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「広報西東京」は、古紙混入率100％の再生紙、環境にやさしい大豆インキを使用しています

　体育協会加盟団体では、さまざまな

スポーツ教室を開催しています（右表

参照）。幅広い種目がありますので、

この機会に、皆さんぜひご参加くださ

い。

　なお、保険料は参加者負担となりま

す。参加資格・内容等詳しくは、各団

体へお問い合わせください。

◆スポーツ振興課（碓保 緯内線２７１４）

スポーツ教室のご案内 期間：４月～９月
問い合せ先参加費ところとき種目

４２０－１３７７ 緑川無料スポーツセンター第１・３日曜日　　午前９時～正午剣道
４２２－５６０８ 藤原無料武道場第１～第３日曜日　午前９時～正午柔道
４６３－１７６７ 小林１回７５０円スポーツセンター第１木・金曜日　　午前１０時～正午水泳

４６２－２２１７ 下田１回１００円
東町テニスコート第２・４土曜日　　午後１時～３時

ソフトテニス
芝久保第二運動場第３土曜日　　　　午後１時～３時

４６１－９６７４ 伊藤１回３００円スポーツセンター第１・３水曜日　　午前９時～正午卓球
４２３－０６３７ 雲野１回５００円スポーツセンター第２～４木曜日　　午後６時～９時バドミントン
０８０－５０６４－４９０８  瓜生無料スポーツセンター第１木曜・第３土曜日　午後６時～９時バスケットボール
４２１－１２９１ 妹尾月８００円武道場第１・２土曜日　　午後１２時３０分～２時３０分アーチェリー
４２１－７０７５ 菅野月１０００円総合体育館第１・２金曜日　　午後６時～９時躰道
４２２－１２１５ 岡村無料スポーツセンター第１～第３水曜日　午後６時～９時少林寺拳法

４２３－１３５０ 清水１回３００円
東町テニスコート

第３土曜日　　　　午前９時～１０時３０分
硬式テニス 第４火曜日　　　　午後１時～２時３０分

芝久保第二運動場第４土曜日　　　　午前９時～１０時３０分
４２２－８５８８ 野村１回７００円武道場第３・４日曜日　　午前９時～正午太極拳
４２２－５８７８ 茂木１回５００円スポーツセンター第１日曜日　　　　午後３時～６時ダンススポーツ
４６４－７３７０ 林月３００円北原運動場第１・２土曜日　　午前１１時４０～午後２時２０分ターゲットバードゴルフ
４６１－７０５８ 西潟無料北原運動場第１～第３月曜日　午前１１時４０～午後２時２０分グラウンドゴルフ
４７８－０３５１ 芝田無料総合体育館第１・２月曜日　　午後６時～９時合気道

※種目によっては、日程変更等がありますので各団体へご確認ください。

平成１９年度前期　スポーツ教室実施内容

４月～９月

場所開演前売料金公演名公演日

Ｍ１６：００一般３,８００円◎和太鼓　東京打撃団３／２５掌

ＭＳ１１：００
一般１,５００円、学生１,０００円
※市民無料招待あり。詳細は
ホールまで。

ピアノ・オーディション本選
会（Ａ・Ｄ部門）

３／２６捷
　　２７昇

Ｍ１５：００一般５００円
※残席わずか

子どもミュージカルワークシ
ョップ発表公演
Friendship～君がいるから～

４／１掌

Ｍ１４：００
１８：００一般６,８００円◎天童よしみコンサート４／１４松

Ｓ１９：００一般２,０００円◎Violinist 依  田 
よ だ

 彩 コンサート
あや

４／２７晶

Ｓ１９：００一般２,０００円◎ 椎  名  豊 Trio
しい な ゆたか

５／２５晶

Ｍ１８：００一般４,５００円◎サーカスハートオブクラシックス５／２６松

Ｍ１９：００一般５,５００円◎
ナイト・オブ・モータウン２００７テ
ンプテーションズ＆ザ・サウンド
・オブ・シュープリームス

６／１晶

Ｓ１９：００一般２,０００円◎吉岡 秀  晃 トリオ
ひで あき

前売開始日３／２３晶６／２２晶

Ｍはメインホール、Ｓは小ホール、Ｅはエントランスの略です◎マークがあるイベントは、こ
もれび友の会会員割引適用※特に断り書きのない公演は、未就学児の入場は不可

親子教室　渇対象　平成１５年４月２日～１７年４月１日生まれの未就学児とその親
（プカプカキッズスイミングはおむつのとれているお子さん限定）　※子ども１人
に大人１人の付き添い参加(1人1教室でお申し込みください。)

