
チャリティ寄付金 事業報告書

2020 年 4 月

１．小学生陸上クリニック
２．第 3 回 楽天イーグルス 駅伝・マラソン大会
３．仙台街フォトロゲ 2020
４．かけっこ教室 × 親子で学ぶ いのちの教室
５．河北ウィークリーせんだい　記事掲載

【事業内容】



開 催 日 時 令和元年７月２０日（土）　９：００～１３：３０

会 場 弘進ゴム　アスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）

内 容 ①小学１年生～３年生（定員：１００人）（短距離走・立ち幅跳び・ジャベリックボール）

②小学４年生～６年生（定員：１００人）（短距離走・走り幅跳び・ジャベリックボール）

　　※ローテーションで全種目を受講

当日参加者数 ①小学１年生～３年生・・・　８２人※申込８９人／当日参加率９２％

②小学４年生～６年生・・・　７９人※申込８２人／当日参加率９６％

【実 施状 況 】

①小学１年生～３年生（９：００～１１：００）

９：００（午前開始時刻）
・天候：薄曇　・気温：25.1℃　・湿度：78%　・風向・風速：南東2.4m

１１：００（午前終了時刻）
・天候：薄曇　・気温：25.1℃　・湿度：77%　・風向・風速：南東5.3m

集合写真

①　小学生陸上クリニック　開催報告書

仙台市陸上競技協会会長挨拶

トラックで走りの練習

立ち幅跳びは腕の使い方が大事

受付 カルビー・フルーツグラノーラ（提供品）

雨天走路で準備運動

【気象データー】

芝生の上でスタートの姿勢を学ぶ

ジャベリックボールの投げ方を基礎から学ぶ 練習を生かして距離を測定



②小学４年生～６年生（１１：３０～１３：３０）

【気象データー】※気象庁のホームページ（地点：仙台）より

１１：３０（午後開始時刻）
・天候：薄曇　・気温：24.5℃　・湿度：78%　・風向・風速：南東5.6m

１３：３０（午後終了時刻）
・天候：薄曇　・気温：26.4℃　・湿度：76%　・風向・風速：南南東4.4m

雨天走路で準備運動 芝生で走りの動き練習

トラックで全力疾走 ジャベリックボールは身体全体を使うことが大切

走り幅跳びの練習

助走の勢いを利用して

熱中症対策のミストシャワー

午後は小学高学年

大きく身体を使う

集合写真

　連日の雨で外での開催が不安視される中、午前午後を通し、雨が降ることもなく恵まれた天候での開催となった。ただ、湿
度がかなり高く、熱中症の心配もあったが講師の先生方や競技場スタッフがこまめな水分補給を促したことで、終始、精力
的にかつ安全に受講することができた。
　内容は『走』・『跳』・『投』とスポーツの基本となる動きをベースに小学校低学年と高学年の２クラスに分け、各２時間の内容
で実施した。低学年には、普段の簡単な日常動作から競技の動きに持っていくよう指導しており、子供たちもイメージがつき
やすく、『出来る』体験を経験し、喜ぶ姿が印象的だった。
　高学年においては、低学年に比べると複雑な動きが多い内容となった。頭で考えすぎてしまい、スムーズに動作に移るこ
とが出来ない子も見られたが、講師の的確なアドバイスにより、短時間で上達する姿が見られた。
　専門的な知識を持った指導者からの指導や現役の大学生のデモンストレーションを間近にし、凄さを肌で感じることができ
た子供たちは満足した様子であったとともに、保護者からも感謝の言葉をたくさんいただき、改めて需要の高いクリニックだ
と感じた。
　また、菓子メーカーの株式会社カルビーからフルーツグラノーラのサンプル品の提供があったので受付時に参加者へ提供
した。



開 催 日 時 令和２年２月９日（日）　８：４５～１５：００
会 場 弘進ゴムアスリートパーク仙台 ・ 楽天生命パーク宮城
内 容 ①マラソン大会：1～３年生１.５㎞、４年生１.９㎞、５～６年生２.１㎞

②駅伝大会：２㎞コース９周（１チーム９人）
※競技の間に「野球肘検診」を実施

参 加 者 数 １,５４４名
観 客 数 ３,０００名
【 実 施 状 況 】

楽天イーグルスジュニアチームが連覇を成し遂げ、弘進ゴムアスリートパーク仙台山形場長より、優勝カップが贈呈されまし
た。

優勝カップ寄贈

マラソン大会①

　今後も主催である楽天野球団とともに、大会をさらに発展させられるよう、子どもたちにとって価値あるものになるよう協力し、
進めていければと思います。

マラソン大会②

駅伝大会① 駅伝大会②

　また、競技の合間には、理学療法士による「野球肘検診」が行われ、障害の早期発見だけではなく、今後の競技人生におい
て大切な自分の身体と向き合う意識も学ぶことができ、シーズンオフのこの時期に非常に重要な機会となりました。

