
（公財）西宮スポーツセンター

　日頃は（公財）西宮スポーツセンターにご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　政府からの緊急事態宣言解除に伴い、西宮スポーツセンターも６月８日（月）より教室を

　再開いたします。ただし、当面の間、新型コロナウイルスの感染拡大防止に留意しながら

　以下の取り組みを行ってまいりますので、内容をご確認の上、ご理解とご協力を

　お願い申し上げます。

《教室再開に伴う、西宮スポーツセンターでの対策》

①教室前に使用するすべての道具にアルコール消毒を実施

②各教室前のアルコール消毒実施

③指導者の手洗い、うがいの徹底、マスク着用

④受講者同士の距離を保てるような練習メニューでの実施

《教室にご参加いただけない方》※以下に該当される方はご参加されないようお願いします

①受講生、ご家族（同居者）のいずれかに３７．５度以上の発熱がある方

②受講生、ご家族（同居者）に感染の疑いがある場合

③過去１４日以内に海外渡航歴がある方（ご家族含む）

《教室受講前のお願い》

①ご自宅で検温をし、教室開始前に「体調管理表」に必ずご記入してください

②教室実施場所に入る前までに各自で手洗い・うがいを済ませた状態でお越しください

③教室の行き帰りは、できるだけマスクを着用してください

《教室受講中のお願い》

①タッチ・握手など接触する行為は当面の間、禁止します

②できるだけ、受講生同士の間隔を空けるよう心掛けてください

③受講生同士の会話はなるべく少なくしてください（大声はお控えください）

④教室中のマスク着用も可能です

⑤マイマット・マイボールは持参していただいて構いません

,

　スポーツ教室再開についてのご案内



【スポーツセンター】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 6月受講料

ピラティス 火 6/9(火)　9:45～11:00 ３Fフィットネスルーム 6,000円

ソフトジャズダンス 火 6/9(火)　10:00～11:30 ２Fプレイングルーム 6,000円

美姿勢ウォーキング 火 6/9(火)　11:35～12:35 ２Fプレイングルーム 5,000円

ハタヨガ 火 6/16(火)　11:15～12:30 ３Fフィットネスルーム
3,750円

（3回分）

機能向上トータルエクササイズ 火 6/9(火)　13:30～14:45 ３Fフィットネスルーム 6,000円

太極拳 火 6/9(火)　12:45～14:45 ２Fプレイングルーム 6,000円

幼児体操4歳児 火 6/9(火)　15:00～16:00 ３Fフィットネスルーム 3,200円

幼児体操5歳児 火 6/9(火)　16:00～17:00 ３Fフィットネスルーム 3,200円

小学生体操 火 6/9(火)　17:00～18:00 ３Fフィットネスルーム 3,200円

ヨガ 火 6/9(火)　19:00～20:30 ２Fプレイングルーム 5,000円

トレーニングと整体 水 6/10(水)　10:00～11:00 ３Fフィットネスルーム 5,000円

らくらく健康体操 水 6/10(水)　10:00～11:00 ２Fプレイングルーム 5,000円

ヨガ 水 6/10(水)　13:30～15:00 ２Fプレイングルーム 5,000円

サーキット＆ストレッチ 水 6/10(水)　13:30～14:45 ３Fフィットネスルーム 5,000円

フラダンス 水 6/10(水)　11:00～12:15 ３Fフィットネスルーム
3,000円

(2回分)

親子フラダンス 水 6/10(水)　15:00～16:00 ２Fプレイングルーム
2,500円

(2回分)

幼児体操4歳児 水 6/10(水)　15:00～16:00 ３Fフィットネスルーム 3,200円

幼児体操5歳児 水 6/10(水)　16:00～17:00 ３Fフィットネスルーム 3,200円

小学生体操 水 6/10(水)　17:00～18:00 ３Fフィットネスルーム 3,200円

※教室開始前にお月謝を窓口までお持ちください。新しい受講者証をお渡しします

令和２年度　西宮スポーツセンター　スポーツ教室開始日・月謝について



【スポーツセンター】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 6月受講料

ヨーガ 木 6/11(木)　10:00～11:30 ２Fプレイングルーム
3,750円

(6月3回分)

