 ドリブルフェイントコース 月 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 3・10・17

J937 はじめてサッカー 火 4・11・18 2・9・16・23・30 6・13・20 4・18

J938 ドリブルフェイントコース 木 17：10～18：20 全15回 ¥17,100 13・20・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 6・13・20

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J939 エンジョイコース 水 18：10～19：40 全15回 ¥18,600 12・19・26 3・10・17・24・31 7・14・21・28 5・12・19 26名

番号 教室名 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

J940 チャレンジコース 木 18：30～20：00 全15回 ¥18,600 13・20・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 6・13・20 26名

※幼児クラスの方は、すねあてとサッカーボールは必要ありません。

◆サッカー小学5・6年生 【初心者向け】

 ゲームを楽しむためにサッカーの基本技術を身につけましょう。楽しみながらサッカーが上手になっちゃいます。

◆サッカーチャレンジコース 【小学4～6年生　中級者向け】

 「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技術が発揮できるようになるためのコース。経験者ならどなたでもトライできます。

サッカー教室に必要な持ち物（J929～J940共通）
すねあて・サッカーボール（小学生用４号ボール）・室内シューズ・着替え・飲み物・タオル

16：45～17：45

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います。
 【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であるドリブル・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ましょう。

17：55～19：05

各26名
全13回 ¥14,820

¥13,390全13回

全15回 ¥15,450

子どもサッカー教室  ※応募の際は必ずお子様の生年月日をご記入ください。

15：45～16：35

各20名

◆サッカー小学1・2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います。
 【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ゲームに必要な技術であるドリブル・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ましょう。
 【ドリブルフェイントはじめてコース】※はじめてサッカークラスを経験された方向けのクラスです。
  ちょっと自信がなくても大丈夫!!はじめてサッカークラス経験者なら誰でも参加できるドリブルフェイントコースです。

¥13,390全13回

◆◇当日参加フロアプログラムのご紹介◇◆  
木曜日『個人ミニサッカー』、土曜日『フットサルタイム』を実施中です。 

教室詳細（日時・対象等）は、球技タイムチラシまたはホームページをご確認ください。 

サッカー教室講師(2名) 
担当：メインコーチ鈴木 
     アシスタント1名 
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番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 9月 10月 11月 12月 定員

C901
親子音楽ひろば
（親子1・2歳児）

11:00～11:45 全6回 ¥7,440 26 3・17 14・28 5
10組
程度

C902
音楽ひろば

（3・4･5歳児）
15:30～16:20 全10回 ¥12,400 12・26 3・10・17 14・21・28 5・19

10名
程度

親子1・2歳児体験 11:00～11:45 - 31 - -
10組
程度

3・4・5歳児体験 15:30～16:20 - 31 - -
10名
程度

◆わくわくキッズえいご～♪えいごでうたおう♪～
親子1・2歳児コース【平成27年4月2日～平成29年4月1日生まれのお子様と保護者】

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 9月 10月 11月 12月 定員

C903
わくわくキッズえいご

（親子1・2歳児）
10：30～11：15 ¥18,600 8組

C904
わくわくキッズえいご

（年少）
15：15～16：05

C905
わくわくキッズえいご

（年中・年長）
16：15～17：05

C906
わくわくキッズえいご

（小学1・2年生）
17：15～18：05

◆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】        

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 9月 10月 11月 12月 定員

C907 ジョイフル・コーラス 木 16:50～17:50 全13回 ¥16,120 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 6・20 15名

番号 教室名 曜日 時間 回数 9月 10月 11月 12月 定員

C908 こども将棋（入門） 16:00～17:10

C909 こども将棋（初級） 17:20～18:30

コ親子で一緒にえいごの歌を楽しみましょう。歌やダンス、手遊びをしながら、自然とえいごに触れられます。

幼稚園児コース、小学1・2年生コース
    【3歳児（平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれ）～小学1・2年生】

各20名

◆こども将棋　【5歳児（平成24年4月2日～平成25年4月1日）～小学生】
【入門】
　将棋の遊び方を基本から学び、頭を使いながら楽しく駒を打ちましょう！！礼儀や駒の動き方などをしっかり学んでいきましょう。
【初級】
　駒の動かし方を知っていて、もっとコツを掴んで強くなりたい方！将棋の戦い方を学び、実践として講師との指導対局もあります。
　普段経験ができないことが盛り沢山ですのでご参加お待ちしております。

受講料

木 全12回 ¥18,600

全12回

子ども・親子向けカルチャー教室　 ※応募の際は必ずお子様の生年月日をご記入ください。

◆音楽ひろば 　～楽器と歌で遊ぼう！～ 　      
　　いつでも気軽に教室を見学することができます！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。

【親子1・2歳児コース(平成27年4月2日～平成29年4月1日生まれ)】
　親子で楽しくリトミック!!子育てや教育のヒントになることもお伝えしていきます。
　音楽を通してお子様の成長を見守りほめてあげる豊かな時間を過ごしましょう。
コ使用楽器：タンバリン・木琴・太鼓等
  ※10/31開催の「親子1･2歳児1日体験教室」のお申し込みは、お電話での先着順となります。
　 　参加希望の方は横浜国際プール（℡.045-592-0453)までご連絡ください。

【3・4・5歳児コース(平成24年4月2日～平成27年4月1日生まれ)】
コ片手でキーボードを弾いたり、力を合わせて合奏します。音符の名前等の理解も深めていきましょう。
コ最終回に発表会を行います。
　※10/31開催の「3･4･5歳児1日体験教室」のお申し込みは、お電話での先着順となります。
　　参加希望の方は横浜国際プール（℡.045-592-0453)までご連絡ください。

5・12・26

2013・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29

 
　　持ち物:筆記用具
 

各8名

　  持ち物：鉛筆、飲み物、ノート、色鉛筆

 歌うことが大好きな子！！ディズニーソングやジブリ、季節の歌など楽しくみんなで歌ってみませんか？
 大きな口をあけて歌うと、とても楽しい気分になります。最終日は発表会を行います。
 そのあとはお楽しみ会もありますよ！