相談役より寄贈するセレモニーが行われました。この優勝カップを目標にスタートした駅伝大会では、雪がちらつくなか、

　令和2年2月9日（日）、平均気温－1℃の寒さ厳しい中、「楽天イーグルス駅伝・マラソン大会」を開催いたしました。
　1,500名を超える野球少年たちが、日頃鍛えた体力・精神力を発揮し、「ONE TEAM」となって熱い戦いを繰り広げました。

に全力を尽くしました。
   開会式では、「第29回仙台国際ハーフマラソン大会チャリティ寄付金」で製作した駅伝大会「優勝カップ」を当事業団武田

保護者を中心とした約3,000名の観客席からの声援は途絶えることがなく、子どもたちもそれに応えるように最後まで諦めず

② 第3回 楽天イーグルス駅伝・マラソン大会　開催報告書

選手宣誓

野球肘検診

優勝カップ贈呈

開会式



■主催／仙台街フォトロゲ大会実行委員会

＊フォトロゲイン、フォトロゲイニング、フォトロゲは、一般社団法人日本フォトロゲイニング協会の登録商標です。

私たちは仙台街フォトロゲ2020を応援しています。

■協力／TEAM229    ■監修／佐々木裕行

「仙台街フォトロゲ2020」は、
2020年の東京五輪開催を記念して、”スポーツ”をテーマに
弘進ゴム アスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）
周辺エリアを巡るフォトロゲイニング大会です。
「フォトロゲイン」は、歩いても、走ってもいい、
どんな方でも手軽に楽しめるスポーツです。
仙台の美しい街並みや、史跡等を楽しみながら、
地図を片手に、仲間や家族と一緒に仙台の街を巡りましょう。

■後援／仙台市、

開催日／2020年

※定員になり次第締切り
WEB／https://www.spf-sendai.jp/photorogaining/

3月7日（土）
会場／弘進ゴム アスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）
申込期限／2020年2月25日（火）

参加
者募集

！

ゴールの後は、
豚汁のお楽しみ

杜の都を駆け抜け、名所を巡る
。杜の都を駆け抜け、名所を巡る
。

③仙台街フォトロゲ2020
【新型コロナウイルス感染拡大予防のため，開催中止】
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（フォトロゲイニング）とは

 

申込期限▶2020年
❶スポーツエントリーよりお申込み→　

❷事務局へ直接申込み→仙台市スポーツ振興事業団 スポーツ事業課 ※月～金8：30～17：00/土・日・祝休業

■お問合せ／仙台街フォトロゲ大会実行委員会（事務局／仙台市スポーツ振興事業団スポーツ事業課）
■WEB／https://www.spf-sendai.jp/photorogaining/

競技クラス

一般的な社会ルール、交通ルールを守り、他人へ迷惑を掛けずに競技可
能な方。 

カテゴリー

チーム人数

参加資格

定　員

参加費

賞　品

※未成年者は、保護者の同意が必要 

大人；2,000円　子供（中学生以下）；1,000円

●男子・一般・シニア／総合1～3位
●ファミリー／総合1～3位、子供参加者表彰

2～4人
（各チームに必ず20歳以上のメンバーが1人以上いること）

参加費は、ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキなどの主要コンビニエンスストア、クレジットカードなどでお支払いいただけます。

：携帯電話（申込時に登録したもの）、カメラ機能付きスマートフォン（デジタルカメラ可）、時計、健康保険証、筆記用具
：コンパス（方位磁石）、天候に応じた雨具、携帯食、水　等

必須
任意

持 ち 物▶

申込方法▶

大会概要

※定員になり次第締切り

仙台市スポーツ

https://sportsentry.ne.jp/event/t/80843

3時間クラス
◎男子／男子のみのチーム構成
◎一般／男女混成または、女子のみのチーム構成
◎ファミリー／小学生以下のメンバーが１人以上いるチーム構成
◎シニア／50歳以上のメンバーのみのチーム構成

