
平野スポーツセンター　０６－６７０９－１２５５

施設利用についてや 

教室の詳細、その他 

ご質問等はお気軽に 

お問合せください♪ 

親子で一緒に身体を動かし、音楽に合わせた 

★こんな方にオススメ★ 

・子どもと楽しく過ごしたい 

・ママ友と楽しく過ごしたい 

 

・親子で心を通わせたい 

・みんなでワイワイが好き 

曜日 定員

持ち物 授業

対象 場所

お飲み物・１００円玉

１０ : ００ ～ １１ : １５火

 ・３ヶ月間で１０回実施　

時間

３０組

(教室参加時) 満２歳 ～ 入園前 第１体育場(１Ｆ)

室内シューズ・タオル

　　【ロッカー代(返却式)】

６,２００円(税込）

(教室参加時) １歳半 ～ 入園前
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流れる動作と呼吸法を学び、姿勢を作る 

しなやかな筋肉を身につけます。 

施設利用についてや 

教室の詳細、その他 

ご質問等はお気軽に 

お問合せください♪ 

★こんな方にオススメ★ 

・舞いに興味がある 

・美しい動作を身につけたい 

 

・いつまでも健康的にいたい 

・呼吸法を身につけたい 

曜日 定員

持ち物 授業

対象 場所

９ : ４５ ～ １１ : ４５土

 ・３ヶ月間で１０回実施　

時間

４０名

１５歳 (高校生) 以上 第２体育場(２Ｆ)

室内シューズ・タオル

　　【ロッカー代(返却式)】

６,２００円(税込）
お飲み物・１００円玉

曜日 定員

持ち物 授業

対象 場所

室内シューズ・タオル

お飲み物・１００円玉

　　【ロッカー代(返却式)】

５,５００円(税込）

Ｂ．１５：００ ～ １６：３０

１６歳(高校生）以上

Ａ．１３：００ ～ １４：３０
火

 ・３ヶ月間で１０回実施　

時間

各

５０名

第２体育場(２Ｆ)

各 

３０名 
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施設利用についてや 

教室の詳細、その他 

ご質問等はお気軽に 

お問合せください♪ 

初めてでも楽しめる、年中できる♪ 

楽しく気持ちよくいい汗かきましょう♪ 

★こんな方にオススメ★ 

・テニスに興味がある 

・ストレスを解消したい 

 

・思いきり汗を流したい 

・趣味の幅を広げたい 

曜日 定員

持ち物 授業

対象 場所

お飲み物・１００円玉

９ : ４５ ～ １１ : ４５水

 ・３ヶ月間で１０回実施　

時間

２５名

１５歳（高校生）以上 第１体育場(１Ｆ)

室内シューズ・タオル

　　【ロッカー代(返却式)】

６,２００円(税込）

１５歳 (高校生) 以上
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施設利用についてや 

教室の詳細、その他 

ご質問等はお気軽に 

お問合せください♪ 

楽しく健康になれる体操と、卓球などのレク 

リエーションで楽に楽しく身体を動かします。 

どの年代の方でも男女問わずご参加頂けます。 

★こんな方にオススメ★ 

・何か身体を動かしたい 

・楽しく笑顔でいたい 

 

・健康的に毎日を送りたい 

・みんなでワイワイしたい 

曜日 定員

持ち物 授業

対象 場所

時間

水
Ａ．１２：００～１３：３０
Ｂ．１３：３０～１５：００
Ｃ．１５：００～１６：３０

各

４５名

お飲み物・１００円玉

 ・３ヶ月間で１０回実施　

１５歳 (高校生) 以上 第１体育場(１Ｆ)

室内シューズ・タオル

　　【ロッカー代(返却式)】

４,５００円(税込）
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施設利用についてや 

教室の詳細、その他 

ご質問等はお気軽に 

お問合せください♪ 

初心者の方でも安心してご参加頂ける、易しいヨガ 

です。継続することで効果が実感できます。 

★こんな方にオススメ★ 

・“ヨガ”に興味がある 

・優しい運動がしたい 

 

