
開催日：3/30.31 開催日：3/25.26 開催日：3/27.29 開催日：3/27.28 開催日：3/27.28
9：45～11：15 10：15～12：00 9：00～10：00 14：15～15：15 15：30～16：30
総合体育館メインリーナ 市立スポーツセンター ﾃﾆｽｺｰﾄ 市立スポーツセンター ﾃﾆｽｺｰﾄ 総合体育館メインアリーナ 総合体育館メインアリーナ
幼児 新 年長～新 小学3年生 市内在住・在学の小学4～6年生 小学1～6年生 新 小学1～3年生 新 小学3年生～中学1年生
先着 30名 先着 50名 1人 1，800円（全2回） 1人 2，400円（2日間） 1人 2，600円（2日間）
1人 2，200円（2日間） 1人 300円（2日間） 先着 30名 先着 30名 先着 30名
窓口申込：3/6～3/19 窓口申込：3/6～3/19 窓口申込：3/9～3/19 窓口申込：3/7～3/19 窓口申込：3/7～3/19
講師：宝塚スミレ体操クラブ 講師：宝塚ソフトテニス協会 講師：宝塚市テニス協会 講師：T＆F. net KOBE 講師：T＆F. net KOBE

開催日：3/27.28 開催日：3/27.28 開催日：3/27.28
17：00～17：50 17：00～18：30 17：00～18：30
市立スポーツセンター 多目的G 市立スポーツセンター 多目的G 市立スポーツセンター 多目的G

就学前の5歳児～新 小学2年生 新 小学2～6年生 新 小学4～6年生の経験者
先着 15名 先着 30名 先着 20名
1人 2，000円（2日間） 1人 2，000円（2日間） 1人 2，600円（2日間）
窓口申込：3/10～3/19 窓口申込：3/10～3/19 窓口申込：3/10～3/19
講師：宝塚FC 講師：宝塚FC 講師：宝塚FC

開催日：4/3～6/5 開催日：4/7～6/9 開催日：4/7～6/9 開催日：4/3～6/26 開催日：4/3～6/26
いずれの日も（月）の17：10～18：40 いずれの日も（金）の16：00～17：00 いずれの日も（金）の17：10～18：40 いずれの日も（月）の16：45～17：45 いずれの日も（月）の17：50～18：50
市立スポーツセンター ﾃﾆｽｺｰﾄ 市立スポーツセンター ﾃﾆｽｺｰﾄ 市立スポーツセンター ﾃﾆｽｺｰﾄ 総合体育館メインアリーナ 総合体育館メインアリーナ
新 小学3年生～新 中学1年生 新 幼児年長～新 小学2年生 新 小学3年生～新 中学1年生 新 小学1～3年生 新 小学3年生～新 中学1年生
1人 15，200円（全10回） 先着 30名 先着 30名 1人16，120円（全13回） 1人 17，420円（全13回）
先着 30名 1人 10，080円（全9回） 1人 13，680円（全9回） 先着 30名 先着 30名
申込：3/6～随時、窓口先着受付 申込：3/10～随時、窓口先着受付 申込：3/10～随時、窓口先着受付 申込：3/6～随時、窓口先着受付 申込：3/6～随時、窓口先着受付

講師：古川テニス企画 講師：古川テニス企画 講師：古川テニス企画 講師：T＆F. net KOBE 講師：T＆F. net KOBE

開催日：4/4～7/4 開催日：4/4～7/4 開催日：4/4～7/4 開催日：4/1～7/29 開催日：4/1～7/29
いずれの日も（火）の17：00～17：50 いずれの日も（火）の17：00～18：30 いずれの日も（火）の17：00～18：30 いずれの日も（土）の9：00～10：15 いずれの日も（土）の10：20～11：50
市立スポーツセンター 多目的G 市立スポーツセンター 多目的G 市立スポーツセンター 多目的G 市立末広体育館 市立末広体育館
就学前の5歳児～新 小学2年生 新 小学2～6年生 新 小学4～6年生 新 小学3 ～ 小学6年生 新 小学4 ～ 小学6年生
先着 15名 先着 30名 先着 20名 1人 13，800円（全15回） 1人 13，800円（全15回）
1人 14，280円（14日間） 1人 14，280円（14日間） 1人 18，480円（14日間） 先着 40名 先着 40名
申込：3/7～随時、窓口先着受付 申込：3/7～随時、窓口先着受付 申込：3/7～随時、窓口先着受付 申込：3/11～随時、窓口先着受付 申込：3/11～随時、窓口先着受付
講師：宝塚FC 講師：宝塚FC 講師：宝塚FC

開催日：4月～ 開催日：4/1～6/24 開催日：　①第Ⅰ期 R5．4/8～R6．3/9
いずれの日も（月）の　①15：00～16：00　②15：45～16：45 土曜日　11：05～11：55 　　　　　　　 受付15：30～（毎月2回　いずれも土曜日）
市立スポーツセンター 野球場 市立末広スタジオ 会場：宝塚ゴルフ倶楽部 コース内特設会場

