事 前 受付スタート！

始めてみよう。明日の私がもっと輝くために。

春期教室

正しい姿勢で健康に!!

姿勢測定
（C-say）
姿勢のゆがみを画像分析で
判定し、
改善メニューをご紹介
します。
いくつになっても正しい姿勢
で美しく・元気に！
事前に

参加者募集
2019年
募集期間

4 5 6
月

月

月

お申し込みが
日時： 2 月19 日 火 13：30〜15：30
必要です
場所： 南スポーツセンター ロビー
料金： 1,000円（姿勢測定・結果説明とアドバイス）
時間： 15分 程度（測定時間5分＋ 結果説明・アドバイス 約10分）
定員： 20名
（先着順）

大人向け
親子＆こども向け

全

2 月4 日（月）〜 2 月17日（日）

51

電話または直接ご来 館にてお申し込みください

ゴー

ジュニアバレエ
火

より随時受付中！

1月22日

ゴー

親子でＧＯＧＯリトミック

17：00〜17：50

水

11：45〜12：45

バレエの基本技術を習得し、
柔軟性を高め、しなやかな
動きを身につけます。

音楽を感じ身体で表現する
ことで、心と身体を健やかにし、
親子の触れ合いを通して絆を深めます。

●対象：小学1〜4年生
●定員：20名 ●参加料：7,700円
： 4月 2・9・16・23日
●開催日
（全11回）
5月 7・14・21・28日 6月 4・11・18日

●対象：H27.4.2〜H29.4.1生と保護者
●定員：40組 ●参加料：5,280円
： 4月 3・10・17・24日
●開催日
（全11回）
5月 8・15・22・29日 6月 5・12・19日

種

※親子リトミックに兄弟で参加の場合は、参加料に加え、１人につき1,100円料金が追加されます。

詳しくは裏面 をご覧ください

体力アップ！

トレーニング室

これから
運 動を
方・
始めたい
も
方
女 性の ！
す
大 歓 迎で

その場ですぐ始められます！

ご予約・手続き不要
初めての方も安心です。
インストラクターが
親切丁寧 にご案内します。

3 時間

トレーニング室をご利用の方対象

年齢や体力に合わせて
さまざまな教室 を
ご用意しています。

シェイプ
アップ！

！
健 康づくりに

ストレッチタイム開催中！
■運動のできる服装
（ジャージ等伸縮性のよいもの）
、
室内シューズをご持参ください。
■シューズ・ハーフパンツレンタル
（有料）
、
Tシャツ販売もございます。
■18時以降の中学生以下のご利用は、
保護者等の同伴が必要となります。
■小学生以下のご利用は、
必ず保護者等の同伴が必要となります。

300円

中学生以下

100 円

無料
1日2回

（平日のみ）
キャプテンわん©ゆず華・
（公財）横浜市体育協会

モリサワのＵＤフォント（新ゴ、新丸ゴ）を使用しております。

■指定管理者：公益財団法人 横浜市体育協会

Yokohama Minami Sports Center

横浜市南スポーツセンター
TEL. 045-743-6341

FAX. 045-743-6519

〒232-0061 横 浜市南区 大岡 1-14-1

（ 受付 20：00 まで） ■ 休 館日…第 3 月曜日
（祝日の場合は翌日）
・年末年始（12／29 夜間〜1／4 午前）
■ 開館時間… 9：00 〜21：00

「横浜市南スポーツセンター」
について
詳しくはホームページをご覧ください！
横浜市南スポーツセンター

検索

http://www.yspc.or.jp/minami_sc_ysa/

■交通案内
市営地下鉄
「弘明寺駅」
下車…徒歩 5 分
京浜 急行線
「弘明寺駅」
下車…徒歩 15 分
■駐車場
有料
（ 31台）
※ 2 時間…300 円
以降 30 分ごと… 50 円

至関内▲

横浜信用金庫

留学生会館
市営地下鉄
「弘明寺駅」
1番出口

放送大学
国大附属特別支援学校

弘明寺商店街
南警察
至上大岡▼

南スポーツセンター
（大岡健康プラザ）

国大附属中学

twitter は
こちら

事前
受付

4 月 5月 6月

エクササイズ教室
ピラティス

インナーマッスルを鍛えて、
美しく機能的な身体をつくります。

ベーシックピラティス

火

11：00〜11：50

●対象：16歳以上 ●定員：60名 ●参加料：6,000円
： 4月 9・16・23日
●開催日
（全10回）
5月 7・14・21・28日 6月 4・11・18日

