フィットネス＆スポーツクラス スケジュール
月
10:00
11:00

火

水

健康体操教室
【三国】
10:00～11︓15

動けるからだ教室
【春江BG】
10:30～11:30

木

脱メタボ
【坂井】
10:00～11:00

2021.7 ver

金

土
ＴＲＸ
【三国】
10:00～11:00

ZUMBA【坂井】
10:00～10:50
第2期は
11月19日から
スタートします!

12:00

TRX教室

【2期】9～11月(全10回)
【3期】1～3月(全10回)

ファイティング

NEW エアロ教室

7月3日～9月4日

13:00

健康体操教室
【丸岡】
13:30～14:20

バレエで筋トレ

14:00 バレトン教室【三国】

楽しい健康体操
【春江】
13:30～14:20

14:00～15:00

15:00
16:00

17:00~17:45

20:00

土曜午後のヨガ教室
【春江BG】
14:00～14:50

13:30～14:30 ピラティス
【丸岡】
14:00～15:00

Ｊ-ＰＯＰ

マット運動教室
【丸岡】
16:30～17:20

キッズ
たいいく教室
【丸岡】 うんどうあそび
16:30～17:20 【春江BG】

当協会では、教室の出前講座も
行っています。区などで開催をご
検討中の場合は是非ご活用くだ
さい。詳細は、坂井体育館まで。

きっず☆だんす
【春江】
16:45～17:30

16:45～17:30

※ご希望等に添えない場合もございます。
あらかじめご了承ください。

17:10～18:00

＜9月1日から再開＞

坂井市内の
各体育館では、様々なスポーツ教
室を開 催しています。誰でもお気
軽にご 参加いただけます。詳しい
内容は各体育施設までお問い合わ
せくだ さ い。皆 さまのご 参 加 を、
お待ちしております！

出前講座も要チェック！

17:00 【春江BG】 DANCE【春江】

19:00

ヨガ
【三国】 シニアのための

体育塾

【1期】10～12月(全12回)
器械体操を中心とした運動
【2期】1～3月(全10回)
縄跳びを中心とした運動

W
NE 体育塾

18:00

まずは
教室の雰囲気を
見てみませんか？

＜通年教室＞

＜9・10・11月開催＞

パンチ＆
らくらく
ボディ
エアロ教室 ヨガストレッチ
バランス
【春江BG】
【丸岡】
【三国】
19:30～20:30 19:30～20:20 19:30～20:30

様々な
教室を
開催中です︕

ZUMBA
【三国】
19:30～20:20
ZUMBA
【春江BG】
19:30～20:30 初めてのステップ
【三国】
20:00～21:00

初めてのステップ
教室は8月末で
終了となります。
今後の教室は決まり
次第お伝えします。
お楽しみに♪

公益財団法人

坂井市スポーツ協会

三国体育館
丸岡体育館
春江体育館
坂井体育館

TEL.82-4686
TEL.66-8920
TEL.51-4242
TEL.68-0123

9月1日から
！
春 江で 再 開！

夏の人 気教 室
申込 が 始まります‼

パンチ＆
エアロ教室 大歓迎！
START!!

かけっこスクール

初心

者

速く走りたい、得意になりたい子、あつまれ！
！
夏休みの短期間にかっこよく速く走れるコツ教えます！

対 象／小学校１〜６年生（男女）
定 員／各教室３０名
持ち物／動ける服装（スカート不可）、タオル、飲み物、着替え、内履き
受講料／2,000円 ※初回に徴収します。返金は致しません。
講 師／井上裕介氏（スマイ輪ＩＮＧスポーツクラブ）
申込方法／平日の９時〜１７時（土・日・祝は除く）に各教室申し込み先へ

春江
教室

三国
教室

7/26、8/2、9、23

(毎週月曜日 8/16休講)
時間／16：00〜17：00
場所／春江B＆G海洋センター
☎51-4242(春江体育館)

7/28、8/4、11、25

(毎週水曜日 8/18休講)
時間／16：00〜17：00
場所／三国体育館 ☎82-4686

こそれん 教室

春江で2日間限定の器械体操教室を開催！
こそっと練習して
「できた」を体験しよう。

日 時／9月13日
（月）、20日
（月）
17：00~17：45
場 所／春江B&G海洋センター 第2競技場
対 象／年長~小学3年生
定 員／15名
持ち物／内履き、
タオル、飲み物等
受講料／全2回1,000円（初回集金）
お申し込みは下記へお電話ください
TEL.51-4242（春江体育館）

坂井
教室

丸岡
教室

7/27、8/3、10、24

(毎週火曜日 8/17休講)
時間／10:00〜11:00
場所／坂井屋内スポーツセンター
☎68-0123(坂井体育館)

7/29、8/5、19、26

(毎週木曜日 8/12休講)
時間／10:00〜11:00
場所／今福体育館 ☎66-8920
(丸岡体育館)

ボールで遊ぼう〜野球編〜

運動の基本の動きをボールを使って学びます。柔らかい
ボールを使うので安心。初めての習い事にピッタリ！

開催時間 17：00〜18：00
対 象：年長〜小学3年生 定員：12名
持ち物：タオル、飲み物等 受講料：全8回4,000円

【三国教室】お問合わせ▶三国体育館（82-4686）
日 時／9月6日〜11月1日までの毎週月曜日
場 所／三国体育館 ※9月20日は祝日の為休講

【丸岡教室】お問合わせ▶丸岡体育館（66-8920）
日 時／9月8日〜10月27日までの毎週水曜日
場 所／今福体育館

エアロビクスのステップに格闘技
のパンチ動作を入れたクラスで
す。全身のシェイプアップや脂肪
燃焼効果があります。
リズミカルなパンチで爽快な汗を
流しましょう！
！

汗を流して

！
時／9月1日〜3月30日
リフレッシュ！
19：30〜20：30
毎週水曜日 ※祝日、年末年始は休講
場 所／春江B&G海洋センター
対 象／一般男女
料 金／4枚2,000円（チケット制）
問合先／春江体育館（51-4242）

日

ウォーキングで心も体も健康で美しくなろう
スポーツ協会
恒例教室

歩こっさ教室「秋」のご案内

9月のスケジュール
15日（水）…三国運動公園 陸上競技場
※雨天時…屋内GB場

29日（水）…丸岡運動公園

※雨天時…古城ドーム

※各教室20名定員

10月のスケジュール

7日（木）…春江体育館周辺

※雨天時…春江体育館
14日（木）…坂井グラウンド
※雨天時…坂井屋内スポーツセンター
21日（木）…日東シンコースタジアム丸岡
※雨天時…今福体育館

時間：10：00〜11：00 参加費：無料 持ち物：飲み物、
タオル等（雨の場合内ズック）
問合せ先

【三国】三国体育館☎82-4686 【丸岡】丸岡体育館☎66-8920
【春江】春江体育館☎51-4242 【坂井】坂井体育館☎68-0123

