宝塚市立スポーツセンターからのお知らせ
（ 令和 ３年 夏季 短期教室 ＆ 定期教室 ）
夏休み
ジュニア テニス＜前期＞

器械体操

短期教室

新体操

かけっこ

＜前期＞

陸 上

＜前期＞

開催日：7/26.28
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
先着 24名

開催日：7/29.30.31
①低学年 9：15～10：45
②中・高学年 11：00～12：30
総合体育館メインアリーナ
市内在住・在学の小学1～6年生

開催日：7/29.30.31
①低学年 10：00～11：15
②中・高学年 11：30～12：45
総合体育館サブアリーナ
市内在住・在学の小学1～6年生の女子

開催日：8/2.3
14：00～15：00
総合体育館サブアリーナ
小学1～3年生
先着 30名

開催日：8/2.3
15：00～16：00
総合体育館サブアリーナ
小学3年生～中学1年生
先着 30名

1人 1，800円（2回）
申込：7/11～8/15
講師：宝塚テニス協会

1人 300円（3回） 先着 各50名
申込：7/5～定員に達するまで
講師：宝塚スミレ体操クラブ

1人 1，800円（3回） 先着 各30名
申込：7/5～定員に達するまで
講師：宝塚サニー

1人2，400円（2回）
申込：7/18～7/25
講師：T＆F. net KOBE

1人 2，600円（2回）
申込：7/18～7/25
講師：T＆F. net KOBE

ジュニア テニス＜後期＞
開催日：8/23.25
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
先着 24名
1人 1，800円（2回）
申込：7/11～8/15
講師：宝塚テニス協会

ジュニア サッカー

スキルアップ サッカー

開催日：8/3.10.17.24
17：00～18：00
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 4，000円（4回）
申込：7/19～7/31
講師：宝塚FC

開催日：8/3.10.17.24
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 5，200円（4回）
申込：7/19～7/31
講師：宝塚FC

かけっこ

＜後期＞

陸 上

＜後期＞

開催日：8/30.31
14：00～15：00

開催日：8/30.31
15：00～16：00

総合体育館ｻﾌﾞ（8/30）・ﾒｲﾝ（8/31）ｱﾘｰﾅ

総合体育館ｻﾌﾞ（8/30）・ﾒｲﾝ（8/31）ｱﾘｰﾅ

小学1～3年生
先着 30名
1人2，400円（2回）
申込：7/18～7/25
講師：T＆F. net KOBE

小学3年生～中学1年生
先着 30名
1人 2，600円（2回）
申込：7/18～7/25
講師：T＆F. net KOBE

第Ⅲ期 キッズ テニス（月）

第Ⅲ期 ジュニア テニス（月）

開催日：10/4～11/29
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
幼児年長～小学2年生
先着・若干名の募集
1人 8，800円（8回）
申込：9/16～9/27
講師：古川テニス企画

開催日：10/4～11/29
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
小学3年生～中学1年生
先着・若干名の募集
1人 13，500円（9回）
申込：9/16～9/27
講師：古川テニス企画

第Ⅲ期 キッズ テニス（金）

第Ⅲ期 ジュニア テニス（金）

定期教室・その他
第Ⅱ期 キッズ サッカー
開催日：9/7～11/30
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グラウンド
就学前の満5～6歳児
先着・若干名の募集
1人11，000円（11回）
申込：8/15～8/31
講師：宝塚FC

第Ⅱ期 ジュニア サッカー
開催日：9/7～11/30
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グラウンド
小学1～6年生
先着・若干名の募集
1人11，000円（11回）
申込：8/15～8/31
講師：宝塚FC

第Ⅲ期 かけっこ

第Ⅲ期 陸上

第Ⅱ期 スキルアップ サッカー
開催日：9/7～11/30
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グラウンド
小学4～6年生の経験者
先着・若干名の募集
1人 14，300円（11回）
申込：8/15～8/31
講師：宝塚FC

バスケットボール＜後期＞

開催日：9/27～12/20
いずれの日も（月）の16：40～17：40
総合体育館メインアリーナ

開催日：9/27～12/20
いずれの日も（月）の17：45～18：45
総合体育館メインアリーナ

開催日：9/4～11/27
いずれの日も（土）の9：45～11：45
市立末広体育館

開催日：10/1～12/10
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

開催日：10/4～11/29
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

小学1～3年生
先着・若干名の募集
1人 14，400円（12回）
申込：9/16～9/24
講師：T＆F. net KOBE

小学3年生～中学1年生
先着・若干名の募集
1人 15，600円（12回）
申込：9/16～9/24
講師：T＆F. net KOBE

小学4 ～小学6年生
先着 80名
1人 9，900円（11回）
申込：8/8～8/22
講師：宝塚市バスケットボール協会

幼児年長～小学2年生
先着・若干名の募集
1人 12，100円（11回）
申込：9/16～9/27
講師：古川テニス企画

小学3年生～中学1年生
先着・若干名の募集
1人 16，500円（11回）
申込：9/16～9/27
講師：古川テニス企画

小・中学生バドミントン
開催日：8/2～8/14
9：30～12：30
総合体育館メインアリーナ
市内在住・在学の小学1年生～中学3年生

先着 50名
1人 6，500円（10回）
申込：7/3～定員に達するまで
講師：宝塚市バドミントン協会

市民武道教室
①＜居合道＞
日程：9/1.5.8.12.15.22.26.29 （水）19：00～21：00 （日）16：00～18：00 場所：剣道場
②＜合気道＞
日程：9/2.5.9.12.16.19.23.26 （木）19：00～20：30 （日）10：00～11：30 場所：柔道場
③＜空手道＞
日程：9/3.6.10.13.17.20.24.27 （月）19：00～21：00 （金）19：00～21：00 場所：剣道場
④＜日本拳法＞ 日程：9/4.6.11.13.18.20.25.27 （月）19：00～21：00 （土）16：00～18：00 場所：剣道場
⑤＜少林寺拳法＞ 日程：9/7.11.14.18.21.25.28.10/2 （火）19：00～21：00、（土）19：00～21：00 場所：柔道場
対象：市内在住・在勤（学）者 ①小学3年生以上②小学1年生以上③5歳以上④6歳以上⑤小学1年生以上
参加料：1人1教室 各800円
申込：8/3～8/14
定員：各30名
指導者 ： 各武道協会高段者

小学生ソフトテニス
開催日：10/16.17
10：00～11：30
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（全2回）
申込：9/16～9/27
講師：宝塚市ソフトテニス協会

※申込、受講料、回数等の詳細は広報誌スポーツ覧、スポーツセンター ホームページをご確認ください。
※申込受付がすでに始まっている教室については、まずは、お電話にて空き状況をご確認ください。
※ 上記教室は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。
※ 第Ⅱ期

水泳(子ども対象) 教室の欠員募集については、8月号広報もしくはホームページをご確認ください。

※ 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

令和 ３年度 宝塚市立スポーツセンター 屋外プールの営業中止について
屋外プールにつきましては、例年多くの方にご利用していただいておりますが、新型コロナウイルス感染症が収束していない中
で、ご利用者ならびにスタッフの健康と安全・安心を第一と考え、昨年に引き続き今年度も営業中止とさせていただきます。
また、8月22日に予定していた水泳大会も中止となりますので、あらかじめご了承ください。
屋外プールを楽しみにしていた方には大変申し訳ございませんが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