　体を動かすことや歌で英語のリズムが自然と身につきます。
　数や色の単語、挨拶などのフレーズも歌やゲームを通して楽しみながら英語に親しみましょう。
コお子様のみ参加のクラスとなります。最後のレッスンでミニ発表会を行います。

月

水

1日
体験

全1回 ¥1,240

3・10・17

¥14,880

3・10 1・15・22・29

担当：三代川

担当：大橋

担当：長瀬・宮下担当：長瀬・宮下

担当：加山 雅昭
日本将棋連盟 棋道指導員
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◆こども習字　【小学生】

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 教材費 9月 10月 11月 12月 定員

C910
こども習字

（小学1～2年生）
15:50～16:50 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 3・10・17 8名

C911 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 3・10・17

C912 火 全12回 ¥14,880 ¥2,520 4・11・18 9・16・23・30 6・13・20 4・18

◆絵画造形　【4・5歳児（平成24年4月2日～平成26年4月1日生まれ）～小学生】

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 教材費 9月 10月 11月 12月 定員

C913 木 全14回 ¥17,360 ¥4,480 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 6・13・20

C914 金 全13回 ¥16,120 ¥4,160 14・28 5・12・19・26 2・9・16・30 7・14・21

C915 水 16:00～17:00 全13回 ¥16,120 ¥4,160 12・19・26 3・10・17・31 14・21・28 5・12・19

C916 木 全14回 ¥17,360 ¥4,480 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 6・13・20

C917 金 全13回 ¥16,120 ¥4,160 14・28 5・12・19・26 2・9・16・30 7・14・21

C918
絵画造形

（小学4～6年生）
水 17:10～18:40 全13回 ¥18,720 ¥4,160 12・19・26 3・10・17・31 14・21・28 5・12・19

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 教材費 9月 10月 11月 12月 定員

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 教材費 9月 10月 11月 12月 定員

C922 ハロウィンアレンジ ー 6 ー ー

C923 クリスマスツリーアレンジ ー ー ー 1

各8名 

月

10:00～12:00

全1回 ¥1,860 ¥1,200 ー

冬恒例のイベント、今年も開催します!!材料におかしを使っておうちを作ります。（お子様のみ参加の教室です。）
クリスマスに向けて兄弟やお友達と一緒に、ワイワイ楽しくステキなおうちを作りましょう!!
たくさんのおかしを用意してお待ちしています。

  持ち物:エプロン、牛乳パック500ml(洗って開いた状態でお持ちください)、飲み物    　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：伊東・アシスタント1名

各6名

子ども・親子向けカルチャー教室　 ※応募の際は必ずお子様の生年月日をご記入ください。

絵画造形
（小学1～3年生）

16:45～17:45

集中力を身につけてお習字の基礎を学びましょう！
※お申し込みの際、応募はがきにお名前のふりがな、学年、左利きの場合は「左利き」と、必ず明記してください。
※小学1～2年生クラスは、初回のみ道具の貸出が可能です。ご希望の方は、はがきに明記してください。
また、小学1～2年生クラスは、初回のみ保護者の見学が可能です。

こども習字
（小学3～6年生）

各12名17:00～18:00

月

◆親子プリザーブドフラワー
  　　　 【4・5歳児（平成24年4月2日～平成26年4月1日生まれ）～小学生と保護者1名】

【クリスマスツリーアレンジ 】
　植木鉢に取り付けられた土台に、花材・資材をまるでクリスマスツリーのようにアレンジして作品を完成させます。
 

絵画・工作を中心にいろいろな制作を通して「つくる」ことの楽しさや喜びを発見してみましょう。
その中で道具の扱い方や画材のことを学び、クラスの友達と協力する気持ちや気づかい、最後まであきらめずに制作へ向かう力を
育てていきましょう。

絵画造形
（4･5歳児）

24

◆絵画造形「おかしのおうちをつくろう !!」【3歳児（平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれ）～小学生】 　 

全13回 ¥16,120 ¥2,730

おかしのおうちをつくろう
（3歳児～小学6年生）

【ハロウィンアレンジ 】
　ハロウィン資材をたくさん使って親子で楽しくアレンジしましょう。

13:00～15:00 全1回 ¥4,860

各10名

土 各10組

ー ー

   持ち物：書道具セット、大きめのハンカチ、雑巾

　　持ち物：エプロンまたは汚れてもよい服装、飲み物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 担当：伊東

   持ち物：ワイヤーも切れるクラフトバサミ（2人分）、エプロン(必要に応じてご持参ください)、お持ちの方はグルーガン、お持ち帰り袋                  　担当：寺田

込み

C919

C920

C921

13:00～15:00

15:30～17:30

15:30～16:30

担当：折原
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一般向けカルチャー教室                                 　　　　　　　                ※教材は価格変動の場合があります。

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 教材費 9月 10月 11月 12月 定員

K901 定期教室 全4回 ¥14,200 14 5 9 7

K902 スイーツアレンジ 28  -  -  -

K903
ハロウィンの

ウォールアレンジ
 - 12  -  -

K904 トピアリーアレンジ  -  - 16  -

K905 キャンドルアレンジ  -  -  - 14

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 教材費 9月 10月 11月 12月 定員

K906 ビギナーズ 金 ¥4,600 14・28 12・26 9・30 14

K907 ベーシック 木 ¥5,500 13・27 4・18 1・15 20

10:00～12:00 込み 各10名

全1回 ¥3,550

全7回 ¥14,42010:00～12:00 各10名

【定期教室　フラワークラフトを楽しむ】
　4回コースでひと通りのアレンジが学べます。初心者の方、経験者の方でも作品を増やしたい方大歓迎です。

 　　 ９月　秋のテーブルアレンジ（陶器製花器）
　  10月　ハロウィンアレンジ（自然素材の編み込みバスケット）
　  11月　秋のガーデンアレンジ（ウッドボックスまたはフレーム）
　  12月　クリスマスリース（壁掛け）
　
【特別教室9月 スイーツアレンジ】
　プリザーブドフラワーのフェイクスイーツ作りを楽しみましょう。ショートケーキ・ミニホールケーキ2個作ります。