リフレッシュ＆シェイプ 木 6/11(木)　10:00～11:00 ３Fフィットネスルーム
3,750円

(6月3回分)

はつらつ健康体操 木 6/11(木)　11:00～12:00 ３Fフィットネスルーム
3,750円

(6月3回分)

ひよこっこ体操 木 6/11(木)　13:00～14:00 ３Fフィットネスルーム
3,750円

(6月3回分)

幼児体操4歳児 木 6/11(木)　15:00～16:00 ３Fフィットネスルーム
2,400円

(6月3回分)

幼児体操5歳児 木 6/11(木)　16:00～17:00 ３Fフィットネスルーム
2,400円

(6月3回分)

小学生体操 木 6/11(木)　17:00～18:00 ３Fフィットネスルーム
2,400円

(6月3回分)

サーキット＆ストレッチ 木 6/11(木)　18:30～19:45 ３Fフィットネスルーム
3,750円

(6月3回分)

フラダンス（第１・第３） 金 6/19(金)　10:30～11:45 ３Fフィットネスルーム
1,500円

(6月1回分)

太極拳 金 6/12(金)　10:00～12:00 ２Fプレイングルーム
4,500円

(6月3回分)

ヨガ 金 6/12(金)　13:30～15:00 ２Fプレイングルーム 5,000円

幼児体操4歳児 金 6/12(金)　15:00～16:00 ３Fフィットネスルーム
2,400円

(6月3回分)

幼児体操5歳児 金 6/12(金)　16:00～17:00 ３Fフィットネスルーム
2,400円

(6月3回分)

小学生体操 金 6/12(金)　17:00～18:00 ３Fフィットネスルーム
2,400円

(6月3回分)

※教室開始前にお月謝を窓口までお持ちください。新しい受講者証をお渡しします

令和２年度　西宮スポーツセンター　スポーツ教室開始日・月謝について



【スポーツセンター】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 6月受講料

エアロビクス 土 6/13(土)　10:00～11:00 ２Fプレイングルーム
3,750円

(6月3回分)

社交ダンス（初級） 土 6/13(土)　9:20～10:35 ３Fフィットネスルーム
4,500円

(6月3回分)

社交ダンス（中級） 土 6/13(土)　10:45～12:00 ３Fフィットネスルーム
4,500円

(6月3回分)

ヨガ（第２・第４） 土 6/13(土)   13:00～15:00 ２Fプレイングルーム 3,500円

子どもバレエ（３～５歳児） 土 6/13(土)　16:30～17:30 ３Fフィットネスルーム
4,000円

(6月2回分)

子どもバレエ（小学生） 土 6/13(土)　17:40～18:40 ３Fフィットネスルーム
4,000円

(6月2回分)

大人バレエ 土 6/13(土)　19:00～20:00 ３Fフィットネスルーム
5,000円

(6月2回分)