除除西西東東京京市市文文化化・・ススポポーーツツ振振興興財財団団
〒〒２２００２２－－８８５５５５５５西西東東京京市市中中町町１１～～５５～～１１文文 化化・・スス ポポ ーー ツツ 情情 報報

渇実施期間　５／９（水）～６／２７（水）
毎週水曜日（全８回）
渇講師　徳永雅之、高木佳代子
渇時間　午後２時～４時
渇ところ　こもれびホール　小ホール
渇募集対象　高校生以上
渇募集人数　４０人
※応募者多数の場合は抽選

渇受講料　１２,０００円（税込）
渇募集期間　３／１５牙～４／２２蚊必着
渇申込方法　官製はがきあるいはＦＡ
Ｘに郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を明記の上、〒２０２－
８５５５中町１－５－１保谷こもれびホー
ル「絵画講座係」捌４３８－７６７６まで。

初心者向けの基礎から
学ぶ色鉛筆講座です

各種スポーツ教室のご案内(親子教室以外はweb申し込みができます)
申込締切：　ハガキは３／２３（金）必着。Ｗｅｂは３／２３（金）午後３時までです。　各
教室とも申込みが必要です。応募多数の場合は初心者優先とし、他の方は抽選となります。
祝日等と重なった場合、教室がお休みになります。ご注意ください。
会場案内：スポーツセンターは保谷庁舎横にある施設です。教室名に「きらっと」と付い
ている教室は、田無庁舎横の「きらっと」で開催します。きらっとへのご来場は公共交通
機関をご利用ください。

参加費定員時間日程／回数教室名場所

３,０００円２０組９：５０～１０：５０４／７～５／１９
毎土曜　全６回

プカプカキッズ
スイミング

スポーツセンタ
ー温水プール

４,８００円２５組①９：３０～１０：３０
②１０：４５～１１：４５

４／１９～７／１２
毎木曜　全１２回

ママ・パパとチビ
ッコの体操教室
クラス①　クラス②

スポーツセンタ
ー第２体育室

４,８００円２５組①９：３０～１０：３０
②１０：４５～１１：４５

４／１９～７／１２
毎木曜　全１２回

きらっとママ・
パパとチビッコ
の体操教室
クラス①　クラス②

きらっと第２体
育室

各種スポーツ教室のお申し込み方法
　往復ハガキに、住所、氏名（フリガナ）、性別、年齢、生年月日、（親子教
室はお子さんの名前・フリガナ・性別・年齢・生年月日も）、電話番号、教室
名（幼児水泳教室、ママ・パパとチビッコ体操教室、フィットネスボクシン
グ、ヨーガ式健康体操は①または②のクラス名も）、これまでの教室参加の有
無および回数、返信ハガキの宛先を明記の上、西東京市スポーツセンターま
で。３月２３日（金）必着でご郵送ください。妊娠中の方は事前に確認したい
ことがありますのでその旨ご記入ください。

