中スポーツセンター
月

月

月

エアロ・コア系
ピラティス

11：00~11：50 16歳以上27名 ¥2,200(全５回)
無理なく楽しくワークアウトを行います。体の軸を鍛え健康になり
ましょう

やさしいピラティ
ス

12：00~12：50 16歳以上27名 ¥2,200(全５回)
自分にとって最適なカラダのポジションや動かし方を見直していき
ます。

シンプルエアロ

9：00~9：50 16歳以上18名 ¥2,640(全６回)
シンプルな動きを組みあわせたエアロビクスを中心に筋トレやスト
レッチ・ヨーガの要素もとりいれます。

木

ほほえみヨーガ
①②

①11：00~11：50 ②12：00~12：50 16歳以上各
27名 ¥2,940(全６回)
やさしいポーズからはじめます。初心者向けです。

金

スタンダードエア
ロ

10：00~10：50 16歳以上18名 ¥2,640(全６回)
シンプルなエクササイズを中心に、ベーシックなステップのエアロビ
クスです

すっきりヨーガ

9：45~10：45 16歳以上55名 ¥2,640(全６回)
ヨーガの呼吸法とポーズや動きを丁寧に指導します。

エアロ&インナー
シェイプ

9：00~9：50 16歳以上18名 ¥2,640(全６回)
エアロビクスのステップを中心に体を動かしてカラダを引き締めま
しょう。

月

水

募集期間：10/８～10/21
教室実施時期：11/16～12/26

大人向け定期教室一覧

スポーツ系
月

火

木
金

健康づくり系

ラージボール
卓球

11：05~12：50 16歳以上30名 ¥3,850（全５回）
少し大きめの軽いボールで楽しむ卓球です

初級テニス

11：15~12：45 16歳以上14名 ¥5,500（全５回）
はじめてのテニス教室を卒業し、テニスの基本的なショットを練習
する教室です。

初中級テニス
①②

①9：30~11：00 ②11：15~12：45
16歳以上各14名 ¥5,500（全５回）
基本ショットと技術を習得し楽しくプレーすることを目指します。

中級テニス

9：30~11：00 16歳以上14名 ¥5,500（全５回）
基本ショットに応用ショットを加え上級プレーを目指します。

卓球

9：00~10：45 16歳以上56名 ¥4,620（全６回）
楽しみながら卓球の基礎技術を習得します。初めての方も大丈
夫です。

はじめてのテニス

11：15~12：15 16歳以上14名 ¥5,280(全６回）
今までに一度もテニスをやったことのない方向けの教室です。

バドミントン

9：00~10：45 16歳以上33名 ¥5,940(全６回)
バドミントンの基本ストロークから始め、ゲームを楽しめるように指
導します。

エンジョイスポー
ツ

11：10~12：50 40歳以上40名 ¥3,060(全６回)
バドミントン・ミニテニス・ソフトバレー・卓球などいろいろなスポーツ
を週替わりでおこないます

水

土

月

スポーツ吹き矢

11：15~12：45 16歳以上20名 ¥3,350(全５回）
的をめがけて息を使って矢を放ち得点を競うスポーツです

火

シニアストレッチ
①②

①11：00~11：50 ②12：00~12：50
50歳以上27名 ¥2,200(全５回)
シニア向けのストレッチ教室 ゆったりと体を動かします

脳トレ体操

12：00~12：50 60歳以上27名 ¥2,640(全６回)
健康維持や介護、認知症予防のために頭と体の活性化を目指す
シニア向けの教室です

ひまわり健康体
操

13：10~14：40 50歳以上100名 ¥2,640(全６回)
健康と体力の維持を目指し体操・ストレッチ・軽スポーツなどをおこ
ないます

太極拳【水】

14：00~15：30 16歳以上50名 ¥3,300(全６回)
太極拳は、あせらずゆったりペースで楽しく続けることが大切です

日本舞踊エクサ
サイズ

9：00~9：50 40歳以上女性18名 ¥3,300(全６回)
日本舞踊をもとに考案された有酸素運動・筋トレ・ストレッチ・脳ト
レのエクササイズです

生活習慣病予
防

11：10~12：40 50歳以上55名 ¥2,640(全６回)
日常生活に潜む生活習慣病を改善していきます

リンパボディメン
テナンス

14：00~14：50 16歳以上19名 ¥3,300(全６回)
リンパマッサージとゆったりとした動きでリンパの流れをスムーズに

金

太極拳【金】

13：10~14：40 16歳以上100名 ¥3,300(全６回)
24式太極拳を中心に、体中の関節を自由に動かします

土

本気で体幹プロ
ジェクト

9：00~9：50 16歳以上19名 ¥2,750(全５回)
正しい体幹トレーニングや、姿勢、体の使い方を学びます

水

木

文化系
月

金

歌声教室

9：00~10：00 60歳以上12名 ¥2,750(全５回)
初めてでも歌が苦手でも大歓迎！おなじみの曲を練習します。
＊別途教本代2000円（税込み）かかります。