【特別教室10月 ハロウィンのウォールアレンジ】
　ハロウィンの資材と木の実をプリザーブドフラワーと一緒にアレンジして素敵な壁掛けを作りましょう。

【特別教室11月 トピアリーアレンジ】
　土台は小さな植木鉢。丸くかたどったおしゃれなインテリアフラワーに挑戦します。

【特別教室12月 キャンドルアレンジ】
　キャンドルを設置した土台にアレンジします。
　ロウソクを灯してクリスマスの夜に、またはお部屋を彩るインテリアとして飾りましょう。

     持ち物：ワイヤーも切れるクラフトバサミ、必要に応じてエプロン、持ち帰り袋、お持ちの方はグルーガン

金

◆プリザーブドフラワー　　

◆ハワイアンキルト【18歳以上の男女】 ※作品サンプルと色・布が異なる場合がございます。

【ベーシック】～ビギナーズクラス経験者～
コ『ハロウィンのタペストリー』
　ハロウィンの黒猫をモチーフにしたハワイアンキルトをデザインしました。マイレの葉も猫も、シンメトリーに作ってみました。

コ　持ち物：ぬい針、しつけ針、パッチワーク用まち針、裁断ばさみ、しつけ糸

　

コ※継続作品をお持ちの方で追加教材が不要の方は、お申し込みの際に必ず「キット不要」とはがきに明記してください。
コ※ベーシッククラス受講の方も追加でパッチワーク用まち針を購入することが可能です。
コ※教室開催中に作品が完成された方は追加の教材について先生とご相談ください。

【ビギナーズ】～初心者の方、もう一度基礎を学びたい方～
コ『チェロキーローズのワンマイルバッグ』
　秋を迎えて運動を始める方も多いでしょう。ジムのスタジオ移動に、お水やタオルを入れていただけるミニトートバッグを
  デザインしました。もちろん、犬の散歩や近所のお出かけにもちょうど良いサイズのハワイアンスタイルのバッグです。

　　持ち物：ビギナーぬい針セット(キルト針、まつり用針、しつけ針)、パッチワーク用まち針、糸切りばさみ、しつけ糸、鉛筆（HB)

担当：西田

担当：寺田
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番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 教材費 9月 10月 11月 12月 定員

K908 カリグラフィー①
初級

10:30～12:00

K909 カリグラフィー②
中級以上

12:30～14:00

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 教材費 9月 10月 11月 12月 定員

K910 はじめての日本画 金 13:00～15:00 全13回 ¥20,150 ¥4,550 14・28 5・12・19・26 2・9・16・30 7・14・21 10名

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 教材費 9月 10月 11月 12月 定員

K911 気ままに楽しむ絵画 水 13:00～15:00 全13回 ¥20,150 ¥4,550 12・19・26 3・10・17・31 14・21・28 5・12・19 10名

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 教材費 9月 10月 11月 12月 定員

K912 現代の書 月 14:00～15:00 全4回 ¥6,200 ¥2,480 10 22 19 17 8名

　　持ち物：書道用具（石の硯、墨、下敷き、文鎮、大筆、小筆）

◆はじめての日本画

◆気ままに楽しむ絵画～季節の小さな作品を描こう～

◆漢字・仮名　現代の書【18歳以上の一般男女】

　　持ち物：初回の持ち物はスケッチブックＦ6、鉛筆（ＨＢ、2Ｂ、4Ｂ）、ねり消しゴム、着彩できるもの（水彩絵具など）

日本画を始めようとしている方やすでに作品に取り組まれている方等を対象に、画材の取り扱いや技法を基礎から
学びながら本画制作をしていきます。カリキュラムには古典作品の模写や絹本制作、季節を感じられる雛絵などの
制作も取り入れていきますので、描くことの喜びや楽しさを体験できる場となるでしょう。
画材はすべて揃えると、25,000円ほどかかります。詳細は初回時にご案内いたします。

13

現代に使われている漢字・平仮名だけを使い、リビングや玄関などに飾れるような作品を仕上げます。
気持ちを落ち着かせて集中したひとときを楽しみましょう。
額縁を希望する方は、講師がご案内いたします。（書を書くところから裏打ちまでを行います。）

¥6,600 ¥1,400

四季折々の植物や静物をはがきや色紙、短冊、団扇など様々な素材に描きます。墨や絵具を使って
日本画のエッセンスを楽しく学びながら、1～2回でひとつの作品を仕上げていきます。
モチーフの写生から丁寧にご指導いたしますので、初めて絵を描くという方もお気軽に始められる楽しい講座です。
画材の詳細は初回時にご案内いたします。

　　持ち物：初回の持ち物はスケッチブックＦ4、鉛筆（ＨＢ、2Ｂ、4Ｂ）、ねり消しゴム、お持ちの方は顔彩18色

一般向けカルチャー教室                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※教材は価格変動の場合があります。

全4回 11 6

コ　持ち物：鉛筆、消しゴム、30㎝定規、パレット・絵の具を溶くための小筆、筆洗い用水入れ（3連）、はさみ、
          　:　スティックのり、ティッシュ、継続者は初回道具セット

木

◆癒しのリラックスカリグラフィー

ワインのラベルやお洒落なロゴ・結婚式のウェルカムボードに見られるような素敵なアルファベットを、手書きで書いてみ
ませんか？
西洋の専用のペン先を使って、フリーハンドで書くカリグラフィー。初心者の方でも、規則通りに書けば大丈夫！
季節のアロマとリラックスした音楽に包まれて、楽しく丁寧にご指導いたします。

【カリグラフィー①：初級】
コ初級者を対象としたクラスで、イタリック体で毎回小さな作品を作ります。
コ作品によっては平筆で季節のお花や模様などを添え、平筆の基本技術を習得していきます。

【カリグラフィー②：中級以上】
コイタリック体を終了した中級者以上の方を対象としたクラスで、ゴシック体やカッパープレート体、
　アンシャル体などの書体を習得していきます。
コ※イタリック体の内容は『カリグラフィー①でのみ』ご指導いたします。
　
コ初回道具セット2,800円をご希望の方はハガキにご明記ください。(※新規の方で道具をお持ちでない方は必要です)

8
各8名
程度

担当：町田

担当：伊東

担当：伊東

担当：折原
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番号 教室名 曜日 時間 回数 9月 10月 11月 12月 定員