やさしいピラティス

水

19：00〜19：50

●対象：16歳以上 ●定員：22名 ●参加料：5,940円
●開催日
（全11回）
： 4月 3・10・17・24日
5月 8・15・22・29日 6月 5・12・19日

木曜ピラティス

木

18：00〜18：50
11：00〜11：50

託児サービスのご案内

●対象年齢：1歳〜未就学児
●料金：5,400円
（全10回）

お子様をお連れのママさん・パパさんも安心してご利用になれます。

※
「ベーシックピラティス・骨盤コンディショニング」のみ ※託児を希望される場合は、応募
ハガキ記入欄の⑦に託児希望と必ず明記してください
（お子さまの年齢・性別も記入）
。
※欠席されても、払い戻しはいたしません。 ※希望者多数の場合は、
抽選となります。

骨盤体操

全身の歪みを解消して、
体質改善をめざします。

火

12：00〜12：50

●対象：16歳以上 ●定員：60名 ●参加料：6,000円
●開催日
（全10回）
： 4月 9・16・23日
5月 7・14・21・28日 6月 4・11・18日

❶ 木 15：00〜15：50
❷ 木 16：00〜16：50
●対象：16歳以上
●定員：20名 ●参加料：5,940円
●開催日
（全11回）
： 4月 4・11・18・25日
5月 9・16・23・30日 6月 6・13・20日

木曜骨盤調整❶❷

※ベーシックピラティス・やさしいピラティス・木曜ピラティス・ステップアップピラティスの
重複申込はできませんのでご注意ください。
※木曜骨盤体操①・木曜骨盤体操②の重複申込はできませんのでご注意ください。

ヨガ

ヨガのポーズと呼吸法を学び心と身体を整えます。

インナーシェイプヨガ

火

18：00〜18：50

お腹周りを中心に深層筋を引き締め、シェイプアップを目指します。

●対象：16歳以上 ●定員：20名 ●参加料：6,050円
●開催日
（全11回）
： 4月 2・9・16・23日
5月 7・14・21・28日 6月 4・11・18日

ココロとカラダのヨガ

水

12：00〜12：50

●対象：16歳以上 ●定員：60名 ●参加料：5,500円
●開催日
（全11回）
： 4月 3・10・17・24日
5月 8・15・22・29日 6月 5・12・19日

深めるヨーガ

17 00 17 50

金
： 〜 ：
伝統的なヨーガをより深め、易しいポーズと筋膜、骨盤、リンパへの
アプローチやキャンドル瞑想など様々な角度から心身を整えます。

●対象：16歳以上 ●定員：20名 ●参加料：5,500円
●開催日
（全11回）
： 4月 5・12・19・26日
5月 10・17・24・31日 6月 7・14・21日

バレトン

バレエ、ヨガの動作を組み合わせしなやかな
身体をつくります。

11 00〜11：50

朝のバドミントン

火

9：00 〜10：45

●対象：16歳以上 ●定員：66名 ●参加料：9,700円
●開催日
（全10回）
： 4月 2・9・16・23日
5月 7・14・21・28日 6月 4・11日

夜のバドミントン

木

19：00 〜20：45

●対象：16歳以上 ●定員：33名 ●参加料：9,700円
●開催日
（全10回）
： 4月 4・11・18・25日
5月 9・16・23・30日 6月 6・13日

卓球（ラケット持参）
卓球❶❷

❶ 火
❷ 火

11：00〜12：45
13：00〜14：45

●対象：16歳以上
●定員： ❶42名 ❷84名 ●参加料：7,500円
●開催日
（全10回）
： 4月 9・16・23日
5月 7・14・21・28日 6月 4・11・18日

金曜卓球

金

13：00〜14：45

●対象：16歳以上 ●定員：70名 ●参加料：7,500円
●開催日
（全10回）
： 4月 12・19・26日
5月 10・17・24・31日 6月 7・14・21日