集合場所

（仙台市陸上競技場）　
◉JR仙石線「宮城野原駅」下車 徒歩5分アクセス

弘進ゴム アスリートパーク仙台

TEL.022-297-1321　mail.photo@spf-sendai.jp

地図をもらって作戦会議

チェックポイントで写真撮影

制限時間内にチーム全員でゴール

ポイントの合計点を競います

時   間 プログラム

集合・受付

◎開会式・ルール説明・地図配布

◎作戦タイム・記念撮影

◎競技（3時間）

大会スケジュール

8:20 ～  8:50
8:50 ～  9:10
9:10 ～  9:30
9:30～12:30

12:10 ～13:15

13:30 ～14:00

榴岡公園

仙台育英学園●

国道
45号
線

宮城野原駅

榴岡駅

宮
城
の
萩
大
通
り

JR仙石線JR
仙
台
駅 至仙台駅

弘進ゴム 
アスリート
パーク仙台

●楽天生命パーク宮城

●宮城野原運動場

2月25日（火）

仙台市宮城野区宮城野2-11-6弘進ゴムアスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）TEL.022-297-1321 参加費をご持参のうえ、お申込みください。

300人 

◎集計・集計チェック

◎表彰式

※集計チェック終了順に、チーム単位で
    「豚汁」のお楽しみ（予定）

シーボン
無料チェックサンプル
プレゼント



×

JPPC 日本公共スポーツ施策推進協議会公認スポーツ安全普及イベント

かけっこ教室かけっこ教室

トップアスリートによる「かけっこ教室」に加え、
親子で「スポーツと安全」をテーマに命の大切さや人を思いやる心を学びます‼

親子で学ぶ親子で学ぶ

参加料(小学生1人)

500円
対　象

小学１～３年生

　定　員

30 組

2020.3.28㊏
カメイアリーナ仙台(仙台市体育館)　第二競技場

い の ちの教室い の ちの教室

と保護者
※傷害保険料を含む。当日受付にてお支払いください

運動できる服装・室内シューズ・タオル・飲み物
＊保護者の方も「かけっこ教室」のプログラムの一部に
　参加いただきますのでご準備願います

申込期間　2020年 3月1日(日)～3月18日(水)必着

〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢一丁目4番1号　☎022-244-1111

時 間
12:40̃13:10　　受　付※第二競技場前で行います
13:10̃13:20　　開講式
13:20̃14:20　　いのちの教室(ビデオ鑑賞、AED講習等)※親子対象
14:20̃14:30　　休　憩
14:30̃15:50　　かけっこ教室※こども対象

内　　　容

講 師

菅野 優太氏

2002アジア選手権6位
100m元日本代表

①教室開催中に万一事故が発生した場合は，応急処置は行いますが，
以後の 責任は，傷害保険の範囲内で対応させていただきます。

②個人情報については，関係法令を遵守し取扱うものとし，当財団の事業以外
の目的には利用いたしません。また，事業の様子(画像)をホームページ等に
掲載いたしますので，予めご了承願います。

その他      

準備物

申込方法※定員を超える申込があった場合は抽選となります
往復ハガキ申し込み方法　
必要事項をハガキの往信面に記入し、『カメイアリーナ仙台・かけっこ教室×親子で学ぶいのちの教室係』まで郵送。※締切日必着。

【1】プログラム名　【2】参加者氏名 （ふりがな）※親と子どちらも 　【3】郵便番号 　【4】住所　【5】電話番号　【6】生年月日（西暦）　【7】キャンセル待ち希望の有無

インターネット(スマートフォンからでもOK!)
①当館HP『SPFプログラムサーチ』を開く　②希望プログラムの選択【こども・親子→かけっこ教室×親子で学ぶいのちの教室】
③必要事項を入力し送信　④ドメイン解除(＠spf-sendai.jp)※締切日の21時着分まで受付

申込サイトに
簡単アクセス！

※親 1名・子供 1名でお申し込みください。親 1名で兄弟やお友達と合わせての申し込みも可能ですが、その場合は子供 1名につき 500 円頂戴します。
備考に兄弟やお友達の名前・生年月日を必ず明記してください。

【主催】 公益財団法人 仙台市スポーツ振興事業団　・　仙台市体育館
【共催】 日本公共スポーツ施策推進協議会 ・  一般社団法人 アスリートセーブジャパン　　【協力】  フクダ電子株式会社 

sihm11
テキストボックス
 ④かけっこ教室×親子で学ぶいのちの教室【新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止】
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情
報