ダンス（シニア） 日 6/14(日)　9:00～10:00 ３Fフィットネスルーム 5,000円

ダンス（キッズ） 日 6/14(日)　10:15～11:15 ３Fフィットネスルーム 5,000円

ダンス（一般） 日 6/14(日)　11:30～12:30 ３Fフィットネスルーム 5,000円

※教室開始前にお月謝を窓口までお持ちください。新しい受講者証をお渡しします

令和２年度　西宮スポーツセンター　スポーツ教室開始日・月謝について



【中央体育館　一般対象教室】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 ６月受講料

中級卓球 火 6/9（火）11:00～12:50 体育室 4,800円

初級卓球 火 6/9（火）13:00～14:50 体育室 4,800円

初・中級バドミントン 火 6/9（火）11:00～12:50 体育室 4,800円

スポバス 火 6/9（火）19:15～20:45 体育室 4,800円

スポバレ 水 6/10（水）19:15～20:45 体育室 3,600円

なぎなた（中学生～一般） 木 6/11（木）19:15～20:45 格技場 3,600円

基礎クォーターテニス 金 6/12（金）11:00～12:50 体育室 3,600円

応用クォーターテニス 金 6/12（金）11:00～12:50 体育室 3,600円

※教室初回日に受講者証をお渡ししますので、お月謝は翌週に窓口でお支払いください

【中央体育館　西宮市受託事業】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 受講料・保険料

スポーツ塾 水 6/10(水）11:30～13:00 格技場 3,520円

※教室初回日に配布書類（日程表等）のお渡しします。受講料をお支払いください

【中央体育館　子ども対象教室】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 ６月受講料

ミニバスケットボール 火 6/9（火）17:15～18:45 体育室 3,600円

ミニバスケットボール 水 6/10（水）17:15～18:45 体育室 2,700円

幼児体操４歳児 木 6/11（木）15:00～16:00 剣道場 2,400円

幼児体操５歳児 木 6/11（木）16:00～17:00 剣道場 2,400円

JUDOチャレンジ 木 6/11（木）16:00～17:00 柔道場 2,700円

なぎなた（小学生） 木 6/11（木）17:30～19:00 格技場 2,100円

幼児体操４歳児 金 6/12（金）15:00～16:00 剣道場 2,400円

幼児体操５歳児 金 6/12（金）16:00～17:00 剣道場 2,400円

フットサル（小学１・２年） 金 6/12（金）17:00～18:00 体育室 3,600円

フットサル（小学３～６年） 金 6/12（金）17:30～19:00 体育室 5,100円

※教室初回日に月謝袋を受講生にお渡しします。お月謝は翌週に窓口でお支払いください

令和２年度　西宮スポーツセンター　スポーツ教室開始日・月謝について

ミニバスケットボール 月 6/8（月）17:15～18:45 体育室 2,700円



【中央体育館分館　一般対象教室】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 ６月受講料

初・中級バドミントン 金 6/12（金）9：00～10：50 体育室 3,600円

初心者バドミントン 金 6/12（金）11：00～12：50 体育室 3,600円

基礎クォーターテニス 金 6/12（金）13：00～14：50 体育室 3,600円

※教室初回日に受講者証をお渡ししますので、お月謝は翌週に窓口でお支払いください

【中央体育館分館　西宮市受託事業】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 受講料・保険料

エンジョイ！ロコトレ＆スポーツ 火 6/9（火）9：15～10：45 体育室 4,450円

スポーツ塾 水 6/10（水）11：30～13：00 体育室 3,580円

※教室初回日に配布書類（日程表等）のお渡しします。参加費・保険料をお支払いください

【中央体育館分館　子ども対象教室】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 ６月受講料

幼児体操４歳児 火 6/9（火）15：00～16：00 体育室 3,200円

幼児体操５歳児 火 6/9（火）16：00～17：00 体育室 3,200円

小学生スポーツ 火 6/9（火）17：00～18：00 体育室 3,600円

親子でリフレッシュ9時 水 6/10（水）9：00～10：00 体育室 2,400円

親子でリフレッシュ10時 水 6/10（水）10：00～11：00 体育室 2,400円

幼児体操４歳児 水 6/10（水）15：00～16：00 体育室 2,400円

親子でリフレッシュ9時 木 6/11（木）9：00～10：00 体育室 2,400円

親子でリフレッシュ10時 木 6/11（木）10：00～11：00 体育室 2,400円

幼児体操５歳児 木 6/11（木）15：00～16：00 体育室 2,400円

小学生バレーボール 金 6/12（金）17：15～18：45 体育室 2,700円

小学生卓球（小学１～６年生） 土 6/13（土）9：15～10：45 体育室 2,700円

小学生卓球（小学４～６年生） 土 6/13（土）15：15～16：45 体育室 2,700円

中学生卓球（中学生） 土 6/13（土）17：15～18：45 体育室 3,600円

※教室初回日に月謝袋を受講生にお渡しします。お月謝は翌週に窓口でお支払いください

【中央体育館分館　子ども対象西宮市受託事業】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 受講料・保険料