スポーツ教室　対象　１６歳以上の運動可能な方
参加費定員時　間日程／回数教室名場　所

６,０００円

３０人

１０：５０～１２：２０４／９～７／９
毎月曜　全１２回初心者水泳　月曜コース

スポーツセ
ンター
温水プール

１９：００～２０：３０４／１２～７／１２
毎木曜　全１２回初心者水泳　木曜コース

３,５００円１８：５０～２０：３０４／１０～7／１０
第２・４・５火曜　全8回

中級水泳教室※２５ｍ以上
泳げる方対象

３,０００円１３：５０～１４：５０４／１０～６／２６
第２・４火曜　全６回水中ウォーキング

６,０００円

９：５０～１０：５０４／９～７／９
毎月曜　全１２回

アクアエクササイズ月曜
コース（６５歳未満の方）

９：５０～１０：５０４／１１～７／４
毎水曜　全１２回

アクアエクササイズ水曜
コース（６５歳未満の方）

１０：５０～１１：５０４／１１～７／４
毎水曜　全１２回

アクアエクササイズシルバー
コース（６５歳以上の方）

５,０００円２０人①１４：５０～１５：５０
②１５：５０～１６：５０

４／１３～６／２９
毎金曜　全１０回

幼児水泳教室①②
（平成１３年４月２日～平成１５
年４月１日生まれの幼児対象）

６,０００円２５人
９：１５～１０：１５４／９～７／２

毎月曜　全１２回

初めての方のプライゾシ
ルバーアクア（６５歳以上
の方）プライゾ

田無
９：１５～１０：１５４／１２～７／５

毎木曜　全１２回
プライゾシルバーアクア木
曜コース（６５歳以上の方）

４,８００円

５０人

１９：００～２０：３０４／１２～７／５
毎木曜　全１２回ソフトエアロビクス

スポーツセ
ンター
第２体育室

１５：３０～１６：３０４／１１～６／２７
毎水曜　全１２回ラテンエアロビクス

①１２：１５～１３：２５
②１３：４０～１４：５０

４／７～６／３０
毎土曜　全１２回

フィットネスボクシング
①②

２５人１６：４５～１７：４５４／１１～６／２７
毎水曜　全１２回ピラティス

５０人①９：１５～１０：２５
②１０：４０～１１：５０

４／１１～６／２７
毎水曜　全１２回ヨーガ式健康体操①②

武道場

２５人
１３：１５～１４：４５４／１１～７／４

毎水曜　全１２回ボールエクササイズ①

１３：１５～１４：４５４／９～７／２
毎月曜　全１２回ボールエクササイズ②総合体育館

４０人１３：３０～１４：４５４／１１～６／２７
毎水曜　全１２回

きらっとコンディショニ
ング・エアロ

きらっと
第１体育室

５,０００円２０人１５：１５～１６：４５４／１２～６／２１
毎木曜　全１０回

きらっとボディメンテナ
ンス(ストレッチや軽い
運動を通して骨格の歪み
の調整を行い、体全体の
バランスを整えます)

きらっと
第２体育室

４,８００円３０人
９：３０～１０：３０４／１３～７／６

毎金曜　全１２回
きらっとフィットネスヨーガきらっと

武道場 １０：４５～１１：４５きらっとピラティス

５,６００円
４０人

１５：１５～１６：３０
４／１３～７／２０
毎金曜　全１４回

きらっとキックボクササイズ

きらっと
第２体育室

１７：００～１８：００きらっとパワーヨーガ

１９：１５～２０：３０きらっとナイトエアロビクス

４,８００円

１３：００～１４：３０

４／７～６／３０
毎土曜　全１２回

きらっとトータルエアロビクス

３０人
１５：１５～１６：１５きらっとサタデイ・フィ

ットネスヨーガきらっと
武道場

１６：４５～１７：４５きらっとサタデイ・ピラ
ティス

絵画講座　色鉛筆講座

講座内容
第１回　５／９昌　色鉛筆を知る
第２回　５／１６昌　静物Ⅰ
第３回　５／２３昌　静物Ⅱ
第４回　５／３０昌　クロッキーを描く
第５回　６／６昌　細密描写Ⅰ

第６回　６／１３昌　細密描写Ⅱ
第７回　６／２０昌　自分の好きな物を

描くⅠ
第８回　６／２７昌　自分の好きな物を

描くⅡ

緯緯０４２-４２５-０５０５０４２-４２５-０５０５　捌捌０４２-４２５-０６００４２-４２５-０６０６６
ホームページホームページ　http://www.nishitokyo.or.jp/sportscehttp://www.nishitokyo.or.jp/sportscenternter//

スポーツセンタスポーツセンターー緯緯００４４２２--４４２２１１--１１９９１１９９ 捌捌００４４２２--４４３３８８--７７６６７７６６
ホホーームムペペーージジ hhttttpp::////wwwwww..nniisshhiittookkyyoo..oorr..jjpp//kkoommoorreebbii//

保谷こもれびホー保谷こもれびホールル