K913 カメラと写真入門 土 14:00～15:30 全6回 1・29 6・13・27 ー 1 20名

番号 教室名 曜日 時間 回数 9月 10月 11月 12月 定員

Ｋ914
骨格スタイル分析

洋服スタイリング
水 10:30～12:30 全4回 12 10 14・28 - 10名程度

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 教材費 9月 10月 11月 12月 定員

Ｋ915
パーソナルカラー

コーディネート
火 10:00～12:00 全3回 ¥4,650 ¥1,260 - 2・16・30 -  - 8名

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 教材費 9月 10月 11月 12月 定員

Ｋ916 パーソナルアイブロウ 火 10:00～12:00 全2回 ¥3,100 ¥1,030 - - 20 4 6名

¥9,300

受講料

 気がつけば「黒・白・紺・茶」ばかり着ている…というあなた。あなたを輝かせる色は他にもたくさんあります！
 この講座であなたの肌・髪・瞳にぴったりの「魅力アップ色」と自分では気がつかない「他の人から見たイメージ」を見つけましょう。
 48色のカラードレープ(色布)を顔にあて実際の顔映りを確認しますので今後のおしゃれやショッピングに役立つこと間違いなし！
 知って得をする色の効果をぜひお試しください。

コ持ち物：筆記用具、鏡、お使いのリップブラシ、チークブラシ

◆パーソナルアイブロウ（眉メイク） 【18歳以上の女性 パーソナルカラーコーディネート経験者】

 パーソナルカラーをご受講いただいた皆様、お待たせいたしました。「継続者向け講座」がいよいよ開催いたします。
 今回はご要望の多かった「アイブロウ（眉）」を楽しく体験していきます。
 鏡を見るのが思わずワクワクしちゃう!!!ポイントをつかむだけで見違えるほどきれいになります。

　 持ち物：筆記用具

　 持ち物：筆記用具、鏡、お使いのアイブロウ（眉メイク）道具

一般向けカルチャー教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ※教材は価格変動の場合があります。

¥6,600

　『楽しく整理収納』クラスより、クローゼット収納にも役立つ、秋・冬に向けた骨格スタイル＆洋服スタイリングの教室が始まります！
　骨格スタイル分析（骨格診断）は、一人ひとりの身体の質感やラインの特徴など、生まれ持った骨格構造による
　スタイルの違いを分析することで、似合うファッションの素材や形を導き出します。
　骨格診断の３タイプ診断を知り、どんな洋服がより自分を素敵にみせるのか！？をお伝えします。
　似合うスタイルを知ることでクローゼットもスッキリしますよ。
　

◆パーソナルカラー コーディネート【18歳以上の女性　初心者】

◆骨格スタイル分析 洋服スタイリング 【18歳以上の男女】　　～『楽しく整理収納』クラスより～

◆カメラと写真入門【18歳以上の男女】

 上手だと言われる写真を撮りたい方にオススメの教室です。
 カメラの基本から教えます。撮影のテクニックを学び、イメージする写真を撮ってみませんか。
 自分で撮った写真で感動を味わいましょう。

　　持ち物：愛用のカメラ（スマートフォン可）

受講料

担当：村上（整理収納アドバイザー1級/ルームスタイリスト1級）

担当：林

担当：林

担当：高須賀 豊重

フォトマイスター検定エキスパート総合資格取得

（元陸上自衛隊第三管区写真担当者写真教育指導教官）など

NEW

 13



番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 9月 10月 11月 12月 定員

K917 韓国語（入門） 12：00～13：00

K918 韓国語（初級） 13：10～14：10

K919 韓国語（中級） 14：20～15：20

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 9月 10月 11月 12月 定員

K920 日常英会話 9:30～10:30

K921 旅行英会話 10:35～11:35

K922 おもてなし英会話 11:40～12:40

K923 日常英会話 9:30～10:30

K924 楽しく話そう英会話 10:35～11:35

K925 旅行英会話 11:40～12:40

K926 初級英会話 13：20～14：20

K927 楽しく話そう英会話 8:40～9:40

K928 サタデー英会話 9:45～10:45

K929 話す・役立つ英会話 10:50～11:50

K930 仕事に役立つ英会話 12:00～13:00

K931 初級英会話 13:40～14:40

K932 おもてなし英会話 水 9:50～10:50 全6回 ¥9,300 12・26 10 14・28 12

コ持ち物：筆記用具

【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。

一般向けカルチャー教室    ※参加者個人のレベルに合わせて講師が判断し、クラス変更をお願いする場合がございます。

【中級】・・・基礎会話はもちろん、実用的な会話や作文、韓国の文化も楽しく学びます。

【入門】・・・韓国語の文字・発音など基礎をゆっくり学ぶほか、ドラマや旅行の話なども紹介します。
　　　　　    ※ハングル語が読めない方でもご参加可能です

各10名

【初級】・・・学んだ基礎を活かして会話の力をつけます。韓流の世界も広げつつ、レベルアップを目指します。

2・9・16・23・30 4・18

◆韓国語　　

6・20木

3・10

【仕事に役立つ英会話】 　★★★中級
　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立たせたいと
　考えている方におすすめのクラスです。

月 ¥20,150

全13回

コ持ち物：筆記用具

¥26,780火

各10名

【日常英会話】　　　　　　　★★☆初・中級
　楽しみながら英会話が学べる初級向けのクラスです。使える英会話や正しい発音を身につけましょう。

6・13・27

【話す・役立つ英会話】　　★★★中級
コ海外旅行やビジネスの現場で役立つ英会話を学ぶクラスです。会話やリスニング、語彙力アップにも繋がります。

【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。
　英会話力をワンランクアップさせることを目指しましょう。

6・13・20

1・29

全13回

5・12・19・26

13・27

全13回

¥20,150

◆英会話　【18歳以上の男女】

4・11・18・25

【サタデー英会話】　　　　　★★☆初・中級
コ英語の基礎知識はあっても話すことは苦手という方向けのクラスです。
　シンプルな表現を使って会話力をワンランクアップさせましょう。