仙台スポーツ情報ナビ 検索検索

全施設の情報の閲覧、申し込みはWEBからもできます
公益財団法人仙台市スポーツ振興事業団

仙 台 市 2020年 プログラム

ス ー 室ポ ツ教スポポ ツツツス ー 室ポ ツ教 全施設の情報の閲覧、申し込みはWEBからもできます

運動で気分も軽やか

※新型コロナウイルス感染の影響などにより中
止となる場合があります。ホームページや
SNSなどでお知らせします。詳細については
各施設へお問い合わせください

℡ FAX

根白石温水プール根白石温水プール 泉区根白石字杉下前18-2　℡022-376-5124　休館日：3/31、4/28

水中脂肪燃焼ウォーキング
（一般）

ア5/9～30（全4回）
イ5/11～25（全3回）
ウ5/12・19（全2回）

ア11:00～11:50
イ11:10～12:00
ウ19:10～20:00

各25名
〔先着〕

ア3,850円
イ2,890円
ウ1,920円

4/7　10:00から
電話・直接窓口

アイやさしいヨガ
ウヨガ
（一般）

5/8～29
（各全4回）

ア11:30～12:20
イ13:00～13:50
ウ14:10～15:00

各15名
〔先着〕

各3,850円

らくらく水中ウォーキング
（一般）

5/12・19
（全2回）

11:10～12:00
各25名
〔先着〕

1,920円

はじめてスイム
（一般）

5/12・19
（全2回）

9:30～10:00
各10名
〔先着〕

1,100円

北中山コミュニティグラウンド北中山コミュニティグラウンド 泉区北中山4-26-14　℡022-348-2515　休館日：4/15

少人数で行う女性の
ヒーリングヨガ教室
（一般女性）

4/20～6/1
（各全6回）

ア9:45～10:45
イ11:00～12:00

各6名
〔先着〕

各5,400円
4/10　10：00から
電話・直接窓口

 目指せ１等賞！
子どもかけっこ教室
ア小学１・2年生
イ小学3・4年生

5/2・9
（各全2回）

ア9:30～10:30
イ10:45～11:45

各20名
〔先着〕

各1,400円
4/17　10：00から
電話・直接窓口

初級ノルデックウォーキング
（一般）

5/1 9：30～1１：３0
20名
〔先着〕

700円
4/14　10：00から
電話・直接窓口

泉海洋センター泉海洋センター 泉区七北田字田中1-2　℡022-373-9561
https://www.spf-sendai.jp/kaiyou/　休館日：4/15

小学生卓球教室
（小学3～6年生）

5/30～7/18
（全8回）

9：45～11：45 25名 6,800円
5/8（必着）
往復はがき・WEB

シェルコムせんだいシェルコムせんだい 泉区野村字新桂島前48　℡022-218-5656　休館日：4/21

トレッキング
（一般）

5/14 9：00～13：00
30名
〔先着〕

1,000円
4/9　9：00から
電話・直接窓口

泉総合運動場泉総合運動場 泉区野村字新桂島前60　℡022-372-1019　休館日：4/17

シニア健康エクササイズ
（60歳以上）

4/10・24、5/1 9:45～11:15 各日400円

ちびっこ遊ぼうDAY
（未就学児と保護者）

4/14・28 10:00～11:30 なし
保護者300円
未就学児無料

当日受付

ゆるらくエクサ
（一般）

4/23・30 10:00～10:30 各日200円

親子DEビクス
（しっかり歩ける1～3歳
くらいまでの幼児と保護者）

5/20～6/17
（全5回）

10：00～10：45
15組
〔先着〕

1組3,000円
4/15　9：00から
電話・直接窓口

ベビーDEビクス
（首がすわった頃～ハイハイ
時期の乳児と保護者）

5/20～6/17
（全5回）

11：00～11：45
15組
〔先着〕

1組3,000円
4/15　10：00から
電話・直接窓口

秋保体育館秋保体育館 太白区秋保町長袋字上原21-3　℡022-399-2757　休館日：3/31、4/20

カメイアリーナ仙台カメイアリーナ仙台 太白区富沢1-4-1　℡022-244-1111　休館日：3/26、4/20

小学生バドミントン春
（小学生）

5/9～6/27
（全8回）

14：00～15：30
30名
〔抽選〕

7,000円
4/20（必着）
往復はがき

ボディーマネージャー
（一般）

4/13・27 10:30～11：45
なし

各日500円
当日受付
開始15分前から週いち！エクササイズ45

（一般）
4/14・21・28 10:00～10:45 各日400円

事業名（対象） 開催日 時　間 定  員 費　用 受　付

今泉運動場今泉運動場 若林区今泉字鹿子穴140　℡022-289-4235　休館日：4/21

元気フィールド仙台元気フィールド仙台 宮城野区新田東4-1-1　℡022-231-1221　休館日：3/30、4/27

児童水泳1回体験教室
（5歳児～小学生）

5/6～25
毎週月・水～金曜
（期間中1回）

ア16:30～17:30
イ17:30～18:30

各10名
〔先着〕

各日1,100円
4/10
13:00から
直接窓口

シニア健康水中運動
(一般)

