横浜市南スポーツセンター

予約不要
平成

30年

7月・8月・9月

指定管理者：公益財団法人 横浜市体育協会

参加日のお申込みでOK！

当日受付教室
ヨガ・調整系

エアロビクス
有酸素運動でシェイプアップ！

心とカラダをリラックス！

9：00〜 9：50
水 10：00〜10：50
木 11：00〜11：50
金 9：00〜 9：50

初めての方にも
おすすめです！

火

ダンス・格闘技

ストレス発 散におすすめ！

19：00〜19：50
水 9：00〜 9：50
土 9：00〜 9：50
土 10：00〜10：50
火

10：00〜10：50
火 20：00〜20：50
水 11：00〜 11：50
水 20：00〜20：50
木 9：00〜 9：50
木 19：00〜 19：50
木 20：00〜20：50
金 10：00〜 10：50
火

・バレー・
球技
（バスケ
フットサル ）

学校・仕事帰りにいい汗かこう！

19：00〜20：45
金 19：00〜20：45
土 19：00〜20：45

バスケットボール 火
バレーボール
フットサル

参加料どれでも

500

円

予約不要

持 ち 物
運動のできる服装、
室内シューズ、
飲み物、
タオル など
※ヨガ・骨盤エクササイズでは室内シューズはいりません。

参 加受付 方法
■参加受付はすべて当日です。 ■参加料は1人1回の料金です。
■対象はすべて16 歳以上です。 ■受付は教室開始の30 分前から教室開始時刻までとなります。
（エアロビクス火曜モーニング、
ＺＵＭＢＡ9、
からだスッキリヨガ、
エアロビクス金曜モー二ング、カーディオキックＭＡＸは 8：45 〜9：00 の受付になります）

ご注 意

● 先着順に受付を行いますので、定員を超えた場合はお断りすることがございます。

● 事前の予約、
代理の受付は行っておりません。

● 健康状態に不安のある方は、医師の許可を得てからご参加ください。

● 参加者以外の入室はお断りいたします。

● 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。

横浜市南スポーツセンター
045-743-6519
TEL. 045-743-6341 FAX.
232-0061
1-14-1
〒

■開館時間 9：00〜21：00
（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）

横浜市南区大岡

■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▼

国大附属中学

南スポーツセンター
︵大岡健康プラザ︶

twitter はこちら

■指定管理者：公益財団法人 横浜市体育協会

7 月・8 月・9 月

横浜市南スポーツセンター 当日受付教室

エアロビクス

火曜モーニング

ダンス・格闘技

ZUMBA19

強度の目安

水曜モーニング

火 9：00〜9：50

水

弱

10：00〜10：50

エアロビクスのベーシックな動作で、
初心者
から少し慣れてきた方におすすめです。
●定 員：40名
●開催日：7月 3・10・24・31日
8月 7・21・28日 9月 4・11・25日

最も運動量の多いクラス。
少し慣れてきた方、
しっかりと汗をかきたい方におすすめです。
●定 員：40名
●開催日：7月 4・11・18・25日
8月 1・8・22・29日 9月 5・12・19・26日

木曜タイム

金曜モーニング

木

11：00〜11：50

初めてエアロビクスをする方におすすめ
です。
シンプルな動きを繰り返します。
●定 員：60名
●開催日：7月 5・12・19・26日
8月 2・9・16・23・30日 9月 6・13・20・27日

火

強

金 9：00〜9：50

エアロビクスのベーシックな動作で、初心
者から少し慣れてきた方におすすめです。
●定 員：40名
●開催日：7月 6・13・20・27日
8月 3・10・17・24・31日 9月 7・14・21・28日

ZUMBA9

19：00〜19：50

水 9：00〜9：50

ラテン音楽にダンスを合わせ、楽しく
シェイプアップします。
●定 員：50名
●開催日：7月 3・10・24・31日
8月 7・21・28日 9月 4・11・25日

ワールドミュージックにダンスを合わせ、
体に無理なく楽しくシェイプアップします。
●定 員：50名
●開催日：7月 4・11・18・25日
8月 1・8・22・29日 9月 5・12・19・26日

