
親子うんどう教室 
 

●月曜日 １０：００～１１：００ 

●受講料／３０００円（約１５回分） 

●講師／ＮＡＲＵＴＯ総合型ＳＣ 

●対象／２，３歳児と保護者 

●定員／２０組 

わんぱく運動教室Ａ 
 

●月曜日 １５：３０～１６：３０ 

●受講料／３０００円（約１５回分） 

●講師／スポーツ振興財団職員 

●対象／  ４，５歳児と保護者 

●定員／２０組 

 

ジュニア 

ジュニアダンス教室 
 

●月曜日 １６：１５～１７：１５ 

●受講料／３０００円（約１５回分） 

●講師／春名真美子 

●対象／小学３～６年生 

●定員／２０名 

 

わんぱく運動教室Ｂ 
 

●水曜日 １４：３０～１５：３０ 

●受講料／３０００円（約１５回分） 

●講師／スポーツ振興財団職員 

●対象／ ４，５歳児と保護者 

●定員／２０組 

 今注目の「ズンバ」！ラテン系の明るいリズムに合わせ、楽しくからだ
を動かします。リズム感の習得やバランス能力向上にも有効です。 
 

いろんな用具を使って、親子で楽しくからだを動かします。 
（トランポリン、ボール運動、平均台、鉄棒、リズム運動など） 

 

   ジュニアスポーツ教室（小学３ ・４年生） 
 

●水曜日 １６：１５～１７：１５ 

●受講料／１５００円（約１５回分） 

●講師／スポーツ振興財団職員 

●対象／小学３～４年生 

●定員／２０名 

 

 

  ジュニアスポーツ教室（小学１ ・２年生） 
 

●金曜日  １５：４５～１６：４５  

●受講料／１５００円（約１５回分） 

●講師／スポーツ振興財団職員 

●対象／小学１～２年生 

●定員／２０名 

 

   ジュニアスポーツ教室（小学５ ・６年生） 
 

●木曜日 １５：４５～１６：４５ 

●受講料／１５００円（約１５回分） 

●講師／スポーツ振興財団職員 

●対象／小学５～６年生 

●定員／２０名 

 

 

器械体操、トランポリン、球技など様々なスポーツを通じて、基礎体

力の向上を目指します。 

器械体操、トランポリン、球技など様々なスポーツを通じて、運動能力

の向上を目指します。 

 

器械体操、トランポリン、球技など様々なスポーツにチャレンジしなが
ら、楽しくからだを動かします。 
 

親子のスキンシップを図るとともに、からだを動かしながら発育・発達
に応じたうんどう遊びを楽しみます。 

いろんな用具を使って、親子で楽しくからだを動かします。 
（トランポリン、ボール運動、平均台、鉄棒、リズム運動など） 

 

NEW 

ジュニアフェンシング教室 
 

●金曜日  １９：００～２１：００  

●受講料／１５００円（年間） 

●講師／石井佑佳梨 他 

●対象／小学３～中学３年生 

●定員／２０名 

 

少年剣道教室 
 

●月曜・水曜 １８：００－２０：００ 

   土曜日  ９：００～１２：００  

●受講料／４５００円（年間） 

●講師／元木武・玉置香織 

●対象／小学生 

●定員／３０名 

 

金曜 

駆け引きとスピード感が魅力のフェンシング！ 
海外でのプロコーチ経験者等が安全に基礎から楽しく指導します。 
 

金曜 

礼儀作法から防具をつけての試合までを楽しく指導します。 
心と体を鍛えて心技体を身に着けよう！ 

月・水・土 
（週３回） 

月曜 

通年教室 

通年教室 

木曜 水曜 

水曜 月曜 

月曜 

３月１９日受付開始 

１８歳以上・６０歳以上は裏面！ 



    ストレス発散！スポンジテニス教室Ａ 
 

●月曜日 １１：００～１２：００ 

●受講料／３０００円（約１５回分） 

●講師／スポーツ振興財団職員 

●対象／１８歳以上 

●定員／２０名 

    男だけの脱メタボ・ヨガ教室 
 

●月曜日 １３：００～１４：００ 

●受講料／３０００円（約１５回分） 

●講師／橋本 美恵子 

●対象／１８歳以上の男性 

●定員／２０名 

 

１８歳以上 

  燃焼系格闘技エクササイズ教室 
 

●月曜日 １４：１５～１５：１５ 

●受講料／３０００円（約１５回分） 

●講師／粟田 耕市 

●対象／１８歳以上 

●定員／４０名 

 

女だけの脱メタボ・ヨガ教室 
 

●水曜日 １１：００～１２：００ 

●受講料／３０００円（約１５回分） 

●講師／橋本 美恵子 

●対象／１８歳以上の女性 

●定員／７０名 

 

水曜 

音楽に合わせて、パンチやキックといった動きで効率的に脂肪を燃焼
させながらストレス発散や運動不足解消を目指します。 
 
 

女性限定で気兼ねない環境で体をほぐし、ヨガ特有の呼吸法やコアト
レでいつまでも若々しい体づくりを目指します。 
 
 

ストレス発散！スポンジテニス教室Ｂ   
 

●木曜日 ９：３０～１０：３０ 

●受講料／３０００円（約１５回分） 

●講師／スポーツ振興財団職員 

●対象／１８歳以上 

●定員／１６名 

 

 

木曜 

スポンジボールと専用ラケットを使用し、年齢や性別に関係なく誰でも

楽しめます。思いきり打ってストレス発散！ 

月曜 月曜 

男性限定で気兼ねない環境で体をほぐし、ヨガ特有の呼吸法やコアト
レでいつまでも若々しい体づくりを目指します。 
 

月曜 

弓道教室（夜間） 
 

●水曜日・土曜日 

 １８：３０～２０：３０ 

●受講料／６０００円（年間） 

●講師／天野 忠文 

●対象／１８歳以上 

●定員／１０名 

 

水曜・土曜 
（週２回） 

通年教室 

学生の頃にしていた人、今から始めたい人大歓迎！ 
初心者から経験者まで基本的な所作・礼儀・技能を指導します。 
 
 

スポンジボールと専用ラケットを使用し、年齢や性別に関係なく誰でも

楽しめます。思いきり打ってストレス発散！ 

女性限定 
 NEW! 