【初級英会話】　　　　　　　★☆☆初級
　英語のリズムに慣れ親しみながら、海外旅行にも役立つ簡単な表現やフレーズを学びます。

全8回 ¥12,400

4・11・18

土

3・10・171・15・22・29

10 1・8

1・8・15・22・29

【おもてなし英会話】　　　　★★☆初・中級
　外国人に話しかけられて困った経験はありませんか。外国人と触れ合う際に使えるやさしい英会話を学びます。

担当講師：1名

担当：横尾
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番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 9月 10月 11月 12月 定員

K933 声楽Ⅰ
初心者～当クラス継続者

10:00～11:00 30名

K934 声楽Ⅱ・アンサンブル
継続者・経験者

11:10～12:10 15名

K935 コンコーネ 12:20～13:20 ¥33,540 5名

K936 楽譜の読み方 全3回 ¥6,180 4・11・18 - - - 5名

K937
オペラアリアや名曲に

触れてみよう
全10回 ¥20,600 - 2・9・16・23・30 6・13・20 4・18 10名

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 9月 10月 11月 12月 定員

K938 トスティ 13:30～14:30 ¥26,780 7名

K939 アフタヌーン・コーラス 14:35～15:35 ¥13,390 12名

K940 ボイストレーニング 15:40～16:40 ¥33,540 5名

K941 ナイトコーラス 19:10～20:10 ¥13,390
20名
程度

番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 9月 10月 11月 12月 定員

K942
楽々サックス1

（初級）
19:00～19：55

K943
楽々サックス2

（中級）
20:00～20:55

K944
楽々サックス3

（中級）
21:00～21:55

1・8・15・22・29

5・12・19・263・10 3・10・17¥24,720

リズムやカラオケに合わせ、初めての方も経験者の方も一緒に楽しめるレッスンです。気軽に始めてみましょう。
サックス2・3は1年以上の経験者の方が対象となりますので初心者の方は、サックス1にご参加ください。
　※楽器をお持ちでない方…ヤマハ楽器レンタル「音レント」（有料）でレンタルが可能です（例：4ヶ月レンタルの場合、
　　1ヶ月のレンタル料金は6,000円程度～）。ご自身でお問い合わせをして、契約をしていただきます。
　 　リードを購入希望の方は教室初回に購入することができます（1箱3,000円程度）。購入希望の方は応募はがきに
　 　「リード購入希望」と記入してください。また、購入希望者はアルトかテナーどちらを購入希望か明記してください。
　 ※お申込みの際、はがきに受講楽器を明記してください。（ソプラノ、アルト、テナー）

　 ※リードが必要な方は「リード○枚必要」と明記して下さい。リード1枚300円程度、10枚単位となります。

　持ち物：サックス（ソプラノ、アルト、テナー問わず）、マウスピース、リード、リガチャー、キャップ

◆楽々サックス  【中学生以上の男女】

【トスティ】
　一緒に美しい歌をうたいませんか!?イタリアの作曲家『トスティ』の曲を取り上げます。
　もちろんイタリア語が読めなくても、楽譜が読めなくても大丈夫。今回取り上げる曲は『 Ricordati di me(私を思い出してほしい) 』です。

1・22・29全1２回 各15名月

全13回 13・27 6・204・11・18・25

【アフタヌーン・コーラス】 　※初心者大歓迎です!!
コバラエティに富んだ曲を元気に楽しくコーラスしましょう！！

◆声楽 （火曜日）　

【コンコーネ】※全音楽出版社コンコーネ50番中声用をご用意ください。
ココンコーネとは声楽の基礎教本で、歌詞がなく母音や階音（ドレミ）で歌います。歌に必要な声の出し方、
コ息の流し方を身につけられるため、歌詞のある曲へ活かすことができます。楽譜が読めない方でも大丈夫！

　　喉を鍛えよう！！喉を使って、歌ってトレーニング♪♪

【声楽Ⅰ・Ⅱ】
コ歌うことが好きな方、大きな声を出したい方、運動は苦手だけど健康のために何かを始めたい方など、歌いながら正しい呼吸法も
　取り入れながら健康な身体を手に入れましょう！楽譜が読めなくても大丈夫。一緒に日本や外国の名歌を歌いましょう。
　※声楽Ⅱ・アンサンブルは輪唱や重唱も取り入れます

【楽譜の読み方】※このクラスは講座になります
　楽譜を読めるように一から学んでいきましょう!！楽譜が読めるようになると声楽のスキルが上がっていきます!!!
　拍子記号や音符、休符の種類、リズムの取り方など声楽以外の楽器を演奏される方も読めるようになっていきます。

木

【オペラアリアや名曲に触れてみよう】※このクラスは講座になります。
　どこかで耳にしたことがある曲、その作曲家の人生や曲の組み立て方などに触れてみませんか！？
  音楽鑑賞しながら、それらの曲の解説や（時代背景や作曲家について等）表現を感じて曲の味わいを深めていきましょう。
　年末といえば第九！！今期はベートーヴェン作曲交響曲第九番全楽章をメインに進めていきます。

【ボイストレーニング】
コ最近声が出しにくいのよね、合唱団入っているけど私の声大丈夫かしら・・・と声に悩んでいる方、また歌に自信がない方、
コ家では大きな声を出せない方、そしてさらに自分の歌声を伸ばしたい方。講師が時間をかけてご指導いたします。

　　持ち物：筆記用具、ノート、飲み物

【ナイトコーラス】
コお仕事の帰りにストレス発散しませんか!?　音楽の話はもちろん実際に歌って、体を動かして、身体に良い呼吸法を身につけましょう！
　きっとスッキリした気持ちで金曜日を迎えられると思います。音楽は好きだけどなかなか勇気の出ない方大歓迎。

一般向けカルチャー教室 　                                    

4・18

13:30～14:30

◆声楽 （木曜日）

火

全13回

¥13,390

4・11・18 2・9・16・23・30 6・13・20

担当：大橋

担当：下村

担当：大橋
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番号 教室名 曜日 時間 回数 受講料 9月 10月 １１月 １２月 定員