※卓球①・卓球②・金曜卓球の重複申込はできませんのでご注意ください。

ダンス教室
フラメンコ

木

10：00 〜10：50

リズムに合わせて、スペインの情熱的なダンスを楽しく踊りましょう♪

●対象：16歳以上 ●定員：22名 ●参加料：7,700円
●開催日
（全11回）
： 4月 4・11・18・25日
5月 9・16・23・30日 6月 6・13・20日

ベリーダンス
お腹周りを動かして踊ることでウェストヒップを引き締めます。

木曜ベリーダンス

木

12：00 〜12：50

●対象：16歳以上 ●定員：20名 ●参加料：7,700円
●開催日
（全11回）
： 4月 4・11・18・25日
5月 9・16・23・30日 6月 6・13・20日

金曜ベリーダンス

金

18：00 〜18：50

●対象：16歳以上 ●定員：20名 ●参加料：7,700円
●開催日
（全11回）
： 4月 5・12・19・26日
5月 10・17・24・31日 6月 7・14・28日

ベーシックフラダンス

木

15：15〜16：30

基礎から曲に合わせた振付を学びます。

●対象：16歳以上 ●定員：40名 ●参加料：6,600円
●開催日
（全11回）
： 4月 4・11・18・25日
5月 9・16・23・30日 6月 6・13・20日

YES, フォークダンス

金

12：00〜12：50

音楽に合わせて身体を動かすことが好きな方におすすめです。

●対象：16歳以上 ●定員：40名 ●参加料：3,850円
●開催日
（全11回）
： 4月 5・12・19・26日
5月 10・17・24・31日 6月 7・14・21日

●対象：16歳以上 ●定員：20名 木
：
●参加料：7,700円
●開催日
（全11回）
： 4月 4・11・18・25日
5月 9・16・23・30日 6月 6・13・20日

初めての社交ダンス

背骨矯正＆ヨガストレッチ

●対象：16歳以上 ●定員：14名 ●参加料：6,400円
●開催日
（全10 回）
： 4月 13・20・27日
5月 11・18・25日 6月 1・8・15・22日

15 00〜15：50

●対象：16歳以上 ●定員：20名 金
：
●参加料：5,500円
●開催日
（全11回）
： 4月 5・12・19・26日
5月 10・17・24・31日 6月 7・14・21日

スタイリッシュBODYクラブ
●対象：16歳以上 ●定員：20名 金
：
●参加料：6,600円
●開催日
（全11回）
： 4月 5・12・19・26日
5月 10・17・24・31日 6月 7・14・21日

16 00〜16：50

ボールやチューブを使い筋力トレーニングを行うことで、
スタイリッシュなBODYを目指します。

土

9：15 〜10：45

はじめての方向けの教室です。
基本的な動作を習得します。

月

11：15〜12：30

有酸素運動や軽スポーツを中心に楽しく身体を動かします。

●対象：55歳以上 ●定員：60名 ●参加料：2,800円
●開催日
（全7回）
：
4月 1・22日 5月 13・27日 6月 3・10・24日

らくらく頭すっきり体操

水

9：15 〜10：15

頭と身体を使った健康体操教室。脳を鍛えることで若々しく
元気な身体をつくります。

●対象：60歳以上 ●定員：60名 ●参加料：4,070円
●開催日
（全11回）
： 4月 3・10・17・24日
5月 8・15・22・29日 6月 5・12・19日

意気揚々

水

13：00〜14：00

体力の維持増進・転倒骨折予防のための簡単な運動です。
これから運動を始める方におすすめです。

●対象：65歳以上 ●定員：110名 ●参加料：4,070円
●開催日
（全11回）
： 4月 3・10・17・24日
5月 8・15・22・29日 6月 5・12・19日

楽しく運動しよう

水

15：00〜15：50

簡単なリズム体操・筋トレ・ストレッチで、
体力づくりをします。

●対象：50歳以上 ●定員：40名 ●参加料：4,070円
●開催日
（全11回）
： 4月 3・10・17・24日
5月 8・15・22・29日 6月 5・12・19日

