
一般財団法人徳島県スポーツ振興財団 

鳴門市撫養町立岩字四枚61 

HP http://www.awa-spo.net  

TEL：088-685-3131 ※火曜休館日 

①申込受付  ※教室の対象年齢は、平成30年４月２日の時点とします。 

  ・期間：8/27～9/7（火曜日を除く） 9:00～21:00      

  ・方法：以下、いずれかの方法 

   1.アミノバリューホール1階事務所窓口にて直接申込 

   2.右記の申込専用フォームからメール申込 

②当選発表 
  9/10～9/16にﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及びｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰﾎｰﾙ玄関ﾎｰﾙにて当選番号を掲示します。 

大人用 子ども用 

※受講料以外に別途スポーツ安全保険料が必要です。 
（前期教室を受講していただいた方は必要ありません。） 
64歳以下1,850円 65歳以上1,200円 子ども800円（中学生以下） 

③支払手続き ※期間内にお手続きできない場合は、当選無効となります。 

  ・期間：9/24～9/30（火曜日を除く） 9:00～17:00 

  ・場所：アミノバリューホール１階選手控え室 

※電話申込不可 

※教室名にABがついている教室については、どちらか一方にしか申込めません。 
※定員を超えた場合は、前期未受講の方および、過去1年間に鳴門病院の人間ドックを 
受診された方（領収書を提示ください）を優先し、事務局にて厳正なる抽選を行います。 

④その他 
    今回より当財団の教室を受講された60歳以上の方を対象に、鳴門病院の人間ドック 
   受診料割引制度が創設されました。 
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ジュニアスポーツ教室 
（小学３～４年生） 

ジュニアスポーツ教室 
（小学５～６年生） 

ジュニアスポーツ教室 
（小学１～２年生） 

親子うんどう 
教室 

(2,3歳児と保護者) 

●月曜日10:00～11:00 

●受講料 

  3,000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 

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・発達に応じた運動遊び
を楽しみます。 

わんぱく運動 
教室A 

(4,5歳児と保護者) 

●月曜日15:30～16:30 

●受講料 

  3,000円（約15回分） 

●講 師／財団職員 

●対 象／4,5歳児と保護者 

●定 員／20組 

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、跳箱、ボール、
マット、鉄棒、平均台など） 

わんぱく運動 
教室B 

(4,5歳児と保護者) 

ZUMBA®KIDS 
教室 

(小学1～6年生) 

●月曜日 16:15～17:15 

●受講料 

 1,500円（約15回分） 

●講 師／春名真美子 

●対 象／小学生 

●定 員／20名 

 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。 

●水曜日14:30～15:30 

●受講料 

 3,000円（約15回分） 

●講 師／財団職員 

●対 象／4,5歳児と保護者 

●定 員／20組 

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、跳箱、ボール、
マット、鉄棒、平均台など） 

●水曜日16:15～17:15 

●受講料 

 1,500円（約15回分） 

●講 師／財団職員 

●対 象／小学3～4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体

験しながら、協調性や身体

能力の向上を目指します。 

●木曜日15:45～16:45 

●受講料 

 1,500円（約15回分） 

●講 師／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楽

しみながら、協調性や身体

能力の向上を目指します。 

●金曜日15:45～16:45 

●受講料 

 1,500円（約15回分） 

●講 師／財団職員 

●対 象／小学1～2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に

チャレンジしながら、楽しく

からだを動かします。 



ストレス発散！ 
スポンジテニス教室B 

男だけの脱メタボ 
・ヨガ教室 

●月曜日13:00～14:00 

●受講料 

  3,000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 

男性限定の気兼ねない
環境で、ヨガ特有の呼
吸法やコアトレで脱メタ
ボを目指します。 

燃焼系格闘技 
エクササイズ教室 

●月曜日14:15～15:15 

●受講料 

  3,000円（約15回分） 

●講 師／粟田耕市 

●対 象／18歳以上 

●定 員／50名 

運動不足解消とダイエッ
トを目指すあなたに！ 

音楽に合わせて、パン
チやキックといった動き
で脂肪を燃やします。 

女だけの脱メタボ 
・ヨガ教室 

●水曜日11:00～12:00 

●受講料 

  3,000円（約15回分） 

●講 師／橋本美恵子 

●対 象／ 

    18歳以上の女性 

●定 員／80名 

女性限定の気兼ねない
環境で、ヨガ特有の呼吸
法やコアトレで脱メタボを
目指します。 

ストレス発散！ 
スポンジテニス教室A 

●水曜日9:30～10:30 

●受講料 

  3,000円（約15回分） 

●講 師／財団職員 

●対 象／18歳以上 

●定 員／16名 

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！ 

●木曜日9:30～10:30 

●受講料 

  3,000円（約15回分） 

●講 師／財団職員 

●対 象／18歳以上 

●定 員／16名 

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！ 



トレーニング 
教室 

Reborn体幹 
教室B 

ロコモ予防 
教室 

ハツラツ健康 
教室 

Reborn体幹 
教室A 

ウェルCOME！ 
長寿教室 

生活習慣病 
予防教室 

●月曜日9:30～10:30 

●受講料 

  1,500円（約15回分） 

●講 師／財団職員 

●対 象／60歳以上 

●定 員／50名 

運動不足で悩んでいませ

んか。筋トレやレクリエー

ション活動で健康と心身

のリフレッシュを図ります。 

●月曜日11:00～12:00 

●受講料 

  3,000円（約15回分） 

●講 師／花増幸二 

●対 象／60歳以上 

●定 員／20名 

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。 

●水・金曜日9:30～10:30 

●受講料 

  3,000円（約15回分） 

●講 師／鳴門病院PT 

●対 象／60歳以上 

●定 員／40名 

専門家による体力測定を

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。 

●木曜日11:00～12:00 

●受講料 

  1,500円（約15回分） 

●講 師／大西浩司 

●対 象／65歳以上 

●定 員／30名 

いつまでも自分らしく！ 

ストレッチ・筋トレ・脳トレな

どをみんなで楽しく行い健

康長寿を延ばします。 

●金曜日11:00～12:00 

●受講料 

  3,000円（約15回分） 

●講 師／花増幸二 

●対 象／60歳以上 

●定 員／20名 

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。 

●木曜日14:30～15:30 

●受講料 

  1,500円（約15回分） 

●講 師／財団職員 

●対 象／60歳以上 

●定 員／30名 

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。 

●金曜日13:00～14:00 

●受講料 

  1,500円（約15回分） 

●講 師／長谷部裕之 

●対 象／65歳以上 

●定 員／60名 

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。 