男性限定 
 NEW! 



ハツラツ健康教室 
 

 

●月曜日 ９：３０～１０：３０ 

●受講料／１５００円（約１５回分） 

●講師／スポーツ振興財団職員 

●対象／６０歳以上 

●定員／５０名 

Reborn体幹教室Ａ 
 

 

●月曜日 １１：００～１２：００ 

●受講料／３０００円（約１５回分） 

●講師／花増 幸二 

●対象／６０歳以上 

●定員／１０名 

生活習慣病予防教室 
 

●水曜日と金曜日（週２回） 

  ９：３０～１０：３０ 

●受講料／３０００円（約３０回分） 

●講師／鳴門病院リハビリテーション部 

●対象／６０歳以上 

●定員／４０名 

 

 

 

     ウェルCOME!長寿教室 
 

 

●木曜日 １１：００～１２：００ 

●受講料／１５００円（約１５回分） 

●講師／大西 浩司 

●対象／６５歳以上 

●定員／３０名 

水曜・金曜 
（週２回） 

専門家による測定を行い、ステップ台を使用した有酸素運動を行うこ
とで、身体機能の改善を目指します。 
 

いつまでも自分らしく生きるために、ストレッチ・筋トレ・脳トレなどを
みんなで楽しく行います。 
 

ロコモ予防教室 
 

 

●金曜日  １３：００～１４：００  

●受講料／１５００円（約１５回分） 

●講師／長谷部 裕之 

●対象／６５歳以上 

●定員／４０名 

 

Reborn体幹教室Ｂ 
 

 

●金曜日 １１：００～１２：００ 

●受講料／３０００円（約１５回分） 

●講師／花増 幸二 

●対象／６０歳以上 

●定員／１０名 

 

 

トレーニング教室 
 

●木曜日 １４：３０～１５：３０ 

●受講料／１５００円（約１５回分） 

●講師／スポーツ振興財団職員 

●対象／６０歳以上 

●定員／３０名 

 

 

木曜 金曜 

金曜 

筋肉量が落ちた、肩こりなどの悩みはありませんか。自分の体力に
応じたマシントレーニングや体幹トレーニングで運動機能の向上を目
指します。 

経験豊富なトレーナーが個々の体に応じた運動指導をします。日頃
の身体ケアや筋力向上のコツを学び健康寿命を延ばしませんか。 
 

歩いたり、しゃがんだり、立ち上がったりなど日常生活が困らないよう
に音楽に合わせて足腰の筋力強化を中心とした運動を行います。 
 

月曜 

みんなで楽しく身体作りやレクリエーション活動で健康と心身のリフ
レッシュを図ります。 

月曜 

経験豊富なトレーナーが個々の体に応じた運動指導をします。日頃の
身体ケアや筋力向上のコツを学び健康寿命を延ばしませんか。 
 

６０歳以上 

木曜 ６５歳以上 

６５歳以上 

NEW 



教 室 申 込 手 順 
 

◆受付期間 

 平成３０年３月１９日（月）～４月５日（木）  午前９時～午後５時  ＊火曜日休館日 

 

◆受付方法 

 電話及び体育館事務所窓口にて下記の内容をお知らせください。 

 

 受付時に、受付番号をお伝えします。その番号をもって合否確認となりますので、大切にしてください。         

 ＊教室対象者の年齢は平成３０年４月２日現在の年齢とします。 

 ＊教室は複数申込み可能 

 

◆抽選方法 （平成３０年４月６日（金）午前９時から） 

 公平を期すため、コンピューターによる厳正なる抽選を行います。 

 

◆当選結果発表 

 平成３０年４月７日（土）午前９時から体育館一階ロビー及びホームページに受付番号を掲載します。 

  

◆受講手続き方法 

 平成３０年４月７日（土）午前９時～４月１２日（木）の正午までに直接体育館事務所にお越しください。 

 受講手続きは、申込用紙への記入と受講料・保険料をお支払いください。 

 ＊スポーツ安全保険料：大人１８５０円、子ども８００円、６５歳以上１２００円 （有効期間：平成３１年３月３１日まで） 

 ＊期日内に受講手続きがない場合は、当選無効とさせていただきます。 

 

◆教室開始日 

 教室開始は平成３０年４月１６日から随時を予定しております。 

 通年教室は平成３０年４月～平成３１年３月 

＊各教室の開始日は、諸行事などの都合により変更になる可能性があります。 

 なお、各教室の開催日程は、受講手続き時にお渡しいたします。 

 

問合せ先：一般財団法人徳島県スポーツ振興財団 

電話番号：（０８８）６８５－３１３１ 

住   所：鳴門市撫養町立岩字四枚６１番地  鳴門・大塚スポーツパーク内 

ホームページ： http://www.awa-spo.net 

①教室名 ②氏名 ③生年月日 ④年齢 ⑤性別 ⑥連絡先 