ミライクスポーツ16時 水 6/10（水）16：00～17：00 体育室 3,580円

ミライクスポーツ16時 木 6/11（木）16：00～17：00 体育室 3,520円

※教室初回日に保護者の方向けに説明会を行います。配布書類（日程表等）をお渡しします。

　受講料をお支払いください。

令和２年度　西宮スポーツセンター　スポーツ教室開始日・月謝について



【北夙川体育館　チケット制教室】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 受講料

ストレッチ 火 6/9（火）9：15～9：45 軽スポーツ室（３F) １回　400円

ストレッチ 木 6/11（木）12：15～12：45 軽スポーツ室（３F) １回　400円

【北夙川体育館　一般対象教室】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 ６月受講料

のびのび健康体操 火 6/9（火）10：00～11：00 軽スポーツ室（３F) 2,700円

リフレッシュ＆シェイプ11時 火 6/9（火）11：00～12：00 軽スポーツ室（３F) 2,700円

リフレッシュ＆シェイプ12時 火 6/9（火）12：00～13：00 軽スポーツ室（３F) 2,700円

リフレッシュ＆シェイプ9時 水 6/10（水）9：00～10：00 軽スポーツ室（３F) 2,700円

リフレッシュ＆シェイプ10時 水 6/10（水）10：00～11：00 軽スポーツ室（３F) 2,700円

応用クォーターテニス 水 6/10（水）11：00～12：50 体育室 3,600円

のびのび健康体操 木 6/11（木）11：00～12：00 軽スポーツ室（３F) 2,700円

リフレッシュ＆シェイプ9時 金 6/12（金）9：00～10：00 軽スポーツ室（３F) 2,700円

リフレッシュ＆シェイプ10時 金 6/12（金）10：00～11：00 軽スポーツ室（３F) 2,700円

※教室初回日に受講者証をお渡ししますので、お月謝は翌週に窓口でお支払いください

【北夙川体育館　西宮市受託事業】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 受講料・保険料

ウェルネススポーツ 金 6/12（金）19：30～20：45 体育室 3,450円

※教室初回日に配布書類（日程表等）のお渡しします。受講料をお支払いください

令和２年度　西宮スポーツセンター　スポーツ教室開始日・月謝について



【北夙川体育館　子ども対象教室】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 ６月受講料

親子でリフレッシュ15時 火 6/9（火）15：00～16：00 体育室 2,400円

小学生スポーツ 火 6/9（火）18：00～19：00 体育室 2,700円

幼児体操４歳児 水 6/10（水）15：00～16：00 軽スポーツ室（３F） 2,400円

幼児体操５歳児 水 6/10（水）16：00～17：00 軽スポーツ室（３F） 2,400円

親子でリフレッシュ11時 木 6/11（木）11：00～12：00 体育室 2,400円

親子でリフレッシュ12時 木 6/11（木）12：00～13：00 体育室 2,400円

幼児体操４歳児 木 6/11（木）15：00～16：00 軽スポーツ室（３F） 2,400円

幼児体操５歳児 木 6/11（木）16：00～17：00 軽スポーツ室（３F） 2,400円

ミニバスケットボール 木 6/11（木）17：15～18：45 体育室 2,700円

親子でリフレッシュ9時 金 6/12（金）9：00～10：00 体育室 2,400円

親子でリフレッシュ10時 金 6/12（金）10：00～11：00 体育室 2,400円

幼児体操４歳児 金 6/12（金）15：00～16：00 軽スポーツ室（３F） 2,400円

幼児体操５歳児 金 6/12（金）16：00～17：00 軽スポーツ室（３F） 2,400円

※教室初回日に月謝袋を受講生にお渡しします。お月謝は翌週に窓口でお支払いください

【北夙川体育館　子ども対象西宮市受託事業】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 受講料・保険料

