宝塚市立スポーツセンターからのお知らせ
（ 令和 ３年 ３月 春季 短期教室・市民教室 ＆ ４月～ 定期教室 ）
春休み 短期教室
器 械 体 操

ソフトテニス

開催日：3/29.30
9：45～11：15
総合体育館サブアリーナ
幼児 新年長～新 小学3年生
先着 30名
1人 2，200円（2日間）
申込：3/4～3/18
講師：宝塚スミレ体操クラブ

ジュニア テニス

開催日：3/27.28
10：00～11：45
市立スポーツセンター ﾃﾆｽｺｰﾄ
市内在住・在学の小学4～6年生
先着 50名
1人 300円（2日間）
申込：3/5～3/19
講師：宝塚ソフトテニス協会

キッズ サッカー
開催日：3/29.30
16：05～16：55
市立スポーツセンター 多目的G
就学前の満5～6歳児
先着 15名
1人 2，000円（2日間）
申込：3/4～3/25
講師：宝塚FC

ジュニア サッカー
開催日：3/29.30
17：00～18：30
市立スポーツセンター 多目的G
小学1～6年生
先着 30名
1人 2，000円（2日間）
申込：3/4～3/25
講師：宝塚FC

開催日：3/29.31
9：00～10：00
市立スポーツセンター ﾃﾆｽｺｰﾄ
小学1～6年生
1人 1，800円（全2回）
先着 30名
申込：3/4～3/25
講師：宝塚テニス協会

スキルアップ サッカー
開催日：3/29.30
17：00～18：30
市立スポーツセンター 多目的G
小学4～6年生の経験者
先着 20名
1人 2，600円（2日間）
申込：3/4～3/25
講師：宝塚FC

かけっこ

＜前期＞

開催日：3/22
16：40～17：40
総合体育館メインアリーナ
小学1～3年生
1人 1，200円（1回）
先着 30名
申込：3/4～3/15
講師：T＆F. net KOBE

かけっこ

＜後期＞

開催日：3/29
16：40～17：40
総合体育館サブアリーナ
小学1～3年生
1人 1，200円（1回）
先着 30名
申込：3/4～3/15
講師：T＆F. net KOBE

陸 上

＜前期＞

開催日：3/22
17：45～18：45
総合体育館メインアリーナ
小学3年生～中学1年生
1人 1，300円（1回）
先着 30名
申込：3/4～3/15
講師：T＆F. net KOBE

陸 上

＜後期＞

開催日：3/29
17：45～18：45
総合体育館サブアリーナ
小学3年生～中学1年生
1人 1，300円（1回）
先着 30名
申込：3/4～3/15
講師：T＆F. net KOBE

チャレンジ（定期）教室・その他
かけっこ

陸 上

開催日：4/5～6/14
いずれの日も（月）の16：40～17：40
総合体育館メインアリーナ
小学1～3年生
1人12，000円（全10回）
先着 30名
申込：3/7～3/21
講師：T＆F. net KOBE

キッズ サッカー
開催日：4/6～6/15
いずれの日も（火）の16：05～16：55
市立スポーツセンター 多目的G
就学前の満5～6歳児
先着 15名
1人 9，000円（9日間）
申込：3/6～3/21
講師：宝塚FC

バスケットボール＜前期＞

開催日：4/5～6/14
いずれの日も（月）の17：45～18：45
総合体育館メインアリーナ
小学3年生～中学1年生
1人 13，000円（全10回）
先着 30名
申込：3/7～3/21
講師：T＆F. net KOBE

ジュニア サッカー
開催日：4/6～6/15
いずれの日も（火）の17：00～18：30
市立スポーツセンター 多目的G
新 小学1～6年生
先着 30名
1人 9，000円（9日間）
申込：3/6～3/21
講師：宝塚FC

開催日：4/3～6/26
いずれの日も（土）の9：45～11：45
市立末広体育館
新 小学4 ～ 新 小学6年生
1人 10，800円（全12回）
先着 80名
申込：3/5～3/21
講師：宝塚市バスケットボール協会

スキルアップ サッカー
開催日：4/6～6/15
いずれの日も（火）の17：00～18：30
市立スポーツセンター 多目的G
新 小学4～6年生
先着 20名
1人 11，700円（9日間）
申込：3/6～3/21
講師：宝塚FC

キッズ テニス（月）
開催日：4/5～6/7
いずれの日も（月）の16：00～17：00
市立スポーツセンター ﾃﾆｽｺｰﾄ
新 幼児年長～新 小学2年生
1人 9，900円（全9回）
先着 30名
申込：3/8～3/22
講師：古川テニス企画