・気持ち良く体をほぐしたい 

・続けられる運動がしたい 

曜日 定員

持ち物 授業

対象 場所

お飲み物・１００円玉

１０ : ３０ ～ １１ : ４５水

 ・３ヶ月間で１０回実施　

時間

４５名

１５歳（高校生）以上 第２体育場(２Ｆ)

室内シューズ・タオル

　　【ロッカー代(返却式)】

６,２００円(税込）

１５歳 (高校生) 以上
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施設利用についてや 

教室の詳細、その他 

ご質問等はお気軽に 

お問合せください♪ 

基本練習からペアでの練習・試合形式の 

対戦練習を行ない、上達を目指します。 

★こんな方にオススメ★ 

・長く続けられる運動がしたい 

・簡単に始められる事がしたい 

 

・楽しく体を動かしたい 

・いつまでも元気でいたい 

曜日 定員

持ち物 授業

対象 場所

お飲み物・１００円玉
各６,２００円(税込）

　　【ロッカー代(返却式)】

時間

35名

12名

室内シューズ・タオル

木

土

９ : ３０ ～ １１ : ３０

１５ : ００ ～ １７ : ００

 ・３ヶ月間で１０回実施　

１５歳 (高校生) 以上
　木（第１体育場)(１Ｆ)

　土（第２体育場)(２Ｆ)
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施設利用についてや 

教室の詳細、その他 

ご質問等はお気軽に 

お問合せください♪ 

ラケット運びの基本から技術の習得と 

テクニックの上達を目指します！ 

★こんな方にオススメ★ 

・バドミントンが大好き 

・熱中出来る趣味を持ちたい 

 

・みんなで楽しく運動がしたい 

・思いきり身体を動かしたい 

曜日 定員

持ち物 授業

対象 場所

お飲み物・１００円玉

９ : ４５ ～ １１ : ４５金

 ・３ヶ月間で１０回実施　

時間

７０名

１５歳 (高校生) 以上 第１体育場(１Ｆ)

室内シューズ・タオル

　　【ロッカー代(返却式)】

６,２００円(税込）
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施設利用についてや 

教室の詳細、その他 

ご質問等はお気軽に 

お問合せください♪ 

ジャズの軽快なリズムに合わせて、 

楽しく体操とステップを行ないます。 

★こんな方にオススメ★ 

・からだを動かしたい 

・ゆっくりとした体操を習いたい 

 

・長く続く運動がしたい 

・ジャズの音楽が大好き 

曜日 定員

持ち物 授業

対象 場所

お飲み物・１００円玉

９ : ４５ ～ １１ : ４５土

 ・３ヶ月間で１０回実施　

時間

４０名

１５歳 (高校生) 以上 第２体育場(２Ｆ)

室内シューズ・タオル

　　【ロッカー代(返却式)】

６,２００円(税込）



　

・時間　：１６：４５～１７：４５

開催場所 ： 第２体育場 (平野スポーツセンター２階)

★ 開催日 ： 毎週火・木曜日【２ヶ月間で計８回】開催

・対象　： ５歳～小学２年生

　・マット運動

お問合せ：　０６‐６７０９‐１２５５　平野スポーツセンター　（休館日：月曜日）

場所：１階総合フロントにて

   前転、後転、ブリッジ、側転、倒立の立ち・構えなど基礎から習得

　・とび箱
   開脚とび、閉脚とび、台上前転など、跳び方の基本動作の習得

　・鉄棒
   逆上がり、後ろ回りまでの動作を、姿勢や動きなど段階別に習得

★指導員：　株式会社　ウイング　（コナミスポーツ株式会社提携）

受付： 只今好評受付中！（定員になり次第締め切り）

★木曜日クラス

① ・時間　：１５：３０～１６：３０
　  ・対象　： ４歳～小学１年生

※GW等の週は休講日になります。教室カレンダーをご確認ください。

② ・時間　：１６：４５～１７：４６
　  ・対象　： 小学１年～６年生

　　※その他料金（申込手数料・施設利用料等）は一切かかりません
　　　 入金後のご返金はできませんのでご了承ください。

★ 定員 ： 各クラス　１５名　　　　　　　　　

★ 参加費 ： ６,３００円（税込）　/８回

★

★火曜日クラス
  

好評につき新クラス増設!! 初めてのお子様大募集！ 

学校体育の中で行われる、器械体操の代表的な３種目 

（マット運動、とび箱、鉄棒） を専門に練習してまいります。 

運動施設ならではの、ベテランスタッフが、丁寧に指導 

いたします。コツをつかみ、早く上手になってお友達と 

差をつけよう！自信を持っておススメする新教室です!! 