気功

木

9：15 〜10：45

気功の基本技術を習得し、
健康づくりに役立てます。

●対象：16歳以上 ●定員：80名 ●参加料：5,940円
●開催日
（全11回）
： 4月 4・11・18・25日
5月 9・16・23・30日 6月 6・13・20日

からだ改善

木

12：00〜12：50

身体の歪みや、
骨盤まわりの機能改善をめざします。

●対象：50歳以上 ●定員：80名 ●参加料：4,070円
●開催日
（全11回）
： 4月 4・11・18・25日
5月 9・16・23・30日 6月 6・13・20日

月

11：15〜12：45

美しい文字を習得して、
きれいな字を書くことの楽しさを学びます。

●対象：16歳以上 ●定員：20名 ●参加料：3,200円
（全5回）
： 4月 22日 5月 13・27 6月 10・24日
●開催日

ゴー

ゴー

親子でＧＯＧＯリトミック

水

●対象：H27.4.2〜H29.4.1生と保護者 ●定員：40組 ●参加料：5,280円
： 4月 3・10・17・24日 5月 8・15・22・29日 6月 5・12・19日
●開催日
（全11回）

※親子体操・親子リトミックに兄弟で参加の場合は、参加料に加え、１人につき1,100円料金が追加されます。

ダンス教室

※ジュニアヒップホップシルバー・ゴールドの
重複申込はできませんのでご注意ください。

ヒップホップ
ジュニアヒップホップ!シルバー

水
音楽やリズムに合わせて、
楽しく身体を動かします。
（ビギナー向け）

ジュニアヒップホップ!ゴールド

水
音楽やリズムに合わせて、
楽しく身体を動かします。
（経験者向け）

18 00 18 50

水
： 〜 ：
中学校の必須科目にもなったダンス。
リズムをとる動きをヒップホップダンスで学びます。

ヒップホップダンス

●対象：小学4〜6年生 ●定員：20名 ●参加料：7,700円
： 4月 3・10・17・24日 5月 8・15・22・29日 6月 5・12・19日
●開催日
（全11回）
バレエの基本技術を習得し、柔軟性を高め、しなやかな動きを
身につけます。

ジュニアバレエ

17 00 17 50

： 〜 ：
●対象：小学1〜4年生 ●定員：20名 ●参加料：7,700円 火
： 4月 2・9・16・23日 5月 7・14・21・28日 6月 4・11・18日
●開催日
（全11回）

キッズチアダンス

チアダンスの基本を学びながら楽しく元気に踊ります。

17 00 17 50

： 〜 ：
●対象：小学1〜4年生 ●定員：22名 ●参加料： 7,700円 木
： 4月 4・11・18・25日 5月 9・16・23・30日 6月 6・13・20日
●開催日
（全11回）

こども運動教室
フットサル

火曜ジュニアフットサル

はつらつ

火曜少年フットサル

火

金曜幼児フットサル

金

金

10：45〜12：15

筋力トレーニングを中心に、
体力の向上を図ります。

●対象：60歳以上 ●定員：110名 ●参加料：4,070円
： 4月 5・12・19・26日
●開催日
（全11回）
5月 10・17・24・31日 6月 7・14・21日

基礎体力づくり

金

12：30〜13：30

楽しく身体を動かしながら、体力を維持増進！ゆっくりとした
ジョギングや筋力トレーニングで体力づくりを行います。

●対象：40歳以上 ●定員：60名 ●参加料：4,070円
： 4月 5・12・19・26日
●開催日
（全11回）
5月 10・17・24・31日 6月 7・14・21日

エンジョイ

金

13：45〜14：45

体力の維持増進を目的とした簡単な運動です。ウォーキング
や筋力トレーニング、
ストレッチを楽しく行います。

絵手紙

火

11：10 〜12：45

はじめての方向けの教室です。
絵や字、
言葉を添えた季節の便りを、
楽しくつくります。

●対象：16歳以上 ●定員：22名 ●参加料：3,200円
： 4月 2・16日 5月 7・21日 6月 4日
●開催日
（全5回）

15：30 〜16：45

●対象：H25.4.2〜H27.4.1生 ●定員：30名 ●参加料：7,040円
： 4月 2・9・16・23日 5月 7・14・21・28日 6月 4・11・18日
●開催日
（全11回）