K945 フルート1 14:30～15:25

K946 フルート2 15:30～16：25

K947 フルート3 16：30～17：25

K948 フルート4 17:30～18：25

K949

フルート
オカリナ

リコーダー
１

10:00～10：55

K950

フルート
オカリナ

リコーダー
２

11:00～11：55

【対象】

１歳6か月から未就学児

【開催日時】火曜日・水曜日・木曜日・金曜日　9：30～13：30（利用は最大2時間まで）

【料金】 9月 12(水)・13(木)・14(金)

600円 18(火)・19(水)

900円 26(水)・27(木)・28(金)

10月 2(火)・3(水)・4(木)・5(金)

1,500円 9(火)・10(水)・11(木)・12(金)

16(火)・17(水)・18(木)

30(火)・31(水)

11月

13(火)・14(水)・15(木)

12月

　　　

一般向けカルチャー教室 　 

横浜国際プールをご利用の間、大切なお子様をおあずかりいたします。

2時間

☎045-592-0453

※時間には余裕を持ってお越しください。

※大会等で開催できない曜日もありますので、
　 右記開催予定日をご確認いただくか、当施
　 設までお問い合わせください。

6・13・27

１時間

2時間30分

◇予約をキャンセルする場合には、必ずご連絡をお願いいたします。

◇受付で次回の予約も可能です。

　また、利用時間を延長される場合は受付で再度お支払いください。

◇保護者の方は、利用時間終了後お迎えをお願いいたします。

◇新規の方は会員登録の手続きが必要になります。予約の際、初めて利用する旨をお伝えください。

◇開催日の確定している日程はすべて予約可能です。

◇当日の受付も可能ですが、事前予約している方が優先になります。

20(火)・21(水)・28(水)

1時間30分

1,200円

※2時間30分のご利用は、2時間以上実施の
　 カルチャー教室にかぎります。

電話で事前予約

1(木)・2（金）・8(木)

4(火)・14（金）・18(火)・19（水）

14・21

◆フルート  【10歳以上男女：初心者～経験者】

初めての方も大歓迎！学生時代を思い出して・・・以前から興味はあるがチャンスがなくて・・・、きちんと基礎を習ってみたい・・・。
楽器を持っている方ならどなたでも参加できます。楽器はレンタルできますが、数に限りがあるため定員以下でも抽選になります。
また、レンタルの際には保証金\10,000をお預かりします。
レンタルを希望される方は、必ず応募はがきに「レンタル希望」とご記入ください。

◆フルート・オカリナ・リコーダー  【10歳以上男女：初心者～経験者】

複数受講可能な教室です。はじめての方や楽譜の読めない方でも気軽に受講していただけるプログラムを組んでいます。
この機会にたくさんの特技を身に付けてみませんか!?
※お申し込みの際、はがきに受講楽器を明記してください。
　 レンタルを希望される方は、必ず応募はがきに「レンタル希望」とご記入ください。

※募集締め切りの時点で教室人数が3名未満の場合、開催ができませんのでご了承ください。
餅持ち物：楽器、教室で配布するテキスト

土 全8回 ¥20,640 1・29

各5名

10 1・8 各4名

金 全11回 ¥22,000 14・28 5・12・19・26 2・16・30

担当：大森・岩上・小林
※内1名
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◇一般女性　
番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P941 月 11:00～12:00 全13回 ¥13,390 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 3・10・17

P942 水 12:15～13:15 全15回 ¥15,450 12・19・26 3・10・17・24・31 7・14・21・28 5・12・19

◇一般女性　
番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P943 月 9:45～10:45 全13回 ¥13,390 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 3・10・17 60名

●レディーススイミング 中級・上級 ◇一般女性
番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P944 月 12:15～13:15 全13回 ¥13,390 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 3・10・17

P945 水 13:30～14:30 全15回 ¥15,450 12・19・26 3・10・17・24・31 7・14・21・28 5・12・19

●スイムレッスン 初級・中級   　　◇一般男女
番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P950 火 20:00～21:00 全13回 ¥13,390 4・11・18 2・9・16・23・30 6・13・20 4・18

P951 土 9:20～10:20 全11回 ¥11,330 29 13・20・27 3・10・17・24 1・15・22

P952 金 11:00～12:00 全13回 ¥13,390 14・28 5・12・19・26 2・9・16・30 7・14・21

●スイムレッスン 中級・上級 ◇一般男女
番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P953 木 20:00～21:00 全14回 ¥14,420 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 6・13・20

P954 9:45～10:45

P955 13:30～14:30

P956 土 10:30～11:30 全11回 ¥11,330 29 13・20・27 3・10・17・24 1・15・22

●モーニングスイム 中級・上級  ◇一般男女　　
番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P957 土 8:15～9:15 全11回 ¥11,330 29 13・20・27 3・10・17・24 1・15・22 60名

●スイムマスター 中級・上級  ◇一般男女　　

番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P958 月 全13回 ¥13,390 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 3・10・17

P959 金 全12回 ¥12,360 14・28 12・19・26 2・9・16・30 7・14・21

¥13,390

 大人向け水泳教室

・お申込み人数が定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。

・下記内容を参照のうえ、教室を選択してください。

●レディーススイミング 初級・中級

各60名

各60名

　　※トータル距離はあくまでも目安です。練習内容や目的によって距離が変わります。

●レディーススイミング 中級

各60名

４種目の泳力向上と心肺機能向上を目標として練習し、更なるレベルアップを目指します。
水深2.5mプールも利用し、インターバルトレーニングやターン練習なども行う上級者向けの教室となります。

20:00～21:00 各60名

7・14・2114・28金 各60名5・12・19・26 2・9・16・30全13回

レベル
１レッスンの
トータル距離 内　　容

初級 200Ｍ～ はじめてから4種目導入まで泳力に合わせて練習します。
※顔に水がつくのも苦手な方でも大歓迎です。

中級 400Ｍ～ 4種目の泳力向上を目標として更なるレベルアップを目指します。
※クロール50M泳ぐことができる方が対象です。

上級 700Ｍ～
4種目の泳力向上と心肺機能向上を目標として更なるレベルアップを目指します。
水深2.5Mプールを利用したインターバルトレーニングやターン練習なども行います。
※クロール100M　+　4泳法泳ぐことができる方が対象です。
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●シニア水中健康教室    ◇60歳以上男女