キッズ テニス（金）
開催日：4/2～6/4
いずれの日も（金）の16：00～17：00
市立スポーツセンター ﾃﾆｽｺｰﾄ
新 幼児年長～新 小学2年生
先着 30名
1人 11，000円（全10回）
申込：3/8～3/22
講師：古川テニス企画

タイガースアカデミー ベースボールスクール

ジュニア テニス（月）
開催日：4/5～6/7
いずれの日も（月）の17：10～18：40
市立スポーツセンター ﾃﾆｽｺｰﾄ
新 小学3年生～新 中学1年生
1人 13，500円（全9回）
先着 30名
申込：3/8～3/22
講師：古川テニス企画

ジュニア テニス（金）
開催日：4/2～6/4
いずれの日も（金）の17：10～18：40
市立スポーツセンター ﾃﾆｽｺｰﾄ
新 小学3年生～新 中学1年生
先着 30名
1人 15，000円（全10回）
申込：3/8～3/22
講師：古川テニス企画

市民オリエンテーリング大会

開催日：4/5～
いずれの日も（月）の ①15：00～16：00 ②15：45～16：45
市立スポーツセンター 野球場
①幼児 新年中～年長 ②新小学1～2年生
先着 ①24名 ②30名
1人 （月額） 6，600円（年間12カ月，36回）
【お知らせ】3/8（月）に無料体験教室を実施します。
無料体験申込：タイガースアカデミー公式HPで 【検索＆申込】

開催日：3/20 （会場：市立末広中央公園）
受付 9：30～10：00 （市立末広体育館）
13：00頃 大会終了予定
①個人（小学4年生以上）300円
②ﾌｧﾐﾘｰ（小学3年生以下を含む家族または家族に類するもの）1組500円
※原則として小学4年生以上は個人種目の参加となります。
申込：3/2～3/12
※市内在住、在勤、在学者に限ります。

その他 （ 幼児 ・ 小学生 対象 ）教室
幼児体育 3～4歳児
第Ⅰ期 4/5～6/14
月曜日 15：30～16：30
総合体育館メインアリーナ
幼児3～4歳児
定員 33名

親子体育 あそび2～3歳児
第Ⅰ期 4/13～6/22
火曜日 10：15～11：30
総合体育館サブアリーナ
幼児2～3歳児と保護者
定員 35組

ぺんぎんちゃん 親子水泳
第Ⅰ期 4/13～6/22
火曜日 10：00～11：00
市立スポーツセンター屋内プール
6カ月～2歳児と保護者
定員 35組

ぽこ・あ・ぽこ 2～3歳児
第Ⅰ期 4/7～7/21
水曜日 10：15～11：30
市立スポーツセンター 剣道場
幼児2～3歳児と保護者
定員 30組

らっこちゃん 親子水泳
第Ⅰ期 4/9～6/18
火曜日 10：00～11：00
市立スポーツセンター屋内プール
6カ月～2歳児と保護者
定員 35組

幼児体育 4～6歳児
第Ⅰ期 4/9～6/25
金曜日 14：45～15：45
総合体育館サブアリーナ
4～6歳児（就学前）
定員 35名

3～6歳児 水泳
第Ⅰ期 ４月から順次開講
月～土曜日 15：00～16：10
※土曜日のみ12：20～13：30
幼児3～6歳児（就学前）
定員 各40名

小学生 水泳
第Ⅰ期 ４月から順次開講
月～金曜日 16：10～17：25
市立スポーツセンター屋内プール
小学生
定員 各55名

※申込、受講料、回数等の詳細は３月号広報誌、スポーツセンター ホームページをご確認ください。
※ 電話での受付はいたしません ※ 受付時間 ８：４５～２０：００（ただし、日曜日は１７：００まで） ※
掲載の教室は市立スポーツセンター受付窓口へ参加料持参のうえ申し込んでください。
※新型コロナウイルスの影響により、教室が開講できない場合があります。まずは、お問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染予防対策を行って教室を実施しております（教室、実施場所によって対策が異なります）。
宝塚市小浜１-１-１１

０７９７-８７-５９１１

https：//tspf.hyogo.jp

指定管理者：公益財団法人 宝塚市スポーツ振興公社

3～6歳児水泳
小学生水泳
小・中学生水泳
月曜日コースを追加しました！

小 ・中学生 水泳
第Ⅰ期 ４月から順次開講
月～木、土曜日 17：25～18：40
※土曜日のみ13：30～14：45
小学生
定員 各45名