15：30 〜16：45

●対象：小学1〜2年生 ●定員：30名 ●参加料：7,040円
： 4月 2・9・16・23日 5月 7・14・21・28日 6月 4・11・18日
●開催日
（全11回）

17：00 〜18：30

●対象：小学3〜6年生 ●定員：50名 ●参加料：8,250円
： 4月 2・9・16・23日 5月 7・14・21・28日 6月 4・11・18日
●開催日
（全11回）

15：30 〜16：45

●対象：H25.4.2〜H27.4.1生 ●定員：30名 ●参加料：7,040円
： 4月 5・12・19・26日 5月 10・17・24・31日 6月 7・14・21日
●開催日
（全11回）

金曜ジュニアフットサル

金

幼児体操
水

14：30 〜15：30

お友達と楽しく遊びながら、
走る・跳ぶ・投げるなどの基本的な運動を習得します。

●対象：H26.4.2〜H27.4.1生 ●定員：40名 ●参加料：3,700円
： 4月 17・24日 5月 8・15・22・29日 6月 5・12・19・26日
●開催日
（全10 回）

幼児体操（年長）

水

15：45〜16：45

基本的な運動やゲームを通じて、
身体を動かす楽しさ・お友だちと遊ぶ楽しさを体験します。

●対象：H25.4.2〜H26.4.1生 ●定員： 40名 ●参加料：3,700円
： 4月 17・24日 5月 8・15・22・29日 6月 5・12・19・26日
●開催日
（全10 回）

入門！ 体育塾

2 月 4 日（月）〜2 月17日（日）必着締切

■ 下記の「個人情報の取扱いについて」に同意の上お申し込みください。

インターネットからも応募できます！

http://www.yspc.or.jp/minami̲sc̲ysa/

1 申し込みをする

『往復ハガキ』
またはスポーツセンター備え付けの
『応募ハガキ』
（要6２円切手）
に必要事項を記入して、スポーツセンターまで
郵送してください。
【ハガキ記入方法】
往信用 おもて

注意事項

・教 室のご 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
（過去１年間教室にご参加のない方
含む）
を優先といたします。
・同一教室への２通以上の応募は無効
となります。
・教室参加者以 外の方の入室はご遠
慮ください。
（ベビーカー含む）
・実施期間また開催時間は変更になる
場合があります。
・健 康に不安のある方は事 前に医師
の診断・相談をお勧めします。
特に呼
吸器・循環器系に疾 患のある方は、
専門医の診断を受けた上でお申し
込みください。
・まわりの方に不 快な思いや迷 惑 が
かかる行為をする方の参加は固くお
断りいたします。
・お申し込みは、
１人 /１枚 /１教 室で
お願いします。
（ 親子体操・親子リト
ミックを除く）

南スポーツセンター
ホームページから応募

返信用 うら

２３２-００６１
往信

62
返信

1

14

返信用 おもて

スポーツセンター 備 え付 け の 応 募
ハガキをご 利 用 の 際 は、62 円 切 手
をお貼りください。

1

往信用 うら
①参加希望教室名
②氏名
（フリガナ）
、性別、生年月
日、
年齢
（小学生は学年も記入）
③郵便番号、
住所
④市外居住で市内在学在勤の方
は学校名・勤務先
⑤電話番号
（確実に連絡の取れる
番号）
⑥過去1年間の希望教室への参
加の有無
⑦託児希望の有無
（希望の場合はお子様の性別・
年齢）
託児抽選が落選だった場合の
教室参加希望の有無

http://www.yspc.or.jp/minami̲sc̲ysa/

（注意事項を必ずご確認の上お申し込みください）

3 結果のお知らせ

3月 4日（月）までにハガキ または、Ｅメールでお知らせします。

・電話での当落の確認はご遠慮ください。
・募集期間終了後も定員に余裕がある場合は、
3月4日
（月）
1４：００より 随時受付しますので、お問い合わせください。

4 手続き方法
当選

跳箱・マット・鉄棒など、苦手な種目の克服を目指すとともに、
運動の基本を学びます。

9 15 10 30

●対象：小学1〜4年生 ●定員：50名 ●参加料：5,940円 土 ： 〜 ：
●開催日
（全11回）
： 4月 6・13・20・27日 5月 11・18・25日 6月 1・8・22・29日