番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 参加可能人数

P981 火 9:45～10:45 登録制
￥830

(１回毎）
4・11・18 2・9・16・23・30 6・13・20 4・18 60名

●シニア水泳教室Ⅰ  初級    ◇60歳以上男女

番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P982 木 13:30～14:30 全14回 ¥14,420 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 6・13・20 55名

●シニア水泳教室Ⅱ  中級・上級    ◇60歳以上男女

番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P983 木 12:15～13:15 全14回 ¥14,420 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 6・13・20 55名

その他プール教室 ※サブプール(水深2.5Ｍ）で開催します。太字はダイビングプール（水深5M）。

◇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 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P971 土 17:30～19:00 全3回 ¥4,650 ー ー 3・24 22 50名

●アーティスティックスイミング（シンクロ）中級
◇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 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

17:30～19:00 29 13・20・27 － －

19:15～20:45 ー － 3・24 22

●アーティスティックスイミングシニア（シンクロ）中級
◇高校生以上男女　　クロール・背泳ぎ・平泳ぎで50m以上泳げる方

番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P973 月 10:15～12:15 全13回 ¥21,450 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 3・10・17 40名

P974 水 19:30～21:30 全15回 ¥24,750 12・19・26 3・10・17・24・31 7・14・21・28 5・12・19 30名

●アーティスティックスイミング（シンクロ）ジュニア
◇小・中学生男女　クロール・背泳ぎ・平泳ぎで25m以上泳げる方

番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

975 水 17:30～19:30 全15回 ¥24,750 12・19・26 3・10・17・24・31 7・14・21・28 5・12・19 30名

※アーティスティック教室では泳力が条件に達していない場合、参加をお断りすることがございます。

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！登録制となります。事前にご登録頂き、１回毎のお支払いとなります。

クロール、背泳ぎの完成を目標にします。

平泳ぎからバタフライの完成を目標にします。

高校生以上の男女でアーティスティックスイミング初級に参加された方対象の教室です。
ルーティン作りを目標とします。

小学生～中学生が対象で初心者から学べます。スカーリングなどの基礎の技術習得と、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。

●アーティスティックスイミング（シンクロ）初級

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。

小学生以上の男女でアーティスティックスイミング初級に参加された方対象の教室です。リズムに合わせた
水泳や基礎の技術を習得する教室です。

全7回P972 土 ¥10,850 40名
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その他プール教室

●スノーケリング ◇一般男女　　※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 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P991 火 9:45～10:45 全12回 ¥13,680 4・11・18 2・9・23・30 6・13・20 4・18 12 名

●スキンダイビング

番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P992 9:45～10:45 12名

P993 11:00～12:00 24名

P994 12:15～13:15 12名

◇一般男女　　（スキンダイビング経験者）

番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

当日
申込 火 12:15～13:15 ー

\1,030
(1回毎）

4・11・18 2・9・23・30 6・13・20 4・18 14名

●飛込みタイム　
◇小学1年生～一般男女　立ち泳ぎができて25m以上泳げる方
◇飛込教室で認定級を取得された方が参加できます。
◇初めての方は各日3名まで受付可能です
※ダイビングプール(水深5m）での開催となります。競泳のスタート練習ではありません。

※小学生は保護者の同意書が必要です（1年有効）。

※泳力が条件に達してない場合、お断りすることがあります。

※1級の方も参加できますが、練習内容は2級の方と同じ内容になります。

番号 曜日 時間 回数 参加料（1回毎） 9月 10月 11月 12月 定員

火 18

木 13

金 14

月 19:00～21:00 10

20名ー

※サブプール(水深2.5Ｍ）で開催します。太字はダイビングプール（水深5M）。
※ダイビング器材は無料でご用意いたします。

※事前申し込みの必要はございません（30分前より当日先着順)

4・11・18 2・9・23・30 6・13・20

●スキンダイビングトレーニング（当日参加）　※当日先着順となります。

3点セットを使って水面を安全にのんびり泳げるようになった方が水中に潜ります。効率的なスノーケルクリア、耳抜き等も
練習します。マスククリアはいろいろなシチュエーションで練習します。

火 全12回

潜降法や浮上法、スノーケルクリア、耳抜き等を行います。練習距離を伸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。
毎週教室に通えない方などにも参加していただきたいコースです。練習量も多くトレーニング効果を高めます。

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。

◇一般男女　※スノーケリングの基本的なスキルを習得済みの方対象。

¥13,680 4・18

ー ーー
当日
申込

おとな
\1.550

こども￥780
　

※子ども料金
は小学1年生

～
中学生まで。

11:00～13:00
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   こども水泳教室

●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 9月 10月 11月 12月 定員

P901 月 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 3・10・17

P902 火 4・11・18 2・9・16・23・30 6・13・20 4・18

P903 水 全15回 ¥15,450 12・19・26 3・10・17・24・31 7・14・21・28 5・12・19 各45名

P904 木 全14回 ¥14,420 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 6・13・20

P905 金 全13回 ¥13,390 14・28 5・12・19・26 2・9・16・30 7・14・21

●児童Ⅰクラス　　　 ◇18級～15級　◇はじめて～息継ぎ無しのクロールを練習するクラス

番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P906 月 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 3・10・17

P907 火 4・11・18 2・9・16・23・30 6・13・20 4・18

P908 水 全15回 ¥15,450 12・19・26 3・10・17・24・31 7・14・21・28 5・12・19 各65名

P909 木 全14回 ¥14,420 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 6・13・20

P910 金 全13回 ¥13,390 14・28 5・12・19・26 2・9・16・30 7・14・21

●児童Ⅱクラス ◇14級～10級　◇クロールの息継ぎと背泳ぎを練習するクラス

番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P911 月 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 3・10・17

P912 火 4・11・18 2・9・16・23・30 6・13・20 4・18

P913 水 全15回 ¥15,450 12・19・26 3・10・17・24・31 7・14・21・28 5・12・19 各65名

P914 木 全14回 ¥14,420 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 6・13・20

P915 金 全13回 ¥13,390 14・28 5・12・19・26 2・9・16・30 7・14・21

●上級クラス　　　　 ◇9級～ベストスイマー　◇クロール・背泳ぎができ、４種目習得を目標としたクラス

番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P916 月 3・10 1・15・22・29 5・12・19・26 3・10・17

