6 令和3年（2021年）9月11日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を中止する場合があります。最新情報は、

体 育 館 で スポーツを 楽しもう！

10/10 日

区立体育館でSSC（総合型地域スポーツクラブ）がさまざまなスポーツ教室を開催するほか、誰でも気軽に楽しめるニュースポーツの体験を行います。
▶問合せ：スポーツ振興課振興係☎5984-1948

FAX

5984-1228、各SSC

1 桜台体育館（SSC桜台）
時間

Ⓐ10：00～12：00

Ⓑ13：00～15：00

内容
（対象）
定員
（先着順）
ラケットテニス、ミニフェンシング
（小学生以
上）、スラックライン、ボッチャ、エアートラ
100名
ンポリン、マグロキャッチ、ストラックアウト、
玉入れ、自転車遅乗り競争
ミニフェンシング
（小学生以上）
、スラックライ
ン、ボッチャ、エアートランポリン、ダブルダッ
100名
チ、マグロキャッチ、モルック、玉入れ、自転
車遅乗り競争

2 中村南スポーツ交流センター(SSC豊玉・中村)
時間

Ⓐ 9：00～12：00
Ⓑ 9：20～12：00
Ⓒ 9：20～10：10
Ⓓ10：30～11：20

内容
（対象）
定員
（先着順）
ボッチャ、ラダーゲッター、ストラックアウト、
50名
体力測定、輪投げ
ノルディックウォーキング
各30名
オンライン配信プログラム
（ストレッチ、エア
ロビクス）
ストレッチ、エアロビクス
20名

3 総合体育館など（SSC谷原）
時間
Ⓐ 9：30～11：00
Ⓑ13：00～14：30
Ⓒ 9：15～10：30
Ⓓ 9：15～10：30
Ⓔ10：40～11：45
Ⓕ10：40～11：45
Ⓖ13：00～15：00
Ⓗ13：00～15：00

内容
（対象）

定員
（先着順）

区内史跡巡りサイクリング
（Ⓐ区東部Ⓑ区西部）
バドミントン（小学生以上）
ヨガ（小学生以上）
ビーチボールバレー
（小学生以上）
道具のいらないトレーニング
（小学生以上）
手の平バレー、ボッチャ、バッゴー、トランポ
リン、縄跳び、タグラグビー、タグレスリング、
リズムシャドー
スラックライン、ラインクッブ

各20名

60名
16名

※保険料など（100円）が掛かります。

4 上石神井体育館（SSC上石神井）
時間

内容
（対象）

卓球（時間交代制）
水泳ポイント指導
（Ⓔ初級Ⓕ中級）
水中リズム運動

定員
（先着順）
各40名
各15名
各14名

5 大泉学園町体育館（SSC大泉）
時間

Ⓐ 9：30～11：00
Ⓑ 9：30～11：00
Ⓒ 9：30～11：00
Ⓓ11：00～12：00
Ⓔ13：00～14：00
Ⓕ13：30～15：00
Ⓖ13：30～15：00

内容
（対象）
定員
（先着順）
5～10名 の チ ー ム で リ レ ー（ ス プ ー ン 運 び、
キャタピラ、エアマット、国旗合わせ）、風船
70名
踏みゲーム
卓球
太極拳
各20名
水中ウォーキング
ワンポイント水泳
ボッチャ
各40名
ラート、チアリーディング、スラックライン

【 利用の際のお願い 】

○体育館は上履きをご用意ください。
○プールは水泳帽をご用意ください。
※小学3年生以下のお子さんには、18歳以上で水着を着た方の付き添いが必要
です（付き添い1名で、お子さん2名まで）
。

広告

広告

時間

Ⓐ 9：00～12：00
Ⓑ13：00～17：00

内容（対象）
定員（先着順）
ラケットテニス、バドミントン、卓球、ソフト
バレーボール、ウォーミングアップ体操、輪投
70名
げ（小学生以上）
ボッチャ、バドミントン、卓球、ソフトバレー
ボール、ウォーミングアップ体操、輪投げ（小
70名
学生以上）