持ち物 

動きやすい服装と 

室内用シューズ、飲み物と 

タオルも忘れずにね！ 
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こども走り方教室
正しい走り方を覚えて、速く気持ちよく風を切りましょう !!
体育やスポーツ大会、運動会でお友達と差をつけましょう !!
運動施設ならではの、専門のスタッフが自信を持ってオススメします !!

教室の最初と最後に２０ｍのタイムを測定します。
運動、整理運動を含め約1時間の教室です。

フロントにて、申込用紙と一緒にご入金ください。
当日欠席される場合は、施設までご連絡ください。
ご入金後は、いかなる場合もご返金できませんのでご了承ください。

注目 ９月３日（火）１０：００より受付開始です

   お問い合わせ・ご質問は 

  平野スポーツセンター 
  大阪市平野区平野南４－６－１ 

  ０６－６７０９－１２５５ （担当： 久保田） 

　　【当日の持ち物】
●運動着 （更衣室 ・ロッカー【１００円返却式】 ・シャワーご利用いただけます）
●運動靴 （室内実施のため、履きなれた靴の底を拭いてご持参ください）

＊サンダル ・クロックスは、ケガ防止の観点からご遠慮ください。

●スポーツドリンク （水分補給ができるもの）
●タオル

開催日 ： ９月２４日（火）
時　間 ： １部　１５：３０ ～ １６：３０

２部　１８：００ ～ １９：００
定　員 ： 各部　１５名
対　象 ： １部　５歳 ～ ８歳　（応相談）

２部　小学生（１年～６年）
参加費 ： １,０００円（税込）
場　所 ： 第１体育場（スポーツセンター１Ｆ）
受　付 ： 1階フロント



　

平野スポーツセンター　０６－６７０９－１２５５ 

新規申込募集中！ 

「コーディネーション」教室 

幼児・児童向け 
スタジオ教室 

からだの使い方が上手くなる 

～【コーディネーショントレーニング】～           あ 
動作にかかわる神経系と筋肉との連動性を高めるトレーニング。神経系が 

著しく発達する低年齢期（５～８歳頃）から１０代半ばにかけて重点的に 

行うことにより、将来のスポーツ能力開発に有効とされております。 

初めてのお子様でも大丈夫！まずは楽しみながら、 

思いきり身体を動かしてみよう。小さな“出来た！” 

の中から、大きな自信とやる気が湧いてくるよ♪ 

～保護者の皆様へ～ 
コーディネーショントレーニングとは、一言で言うと『運動神経が良くなるトレーニング』です。 

皆で楽しく身体の使い方を学びながら、運動能力や体力アップはもちろん、脳の活性化、 

また、トレーニングの中でも参加しているお子様同士での『コミュニケーション能力』の発展 

にも繋がります。是非、この機会に『コーディネーショントレーニング教室』にご参加ください。 

動きやすい服装と 

室内用シューズ、 

飲み物とタオルを 

忘れないでね♪ 

★ 日時： 　毎週日曜日　１１：００ ～ １２：００(６０分）

★ 対象： 　５才～小学２年生

★

★ 定員： 　１０名

★ 場所： 　トレーニングルームスタジオ

受講料： 　４，８００円（税込）／８回

 ～持ち物～ 

・室内用運動ぐつ ・運動しやすい服装 ・タオル ・飲み物など 
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毎週日曜 ２ヶ月ごとの計８回実施の教室です♪ 

対象者  
曜  日 
時  間 
定  員 
参加費 
場  所 

５０歳以上 
日曜日 
９：３０～１０：３０ 
１５名 
３，６００円／８回 
トレーニングルームスタジオ 

【教室内容】 