①幼児 新 年中～年長　②新 小学1～2年生 新 小学1～2年生 　新 小学1～6年生
先着　①24名　②30名　　※①②共に欠員の募集です。 定員 15名 各期 先着 30名程度　　　受講料：無料
1人 （月額） 6，600円（年間12カ月，36回） 1人 18，360円（12回） 申込先：宝塚市ゴルフ協会　
お申込についてはタイガースアカデミーベースボール 申込：3/11～随時、窓口先着受付 　　　　　 理事長　久下 等 宅
スクールの公式HPをご覧ください！ 講師：松崎 美奈子 （元ﾆｭｰｵｰﾘﾝｽﾞ ｾｲﾝﾂ ﾁｱﾘｰﾀﾞｰ） FAX：0797-84-7148　　電話：080-5634-7148

開催日：4/3～6/26　 開催日：4/4～6/27　 開催日：4/7～6/30　 開催日：4/1～6/24
月曜日　15：30～16：30 火曜日　10：15～11：30 金曜日　14：45～15：45 土曜日　10：00～10：50
総合体育館メインアリーナ 総合体育館サブアリーナ 総合体育館サブアリーナ 市立末広スタジオ
幼児3～4歳児 幼児2～3歳児と保護者 4～6歳児（就学前） 未就学の満4～6歳児
定員 33名 定員 30組 定員 35名 定員 15名
1人 13，260円（全13回） 1人 13，260円（全13回） 1人 12，240円（全12回） 1人 18，360円（全12回）
申込：3/6～随時、窓口先着受付 申込：3/8～随時、窓口先着受付 申込：3/10～随時、窓口先着受付 申込：3/11～随時、窓口先着受付

開催日：４月から順次開講 開催日：４月から順次開講 開催日：４月から順次開講 開催日：４月から順次開講
火、金曜日　10：00～11：00 月～土曜日　15：00～16：10 月～金曜日　16：20～17：35 月～木、土曜日　17：45～19：00 
市立スポーツセンター屋内プール ※土曜日のみ12：20～13：30 市立スポーツセンター屋内プール ※土曜日のみ13：50～15：05
6カ月～2歳児と保護者 幼児3～6歳児（就学前） 小学生 小学生
定員 各35組 定員 各40名（土曜日：50名） 定員 各55名 定員 各35名（土曜日：55名）
申込：3/1～3/7にネット申込 申込：3/1～3/7にネット申込 申込：3/1～3/7にネット申込 申込：3/1～3/7にネット申込

※HPにてマイページ登録が必要です ※HPにてマイページ登録が必要です ※HPにてマイページ登録が必要です

スナッグゴルフ英語ｄeジュニアチア

※ 新型コロナウイルス感染予防対策を講じて教室を実施いたしますが、今後の感染症法の改定により変更となる場合があります。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　宝塚市小浜１-１-１１　　　０７９７-８７-５９１１　　　　https：//tspf.hyogo.jp

※HPにてマイページ登録が必要です

キッズ サッカー ジュニア サッカー スキルアップ サッカー ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（未経験者～初級） バスケットボール（経験者）

指定管理者：公益財団法人　宝塚市スポーツ振興公社

※ 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） ※
掲載の先着順申込の教室は市立スポーツセンター受付窓口へ受講料持参のうえ申し込んでください。

小学生 水泳 小・中学生 水泳親子水泳 3～6歳児 水泳

 　　　　 幼児　小学生　水泳教室

　　新型コロナウイルス対策について

・密を避けるため開講時間の5分前入場
　
・入場前に検温モニターにて体温チェッ
ク
　
・マスクはプールサイドまで着用

・講師は水泳専用マスクを着用して指導

・観覧席奥に教室専用の特設更衣室を設置
　【3～6歳児の男女】【小学3年生までの女児】
　【女性保護者】のみ利用や入場ができす。

ジュニア テニス かけっこ

陸 上

陸 上

定期教室・その他教室

キッズ サッカー ジュニア サッカー スキルアップ サッカー

宝塚市立スポーツセンターからのお知らせ

（ 令和 ５年 ３月 春季 短期教室 ＆ ４月からの 定期教室 ）

※　教室によって申込方法が異なります。　詳しくは　【スポーツセンター ホームページ】　をご確認ください。

その他 （ 幼児 ・ 小学生 対象 ）教室

幼児体育 3～4歳児 ぽこ・あ・ぽこ
（体育・音楽・造形あそび） 幼児体育 4～6歳児 英語ｄeキッズチア

タイガースアカデミー ベースボールスクール

春休み　短期教室

ジュニア テニス（月） キッズ テニス（金） ジュニア テニス（金） かけっこ

器 械 体 操 ソフトテニス