絵手紙教室

11：20~12：50 16歳以上 19名 ¥1,980(全３回)
季節の花や野菜などを描いてオリジナル絵手紙を作りましょう。

書道教室

11：20~12：50 16歳以上 19名 ¥1,980(全３回)
初心者向けの書道教室です。筆の持ち方から学びます。

※絵手紙教室、書道教室は隔週開催です

ダンス系
はじめて
フラダンス

10：00~10：50 16歳以上女性18名 ¥3,300(全６回）
フラダンスはゆったりとした音楽に合わせて踊るのでリラックス効果
があります

フラダンス

11：00~11：50 16歳以上女性18名 ¥3,300(全６回）
はじめてのフラダンスを卒業したみなさまにお勧めです
ちょっと上級の教室です

水

中スポーツセンター
こども向け定期教室一覧

火

水

木

金

幼児サッカー

15：15~16：30 今年度中に5，6歳になるお子様30名 ¥3,300(全５回）
遊びを通して楽しみながらサッカーの基礎を体験する教室です。

苦手種目に挑戦

17：15~18：15小学1~5年生（2009.4.2～2014.4.1）30名¥3,300(全５回）
鉄棒などの器具に挑戦して苦手を克服する教室です。

ミニバスケットボール

17：25~18：45小学１~6年生（2008.4.2～2014.4.1）60名¥3,300(全５回）
はじめての方でもOK！楽しみながらドリブル・パス・シュートなどの基本を学びます。

親子体操

9：30~10：30 ２~4歳児の親子 ２5組 ¥3,300（全６回）
親子の触れ合いを大切にしながら子供の成長に必要な運動を行い体を動かす楽しさを体験し
ます。

特訓！スポーツ塾

16：10~17：15小学１~4年生（2010.4.2～2014.4.1）35名¥3,300(全６回）
様々な器具を使い、走る・跳ぶといった基本的運動能力をたかめることを目指す教室です。

ジュニア野球

17：30~18：30小学１~4年生（2010.4.2～2014.4.1）30名¥3,960(全６回）
投げる・捕る・打つといった野球の基礎を学ぶ、初心者対象の教室です。元ベイスターズのコー
チが教えます。

キッズヒップホップ

17：00~17：50 教室開始時に４~6歳になるお子様 12名 ¥3,960(全６回）
ストレッチから基礎練習、振り付けまですべてを音楽に合わせて楽しくレッスンします。

ジュニアヒップホップ

18：00~18：50小学１~6年生（2008.4.2～2014.4.1）12名¥3,960(全６回）
ストレッチから基礎練習、振り付けまですべてを音楽に合わせて楽しくレッスンします。

幼児体操①

①15：05~15：55
今年度中に4~6歳になるお子様各32名
¥2,640(全６回)
様々な運動でおともだちと楽しくおもいきり体を動かします。

ジュニアテニス
（入門・初級）

17：30~18：30 小学1~6年生（2008.4.2～2014.4.1）26名¥5,940(全６回)
はじめてテニスをやる小学生を対象とした教室です。

横浜ビー・コルセアーズバス
ケットボール

17：00~18：50 小学4~6年生（2008.4.2～2011.4.1）30名¥9,180(全６回)
横浜ビー・コルセアーズ指導員が指導する、バスケットボールのレベルアップのための教室です。

英語で親子リトミック

10：00~10：50 あんよができる赤ちゃん~4歳児と保護者 9組 ¥3,300(全５回)
先生や音楽から自然な形で英語に触れながら親子で体を動かす楽しさを体験します。

幼児ボール運動

15：00~15：50 今年度中に4~6歳になるお子様 30名 ¥3,300(全６回)
ボール運動を中心に球技の基礎となる様々な体の使い方を楽しく学びます。

かけっこ教室

16：00~16：50 小学1~4年生（2010.4.2～2014.4.1）30名¥3,960(全６回)
速く走るコツを学びます。陸上専門のコーチが指導します。

ジュニアテニス
小学生向け

9：15~10：45 小学１~6年生（2008.4.2～2014.4.1）25名¥7,920(全６回)
入門~初級教室を卒業した小学生向けの教室です。テニスの基本ショットを中心に練習します