カーディオキックMAX

太 極 拳タイム

ZUMBA10

土 9：00〜9：50

土

キックボクシングなどの格闘技の動作を取り入れた
エアロビクスのクラス。心肺機能の向上、脂肪燃焼に!
●定 員：40名
●開催日： 7月 7・14・21・28日
8月 4・18・25日 9月 1・8・15・22日

火

10：00〜10：50

ラテン音楽にダンスを合わせ、
体に無理なく
楽しくシェイプアップします。
●定 員：50名
●開催日： 7月 7・14・21・28日
8月 4・18・25日 9月 1・8・15・22日

13：15~14：30

楽しみながら、
太極拳の
基本技術を習得します。
●定 員： 50名
●開催日：7月 3・10・24・31日
8月 7・21・28日
9月 4・25日
キャプテンわん ©ゆず華・
（公財）横浜市体育協会

ヨガ・調整系

リフレッシュヨガ

骨盤エクササイズ

フィットネスヨガ

ボディーバランスヨガ

呼吸についていくことでリラックス効果
もあるフローヨガ。流れるようにポーズ
を連続して行う、少しきつめのクラス。
●定 員: 50名
●開催日：7月 3・10・24・31日
8月 7・21・28日
9月 4・11・25日

身体の土台となる骨盤周辺のスト
レッチと簡単なエクササイズを行
い、
骨格を正しい位置に整えます。
●定 員: 40名
●開催日：7月 3・10・24・31日
8月 7・21・28日
9月 4・11・25日

初めてヨガをする方にもおすすめ
です。無理なく楽しみながら呼吸
とともに心地よく動いていきます。
●定 員: 80名
●開催日：7月 4・11・18・25日
8月 1・8・22・29日
9月 5・12・19・26日

ヨガのポーズと呼吸をゆったりと楽
しみながら行うことで、身体を引き
締めボディーバランスを整えます。
●定 員: 20名
●開催日：7月 4・11・18・25日
8月 1・8・22・29日
9月 5・12・19・26日

からだスッキリヨガ

ヨガみ〜るハイパー

肩甲骨ヨカ゛

マインドフルネス系ヨガ

筋力、
バランス、
柔軟性を高める
クラス。
流れるようなポーズで心
身ともにスッキリさせていきます。

筋力アップ効果のあるハイパワー
なクラス。流れるようなポーズで
み〜るみるうちに心身を整えます。

肩甲骨の動かし方に意識を向けて
行うヨガ。肩こり解消、姿勢調整に効果
的な教室です。胸を開いてリラックス。

ゆったりとリラックスしながら行
い、
心と身体を整えていきます。
初めての方にもおすすめです。

●開催日：7月 5・12・19・26日
8月 2・9・16・23・30日
9月 6・13・20・27日

●開催日：7月 5・12・19・26日
8月 2・9・16・23・30日
9月 6・13・20・27日

●開催日：7月 5・12・19・26日
8月 2・9・16・23・30日
9月 6・13・20・27日

●開催日：7月 6・13・20・27日
8月 3・10・17・24・31日
9月 7・14・21・28日

火

木

10：00〜10：50

9：00〜9：50

●定 員: 22名

火

木

20：00〜20：50

19：00〜19：50

●定 員: 40名

水

木

11：00〜11：50

20：00〜20：50

●定 員: 40名

球技

学校・仕事帰りに最適。ゲーム中心に楽しく体力づくり！
！
バスケットボールタイム

バレーボールタイム

フットサルタイム

●定 員: 50名
●開催日: 7月 3・10・24・31日

●定 員: 42名
●開催日: 7月 6・13・20・27日

●定 員: 50名
●開催日: 7月 7・14・21・28日

火

19：00〜20：45

8月 7・21・28日
9月 4・11・25日

金

19：00〜20：45

8月 3・10・17・24・31日
9月 7・14・21・28日

土

19：00〜20：45
8月 4・18・25日
9月 1・8・15・22日

水

金

20：00〜20：50

10：00〜10：50

●定 員: 50名

参加料

どれでも

500

円

予約不要

モリサワのＵＤフォント（新ゴ、新丸ゴ）を使用しております。