4/6・20 10:30～11:20
各30名
〔先着〕

各日600円 当日受付

ちびっこ水泳年長クラス
(5歳児)

5/11～6/22
（全6回）

15:20～16:10
20名
〔先着〕

5,000円

らくらくシニア健康体操
(一般)

5/11～6/29
（全8回）

11:00～12:00
20名
〔先着〕

5,000円

アはじめての水中ウォーキング
イはじめてのアクアビクス
(一般)

4/10～24
（各全3回）

ア10:10～11:00
イ11:10～12:00

各20名
〔先着〕

各3,150円

4/6　9:00から
電話・直接窓口

弘進ゴム　アスリートパーク仙台弘進ゴム　アスリートパーク仙台 宮城野区宮城野2-11-6　　℡022-256-2488　休館日：4/20

子ども体操教室
ア4・5歳児
イ小学1～3年生

5/11～7/27
（各全8回）

ア15:45～16:45
イ17:00～18:00

各20名
〔先着〕

各4,800円
4/20　11:00から
電話・直接窓口

初心者・初級者テニス教室
（一般）

5/13～7/1
（全8回）
予備日　7/8・15

13:00～15:00
20名
〔先着〕

7,200円
4/15　12:30から
電話・直接窓口

ヨガ教室
（一般）

5/13～6/17
（全6回）

10:45～11:45
30名
〔先着〕

3,600円
4/15　10:15から
電話・直接窓口

葛岡温水プール葛岡温水プール 青葉区郷六字葛岡57-1　℡022-277-8598
http://www.tm-sendai.com/　休館日：4/1

幼児水泳
（4歳以上の未就学児）

ア15:30～16:30
イ10:00～11:00
ウ11:00～12:00
エ14:00～15:00

各25名
〔抽選〕

小学生水泳A
（小学生）

ア㈪～㈮のいずれか
イウエ土曜日
※7月～令和3年3月の
開催。開始日は
7/1～7の該当する曜日

ア16:30～17:30
イ12:00～13:00
ウ15:30～16:30

各50名
〔抽選〕

各990円
～4950円/月
（月回数により

変動）

4/30（必着）
往復はがき・WEB

小学生水泳B
（小学生）

ア17:30～18:30
イ9:00～10:00
ウ13:00～14:00
エ16:30～17:30

仙台環境開発スポーツパーク宮城広瀬仙台環境開発スポーツパーク宮城広瀬 青葉区上愛子字松原39-1　℡022-392-2595 　休館日：4/1

夏直前！小学生水なれ教室
（小学生）

ア5/4
イ5/5

10:00～10:50
各10名 無料

4/20　9：00から
電話・直接窓口わくわく幼児水なれ

（3歳6カ月以上の未就学児）
ア5/4
イ5/5

11:00～11:50

℡ FAX

青葉体育館青葉体育館 青葉区堤町1-1-5　℡022-717-1191　休館日：3/27、4/21

リンパストレッチ・骨盤調整
（一般）

5/12～6/16
（全6回）

10:00～10:50
20名
〔先着〕

4,000円
4/20　14:00から
費用を添えて直接窓口

フラダンス
（一般）
※託児有り

5/13～6/17
（全5回）

10:00～11:30
20名
託児5名
〔いずれも先着〕

3,500円
託児1人2,500円

4/22　14:00から
費用を添えて直接窓口

バドミントン
（一般）

5/19～6/23
（全6回）

10:00～12:00
40名
〔先着〕

4,000円
4/28　14:00から
費用を添えて直接窓口

卓球
（一般）

5/19～6/23
（全6回）

10:00～12:00
40名
〔先着〕

4,000円
4/27　14:00から
費用を添えて直接窓口

事業名（対象） 開催日 時　間 定  員 費　用 受　付

出花体育館
中田温水プール

宮城野区出花1-13-7　℡022-786-3446
休館日：4/17

太白区中田町字二軒橋14-30　℡022-306-5971
休館日：4/15 宮城野区

太白区

親子で運動遊び（2・3歳児と保護者）
日　程▶5/13～7/1（全8回） 時　間▶14：00～14：45
定　員▶20組〔先着〕　　　   費　用▶１組5,000円
受　付▶4/15　9：00から　電話・直接窓口