ミライクスポーツ16時 火 6/9（火）16：00～17：00 体育室 3,220円

ミライクスポーツ17時 水 6/9（火）17：00～18：00 体育室 3,220円

※開始時間に保護者も一緒に来ていただき、配布書類（日程表等）のお渡しをしたのちに

　受講料を指導員が徴収します

令和２年度　西宮スポーツセンター　スポーツ教室開始日・月謝について



【塩瀬体育館　一般対象教室】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 ６月受講料

初・中級卓球 月 6/8（月）9：00～10：50 体育室 4,800円

クォーターテニス 火 6/9（火）13：00～14：50 体育室 4,800円

のびのび健康体操 水 6/10（水）9：00～10：00 軽スポーツ室（２F） 2,700円

リフレッシュ＆シェイプ 水 6/10（水）10：00～11：00 軽スポーツ室（２F） 2,700円

のびのび健康体操 木 6/11（木）9：00～10：00 軽スポーツ室（２F） 2,700円

リフレッシュ＆シェイプ 木 6/11（木）10：00～11：00 軽スポーツ室（２F） 2,700円

※教室中に受講者証をお渡ししますので教室終了後、窓口でお支払いください

【塩瀬体育館　西宮市受託事業】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 受講料・保険料

スポーツ塾 木 6/11（木）13：30～15：00 体育室 3,520円

※教室初回日に配布書類（日程表等）のお渡しします。受講料をお支払いください

【塩瀬体育館　子ども対象教室】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 ６月受講料

親子でリフレッシュ11時 火 6/9（火）11：00～12：00 体育室 3,200円

親子でリフレッシュ12時 火 6/9（火）12：00～13：00 体育室 3,200円

幼児体操４歳児 火 6/9（火）15：00～16：00 軽スポーツ室（２F） 3,200円

幼児体操５歳児 火 6/9（火）16：00～17：00 軽スポーツ室（２F） 3,200円

小学生スポーツ 火 6/9（火）18：00～19：00 体育室 3,600円

幼児体操４歳児 木 6/11（木）15：00～16：00 軽スポーツ室（２F） 2,400円

幼児体操５歳児 木 6/11（木）16：00～17：00 軽スポーツ室（２F） 2,400円

※教室初回日に月謝袋を受講生にお渡しします。お月謝は翌週に窓口でお支払いください

【塩瀬体育館　子ども対象西宮市受託事業】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 受講料・保険料

ミライクスポーツ 火 6/9（火）17：00～18：00 体育室 3,490円

※開始時間に保護者も一緒に来ていただき、配布書類（日程表等）のお渡しをしたのちに

　受講料を指導員が徴収します

令和２年度　西宮スポーツセンター　スポーツ教室開始日・月謝について



【流通東体育館　一般対象教室】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 ６月受講料

リフレッシュ＆シェイプ 水 6/10（水）12：00～13：00 体育室 2,700円

※教室初回日に受講者証をお渡ししますので、お月謝は翌週に窓口でお支払いください

【流通東体育館　子ども対象教室】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 ６月受講料

親子でリフレッシュ 水 6/10（水）11：00～12：00 体育室 2,400円

幼児体操４歳児 水 6/10（水）15：00～16：00 体育室 2,400円

幼児体操５歳児 水 6/10（水）16：00～17：00 体育室 2,400円

小学生スポーツ 水 6/10（水）18：00～19：00 体育室 2,700円

幼児体操４歳児 金 6/12（金）15：00～16：00 体育室 2,400円

幼児体操５歳児 金 6/12（金）16：00～17：00 体育室 2,400円

ミニバスケットボール 金 6/12（金）17：15～18：45 体育室 2,700円

※教室初回日に月謝袋を受講生にお渡しします。お月謝は翌週に窓口でお支払いください

【流通東体育館　子ども対象西宮市受託事業】

教室名 曜日 開始日・時間 実施場所 受講料・保険料

ミライクスポーツ 水 6/10（水）17：00～18：00 体育室 3,580円

※開始時間に保護者も一緒に来ていただき、配布書類（日程表等）のお渡しをしたのちに

　受講料を指導員が徴収します

令和２年度　西宮スポーツセンター　スポーツ教室開始日・月謝について