3月5日（火）〜3月17日（日）までにスポーツセンター受
付窓口で直接お支払いください。当選ハガキ、当選メー
ルをプリントアウトしてお持ちください。
※上記期限を過ぎてもお手続きがない場合は、
キャンセルとさせていただくことがあります。
※3月17日
（日）
は通常営業です。
※一旦入金された参加料は、
原則としてご返金できませんのであらかじめご了承ください。

15：30 〜16：45

●対象：小学１〜2年生 ●定員：30名 ●参加料：7,040円
： 4月 5・12・19・26日 5月 10・17・24・31日 6月 7・14・21日
●開催日
（全11回）

幼児体操（年中）

募 集 期 間

2 公開抽選 2月21日（木）１4：００〜

J３リーグ所属の Y．
S．
C．
C .によるフットサル教室

火

太極拳の基本技術を習得し、
健康づくりに役立てます。

17：00〜17：50

●対象：小学1〜3年生 ●定員：20名 ●参加料：6,050円
●開催日
（全11回）
： 4月 3・10・17・24日 5月 8・15・22・29日 6月 5・12・19日

●対象：16歳以上 ●定員：100名 ●参加料：5,400円
●開催日
（全10回）
： 4月 5・12・19・26日
5月 10・17・24・31日 6月 7・14日

9：00〜10：30

16：00〜16：50

●対象：小学1〜3年生 ●定員：40名 ●参加料：4,950円
： 4月 3・10・17・24日 5月 8・15・22・29日 6月 5・12・19日
●開催日
（全11回）

火

金

11：45〜12：45

音楽を感じ身体で表現することで、心と身体を健やかにし、親子の触れ合いを通して絆を深めます。

火曜幼児フットサル

太極拳

●対象：50歳以上 ●定員：80名 ●参加料：4,070円
●開催日
（全11回）
： 4月 5・12・19・26日
5月 10・17・24・31日 6月 7・14・21日

カルチャー教室
達筆への道（硬筆）

親子で用具を使って、
楽しく身体を動かしながら、
体力づくり・仲間づくりをします。

●対象：H27.4.2〜H29.4.1生と保護者 ●定員：45組 ●参加料：5,280円
： 4月 3・10・17・24日 5月 8・15・22・29日 6月 5・12・19日
●開催日
（全11回）

事前
受付

ご自分の
・郵便番号
・住所
・氏名

骨盤コンディショニング

わくわく健康体操

10：30〜11：30

春期教室 参加申込方法

記入しないで
ください

金

基本技術・ゲーム展開を習得しな
スポーツ種目系 がら、
り教室
体力の維持増進を図ります。 健康づく

水

15 種

全

横 浜 市 南区大岡

ステップアップピラティス

●対象：16歳以上 ●定員：60名 ●参加料：6,000円
●開催日
（全10回）
： 4月 12・19・26日
5月 10・17・24・31日 6月 7・14・21日

親子体操

※各教室の参加料は税込みの料金です。

バドミントン（ラケット持参）

親子＆こども向け

親子運動教室

南スポーツセンター行

●対象：16歳以上 ●定員：22名 ●参加料：5,940円
●開催日
（全11回）
： 4月 4・11・18・25日
5月 9・16・23・30日 6月 6・13・20日

大人向け 全 36種

落選

キャンセルが出ましたら、
キャンセル待ち１番の方から
順次ご連絡をいたします。

【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 横浜市体育協会
２ 個人情報の利用目的/ご記入いただいた個人情報は、
お申し込みされたスポーツ教室にかか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/ご記入いただ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、
個人情報を適切に取扱っている
と認められる委託先を選定し、
規約において個人情報の適正・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付けます。
５ 個人情報の開示等及び問合せについて/当協会が保持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の問合せ先と同じです。
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、
お申し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、
相談等のお問合わせ先/
個人情報保護管理責任者 公益財団法人横浜市体育協会 事務局長
お問合せ窓口 総務部総務課 電話045-640-0011 ＦＡＸ045-640-0021

横浜市南スポーツセンター
０４５−７４３−６３４１
ＴＥＬ．

twitter は
こちら