自宅で出来る運動講座（どなたでも）
日　程▶4/29
時　間▶ア11:45～12:45　15分毎・4回　イ14:30～15:30　15分毎・4回
定　員▶ア4名 イ4名〔先着〕　　　　 費　用▶無料
受　付▶4/11　11:00から　電話・直接窓口

シニア健康エクササイズ（一般）
日　程▶4/7・21 時　間▶9：30～10：30
定　員▶なし　　　　　　　　費　用▶各日400円
受　付▶当日受付

成人水中ウォーキング＆初心者水泳（16歳以上）

肩こり・腰痛予防教室（50歳以上）

日　程▶5/6・13・27　　　　　　　   時　間▶10:30～11:30
定　員▶各15名〔先着〕　　　　 　　 費　用▶各日550円
受　付▶4/11　11:00から　電話・直接窓口

日　程▶5/20 時　間▶10:00～12:00
定　員▶20名〔先着〕　　　　　　　 費　用▶600円
受　付▶4/18　11:00から　直接窓口

川内庭球場若林体育館
青葉区川内元支倉35-2　℡022-216-3861

https://www.spf-sendai.jp/kawauchi/　休館日：4/21
若林区卸町東2丁目8-10　℡022-236-0011

https://www.spf-sendai.jp/wakabayashi/　休館日：4/16

青葉区若林区

第10回川内シニアカップテニス大会
（男女別ダブルス）

ア男性55歳以上合計年齢120歳以上
イ女性50歳以上合計年齢110歳以上

日　程▶5/10　予備日 5/24　時　間▶8:00～17:00
定　員▶各8組〔先着〕　　　　費　用▶1組4,000円
受　付▶4/6　10：00から　電話・直接窓口

おやこすぽーつ(未就学児と保護者）
日　程▶4/24　　　 時　間▶9：30～11：45
定　員▶なし　　　　費　用▶保護者400円 未就学児無料
受　付▶当日受付

有酸素フィットネス　春（一般）
日　程▶5/7～7/16（全10回）　時　間▶19：30～20：20
定　員▶30名〔先着〕　　　　 　費　用▶6,000円
受　付▶4/15　15：00から　直接窓口・電話・WEB

テニスで遊ぼう！春
（未就学児）

日　程▶5/11～6/22（全6回） 予備日 7/6・7/13
時　間▶16：00～17：00
定　員▶15名〔抽選〕　　　　 費　用▶3,500円
受　付▶4/20（必着）往復はがき・WEB

ママシェイプアップ　春（未就学児と保護者）
日　程▶5/8～7/10（全6回）　時　間▶10：00～11：00
定　員▶20組〔先着〕　　　　  費　用▶１組4,000円
受　付▶4/17　15：00から　電話・直接窓口・WEB

体質改善・気功（16歳以上）
日　程▶5/7・14・21・28　　 時　間▶10:30～11:15
定　員▶各15名〔先着〕　　　費　用▶各日550円
受　付▶4/11　11:00から　電話・直接窓口

泳力検定会（25メートル泳げる方）
日　程▶5/23 時　間▶9:00～10:00
定　員▶30名〔先着〕　　　　費　用▶1,200円
受　付▶4/18　11:00から　直接窓口

初級・中級テニス教室 春
ア一般イ中学生以上

日　程▶5/11～6/22（各全6回）　予備日 7/6・7/13
時　間▶ア10：00～12：00　イ19：00～21：00
定　員▶各40名〔抽選〕
費　用▶ア6,000円　イ7,000円
受　付▶4/20（必着）往復はがき・WEB

ダンススクール 1期 ア小学1～3年生 イ小学4～6年生
日　程▶5/7～7/16（各全10回）
時　間▶ア17：10～18：10　イ18：20～19：20
定　員▶各20名〔先着〕　　費　用▶各6,000円
受　付▶4/15　14：00から　直接窓口・電話・WEB

アロマヨガ　ナイト（一般）
日　程▶5/8～6/26（全8回）　時　間▶19：30～20：30
定　員▶15名〔先着〕　　　　   費　用▶6,000円
受　付▶4/10　9：00から　電話・直接窓口

⑤河北ウイークリー記事掲載
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