P917 火 4・11・18 2・9・16・23・30 6・13・20 4・18

P918 水 全15回 ¥15,450 12・19・26 3・10・17・24・31 7・14・21・28 5・12・19 各50名

P919 木 全14回 ¥14,420 13・27 4・11・18・25 1・8・15・22・29 6・13・20

P920 金 全13回 ¥13,390 14・28 5・12・19・26 2・9・16・30 7・14・21

●しょうがい児親子水泳教室

　　　※お子さま1名につき保護者1名
　　※泳力、お子様のご様子にあったクラスを、こちらからご案内させていただくことがございます。

◇しょうがいをお持ちのお子さまと保護者の方（5歳～小6でプールの経験が少なく自立歩行のできる方）

番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P931 土
11:45

～12:30 全6回 ¥9,300 29 13・27 10・24 15
5組

10名程度

◇しょうがいをお持ちのお子さまと保護者の方（中１以上でプールの経験が少なく自立歩行のできる方）

番号 曜日 時間 回数 参加料 9月 10月 11月 12月 定員

P932 土
12:45

～13:30 全6回 ¥9,300 29 13・27 10・24 15
5組

10名程度

16:40
～

17:30

クロール・背泳ぎ２５メートル完泳をめざします。

17:40
～

18:30

全13回

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。

全13回 ¥13,390

全13回 ¥13,390

しょうがいをお持ちのお子さまの健康促進を目的とし、プールの楽しさを知っていただく教室です。

18:40
～

19:30

※継続の方は応募はがき⑦その他の欄に取得級を必ずご記入ください。
※太字は進級テストの日です。

　　　 　・お申込み人数が定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。

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。

15:30
～

16:15

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。

¥13,390

¥13,390全13回
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こども水泳教室　～進級システム～
①ほめる型指導で子供のやる気を引き出します。

②個人個人の「年齢・体力・能力」に応じた指導を行います。

   「年齢・体力・能力」に応じた指導につとめていきます。

③健康な心身を育てます。

★「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いたします。
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

＜教室の流れ＞

下記の場合には、教室の期間中にお申し込みのクラスをご変更（実施時間の変更）していただきますので、

予めご理解の上、お申し込みいただきますようお願い申し上げます。

※進級した場合、期間途中でもクラス変更をしていただきます。変更いただくのは時間のみとなりますので、曜日変更はいたしかねます。

＜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Ⅰ16:40～17:30に変更いただきます。

○お申込のクラスが上級の場合

スタート級が9級となりクロール、背泳ぎ共に当プール基準で25M泳げることが前提となります。

初回練習で9級に認定できない場合は児童Ⅱ17:40～18:30に変更いただきます。

※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。

上
級

こども水泳教室は応募者多数の場合、抽選とさせていただきます。複数お申込みされ当選された場合は
すべてにご参加願います。
ご参加いただけない複数のお申込みは、ご遠慮いただきますようお願いいたします。

●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。
　（継続の方はお持ちの級を引き継ぎますので、お申込の際に応募ハガキに取得級をご記入ください。）

●上記表の級別の目標に向かって練習を行い、教室中盤と最終日に「進級テスト」を行います。

★皮膚刺激に強くなり、新陳代謝が高まるので風邪を引きにくい丈夫な体づくりをめざします。

●進級した場合は進級テスト翌週より進級した級の目標で練習していただきます。

＜参加時間に関わる重要なお知らせ＞

教室

キ
ン
ダ
ー

＜お願い＞

児
童
Ⅱ

児
童
Ⅰ

★人は個々に性格・理解力・体力などが違います。集団指導と個別指導を交えて行うことにより、

★各コーチの指導は、技術向上のみにとどまらず、勇気教育（自主性）やルールー・マナー面にも視点をおいております。
★厳しい中にも楽しさあり、やさしさありの指導の中で、技術・体力・能力の向上につとめることを理念として指導いたします。

★水の特性を生かし、丈夫な体づくりができます。
★心肺機能の向上が期待できます。

★段階別指導をもとに、ポイントをしぼった集中的な指導を行います。
★細かな進級システムにより、お子様のレベルにあった指導を行います。
★お子様の少しの進歩も見逃さず、誉めることによってお子様のやる気を引き出しながら指導を行います。

キンダークラス 15：30～16：15 17級合格 児童Ⅰクラス 16：40～17：30 16級

児童Ⅰクラス 16：40～17：30 15級合格 児童Ⅱクラス 17：40～18：30 14級

児童Ⅱクラス 17：40～18：30 10級合格 上級クラス 18：40～19：30   9級

21



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、

ホームページにてお知らせいたします。

教室開催が不明な場合は、ホームページ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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その他施設案内

応募しめきり 7月31日（火）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。
■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（P22）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？
（ホームページ/チラシ/新聞折込など）

返信用 表 往信用 裏

62円

切手

62円

切手

◆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（例：K945フルート1・土）のみです。

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。

◆応募結果は、返信ハガキでお知らせします。

8月15日（水）までに返信ハガキが届かない場合はご連絡ください。

◆プール教室をお申込の方で、継続又は過去に子ども水泳教室に参加されたこと事がある方は、

応募はがきに取得級を必ずご記入ください。

【はりきゅうマッサージ】
休館日を除く毎日営業
10：00～21：00（最終受付20：30）
”聞く”を大切に、スタッフが対応いたします。
痛みなどお身体についてご相談ください。
TEL 045-592-1421

【ボディケアルーム】

皆様の美容と健康のお手伝いをさせていただきます。
[営業時間]
月～土 10:00～18:00

※日曜・祝日は不定休
ＴＥＬ 045-592-1477

【プロショップ】

水着などを販売しています。

9：15～20：00

TEL 045-620-2356

【パントリー】
軽食やコンビニがあります。
平日11：30～17：30
土日祝10：00～17：30

【Yショップ】
平日11：00～18：30
土日祝10：00～18：30

【こくぷっこクラブ（託児）】
開催曜日：火曜・水曜・木曜・金曜
時 間：9：30～13：30
対 象：1歳6か月～未就学児

※開催日や利用方法については、
こくぷっこクラブのチラシをご確認ください。
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