7 平和台体育館（SSC平和台）

時間
内容（対象）
Ⓐ10：00～11：45 卓球（小学生）
Ⓑ10：00～10：45 トランポリン
Ⓒ11：00～11：45 （Ⓑ4歳児～小学1年生Ⓒ小学2～6年生）
Ⓓ10：00～10：45
スポーツ吹き矢（小学生以上）
Ⓔ11：00～11：45
Ⓕ10：00～10：45
リトミック（1～3歳と保護者）
Ⓖ11：00～11：45
Ⓗ10：00～10：50 水中体操
Ⓘ11：00～12：50 親子deプール（幼児～小学3年生と保護者）
Ⓙ13：00～15：00 卓球バレー（小学生以上）
Ⓚ13：00～15：00 モルック、ボッチャ（4歳児以上）
Ⓛ13：00～13：45 背骨コンディショニング
Ⓜ13：00～13：45
プレキッズ体操（2～3歳児と保護者）
Ⓝ14：00～14：45
Ⓞ14：00～14：45 バランスボール

定員（先着順）
20名
各20名
各10名
各10組
15名
20組
20名
20名
10名
各10組
10名

申し込み方法など
往復ハガキ、ファクス、電子メールには①住所②氏名③年齢④電話番号
⑤希望する時間
（Ⓐ～Ⓞの別）
を記入してください。
申込先

（幼
Ⓐ 9：30～11：45 輪投げ、フラフープ、トンネルくぐり、平均台
児）
、トランポリン、キャタピラ、ジグザグウレ
タン棒、ボール運び
（小中学生）
、キック＆シュー
Ⓑ13：00～15：00 ト、ボッチャ、スラックライン、ディスゲッター
Ⓒ 9：30～11：45
Ⓓ13：00～15：00
Ⓔ 9：10～ 9：50
Ⓕ10：00～10：50
Ⓖ11：00～11：40

6 光が丘体育館（SSC光が丘）

1 SSC桜台☎090-1408-9900
(月～土曜9：00～12：00)
〒176-0002桜台3-28-1
Eメール sakuradai.staff3@gmail.com

申し込み方法

申込期間（必着）

往復ハガキ、電子メール

9/13～10/1

2 SSC豊玉・中村☎5848-9151
(火～金曜14：00～16：00）
Eメール platz1011@gmail.com

ⒶⒷ当日会場へ
ⒸⒹ電話、電子メール

10/1～6

3 SSC谷原☎3997-2500
(月～土曜10：00～17：00)
Eメール ssc-yahara@nerimassc.gr.jp

Ⓐ～Ⓕ電話、電子メール

10/7まで

ⒼⒽ当日会場へ

―

4 SSC上石神井☎3929-8100
(月・水・金曜10：00～15：00)
〒177-0044上石神井1-32-37

Ⓐ～Ⓓ当日会場へ

―

Ⓔ～Ⓖ往復ハガキ

10/4まで

5 SSC大泉☎3921-1300
FAX 3921-1691
(月～土曜9：00～17：00）
〒178-0061大泉学園町5-14-24
Eメール ssc-oizumi@nerimassc.gr.jp

Ⓐ電話、往復ハガキ、
ファクス、電子メール

10/3まで

6 SSC光が丘☎090-4745-8498
(月〜金曜9：00〜17：00)

―

Ⓑ～Ⓖ当日会場へ

―

当日会場へ

―

7 SSC平和台☎ FAX 5921-7800
(月～金曜9：00～17：00）
往復ハガキ、
〒179-0083平和台2-12-5
ファクス、電子メール
Eメール ssc-heiwadai@nerimassc.gr.jp

広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。

9/14〜10/1

※広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

家電を正しくリサイクル！【テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機】回収を致します。
※家電リサイクル券を発行し、リサイクル料金と収集運搬料金を頂戴しております。

お申込みは
WEBか
お電話で

株式会社サン・クリーン/練馬電機商会
〒176-0012東京都練馬区豊玉北4-1-3

TEL：03-3994-1422

（平日10-17時 土日祝日休）