土
ジュニア空手

10:00~10:50 今年度中に5歳になるお子様~小学4年生（2010.4.2～2016.4.1）
12名 ¥3,960(全６回)
楽しみながら空手の基本動作を学びます。礼儀作法を学びながら強い心と体を作ります。

◆◇秋の定期教室参加申し込み方法◆◇

募集期間：10月８日(木) ～ 10月２１日(水)必着
① お申込み方法
インターネット、または往復はがきでのお申込みとなります。
 インターネット
以下のサイトよりお申込みになれます
https://www.yokohama-sports.jp/naka/list
お申込みサイトQRコード
 往復はがき
はがきの往信部に「参加希望教室」、「参加者氏名(ふりがな)」、「生年月日」、「住所」、「電話番号」、
返信部に「住所」「氏名」を記入し、63円切手を貼付けて、中スポーツセンターまで送付してください。
送付先：〒231-0801 横浜市中区新山下3-15-4 中スポーツセンターまで
② 抽選結果のお知らせ
応募者が定員を超えた場合は抽選となります。結果は10月末ごろまでにメール、または返信用はがきで
ご連絡します。
③ お支払いについて
当選結果通知が届いた日～教室初回日までに、中スポーツセンター受付でお支払等手続きをお済ませ
下さい（受付時間;9時～20時）尚、インターネットでお申込み頂いた方は、11月11日(水)までイン
ターネットでの決済が可能です。（当選通知メールのURLから）
【注意事項】
■新型コロナウイルス感染予防対策のため，利用者の健康と安全を最優先に考慮し、利用当日は①新型コロナウイルス感染症防止
対策チェックシートによる体調チェック、②マスク着用、③手指の消毒をお願いいたします。チェック項目に該当する場合や新型コロナウ
イルス感染症を疑われる症状がある場合には参加をご遠慮いただきます。新型コロナウイルス感染症対策の詳細はホームページでご
確認ください。
■ご参加は応募者本人のみとなります。
■応募者が定員を超えた場合は抽選となります。市内在住・在勤・在学及び初参加者が優先となります。
■親子教室の兄弟追加につきましては追加料金をいただきます（追加料金;1人につき参加料の半額）
■実施期間また開催時間は変更になる場合があります。
■健康に不安のある方（特に呼吸器・循環器系に疾患）は、事前に医師の許可を得た上でお申し込みください。また妊娠されている
方のご参加はご遠慮ください。（教室期間内に妊娠された方も同様）
■上記、抽選結果のお知らせ期間を過ぎても連絡のない場合はご連絡ください。
※すべての教室において最少催行人数を設けております。人数が達さない場合は中止とさせていただく場合がございます。
※今後の感染症の拡大状況により、急遽、開催が中止となる場合もございます。
≪個人情報の取扱いについて≫
1.
「事業者の名称」：公益財団法人横浜市スポーツ協会
2.
「個人情報の利用目的」：ご記入いただいた個人情報は、お申込みされた教室に関わる参加当落や開催中止等の連絡、参加料管理、名簿作成、健康状態把握、過去の教室参加履歴確認、傷害保険加
入、新規教室及びイベント事業のご案内のために利用します。
3.
「個人情報第三者提供について」：ご記入いただいた個人情報について、第三者へ提供することはありません。
4.
「個人情報の取扱いの委託について」：ご記入頂いた個人情報の取扱いについて、事業の必要性により、利用目的の範囲内で業務の全部 又は一部を外部に委託する場合があります。業務委託先に関して
は、個人情報適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、契約において個人情報の適正管理・機密保持などの個人情報の漏えい防止に必要な事項を取り決め、適正管理の実施を義務づけます。
5.
「個人情報の開示等及び問合わせについて」：当協会が保有する個人情報の利用目的の通知・開示・内容の修正・追加または削除・利用の停止・消去および第三者への提供の停止に応じる窓口は、７の問
い合わせ先と同じです。
6.
「個人情報をご提供頂かない場合の取扱い」：必要事項をご記入いただけない場合、お申込みできない場合があります。
7.
「当協会の個人情報取扱いに関する苦情、相談等の問合せ先」：
個人情報保護管理責任者： 公益財団法人横浜市スポーツ協会 事務局長
お問い合わせ窓口：総務部総務課＞電話045-640-0011／FAX045-640-0021

横浜市中スポーツセンター
〒231-0801 横浜市中区新山下3-15-4
TEL:
045-625-0300
HP : http://www.yspc.or.jp/naka_sc_ysa/
MAIL: <taikyo-nk@yspc.or.jp>

■営業時間
9:00～21:00
毎月第4月曜日：休館日

