申込方法は裏面へ

【時間】①10：00～10：50
②11：00～11：50
③12：30～13：20
④13：30～14：20
【定員】各10名
【対象】15歳以上(中学生除く)

プール・トレーニングルームの
利用時間は1時間半までとなります
※利用制限がある為、希望のイベントに
ご参加いただけない場合が
ございます

①～④の1枠選んで申込下さい
※複数枠の申込不可

詳細は裏面へ
詳細は裏面へ

上井草エリアと妙正寺エリアで
スタンプを集めよう！
まずは受付で用紙をGET！
エリア達成で景品あり♪
さらに両エリア制覇で…？？
【開催期間】 10月10日 9：00 ～
10月24日 17：00
【対象】どなたでも

乳幼児～
未就学児向け

※景品の数には限りがございます。

申込方法は裏面へ

住所

〒167-0023
杉並区上井草3丁目34番1号

開館
時間

月～土曜日
日曜・祝日

9:00～22:30
9:00～21:00

TEL
休館日

03-3390-5707

住所

〒167-0033
杉並区清水3丁目20番12号

毎月第３木曜日・年末年始

開館
時間

月～土曜日
日曜・祝日

※第3木曜日が休日の場合、翌日金曜日が休館日となります。
※他に施設保守等で臨時休館する場合もあります。

※社会情勢により開館時間が変更になる場合があります。

最新情報はホームページをご覧ください♪
https://www.suginami-ttm.com /

9:00～21:00

TEL
休館日

03-3399-4224
毎月第２木曜日・年末年始
※第3木曜日が休日の場合、翌日金曜日が休館日となります。
※他に施設保守等で臨時休館する場合もあります。

※社会情勢により開館時間が変更になる場合があります。

公式Twitter
混雑状況などをお知らせ♪

公式フェイスブック
仲間同士の交流を深めよう♪

●内容は現時点での予定の為、変更になる場合もございます。詳細は直接受付までお問い合わせください。●各種プログラムには無料で参加いただけます。●各イベントの定員は予定定員です。●プールの入場は、日常生活でオムツがとれたお子様からになります。●今後の社会状況によっては開催を
見合わせる場合があります。●現在コロナウイルス感染拡大予防の為、更衣室・場内の入場規制を行っている為、入場いただくまでにお時間をいただく事があります。●屋内室場から移動の際は室内シューズと外靴の履き替えをお願い致します。●いただいた個人情報は適切に管理いたします。

上井草スポーツセンター・妙正寺体育館は、指定管理者TAC・FC東京・MELTEC共同事業体が運営しています。

■B1F体育館 ■1F小体育室 ■トレーニングルーム

上井草スポーツセンター イベントプログラム
初めての親子卓球

ジュニア卓球

■プール

初級者卓球

■2Fグラウンド ■弓道場 ■１Fロビー

鉄棒・マット体操ワンポイント

跳び箱・マット体操ワンポイント

【時間】13：00～13：50

【時間】14：00～14：50

【時間】15：00～15：50

【時間】13：10～14：00

【時間】14：10～15：00

【受付】10分前【定員】6家族

【受付】10分前【定員】12名

【受付】10分前【定員】12名

【受付】随時(最終受付13:45)

【受付】随時(最終受付14:45)

【対象】親子(親子で1台使用)

【対象】小学生～中学生

【対象】15歳以上(中学生除く)

【対象】4歳～小学生

【対象】4歳～小学生

最後は親子でラリーに挑戦！
ラリーを長く続けるコツを教えます！(ラケット貸出有)

ラケットの持ち方から教えます！(ラケット貸出有)
うまく打てるようになって卓球を楽しもう！

苦手な打ち方などをワンポイントアドバイスします！
(ラケット貸出有)

鉄棒・マット体操の苦手な所をワンポイントレッスン！

跳び箱・マット体操の苦手な所をワンポイントレッスン！

ユニカール体験会

ぬりえスタジアム

ダンボール迷路

初めてのトレーニング

ダンベルプログラムmini

【時間】15：20～16：30

【時間】9：30～16：30

【時間】9：30～16：30

【時間】9：00～19：50

【受付】随時(最終受付16:15)

【受付】随時

【受付】随時

【受付】随時【定員】20名

【時間】①10:00～ ②11:00～
③13:00～ ④14:00～
【受付】各10分前【定員】各5名

【対象】どなたでも

【対象】どなたでも

【対象】どなたでも

【対象】15歳以上(中学生除く)

【対象】15歳以上(中学生除く)

ユニカールってどんなスポーツ？
投げ方から教えます！気軽に体験してみよう！

ぬりえを使った3DCG対戦ゲーム！自分で塗ったぬりえ
が動いてバトル！※混雑時には整理券配布

段ボールの迷路が登場！ゴールできるかな？
※混雑時には整理券配布

初めてトレーニングルームを利用する方にマシン等の
使用方法をご案内します ※混雑時には整理券配布

各20分程のショートプログラム。ダンベルを使って気軽
にシェイプ！※各回定員になり次第受付終了

ゲートボール体験会

親子野球教室

ボールプール

たこやき縁日inアクア

フライングディスク

【時間】9：00～17：00

【時間】10：00～17：00

【時間】10：00～12：00

【時間】10：00～12：00

【時間】10：30～12：00

【受付】随時

【受付】随時

【受付】随時

【受付】随時

【受付】15分前【定員】30組60名

【対象】オムツのとれた未就学児とその保護者

【対象】プール来場者(人数制限あり)

【対象】どなたでも

【対象】どなたでも

【対象】小学1～3年生とその保護者

プールで縁日のようなプログラム盛沢山！

フライングディスク(フリスビー)で色々なゲームに
挑戦しよう！

ゲートボールを体験しよう！様々なミニゲームに挑戦だ！

初めてのキャッチボールやバッティング、ミニゲーム等に
挑戦。野球未経験のお父さん･お母さんでも参加可能です!

チャレンジクライミング

かっぱからの挑戦状

普段は使えないおもちゃを使って幼児プールで遊んじゃ
おう！

青空チアリーディング体験会

バルシューレ

アーチェリー体験会

【時間】①13：20～14：05
②14：15～15：00
【受付】各10分前【定員】各40名
【対象】①年中～小学2年生 ②小学3～6年生

【時間】①13：20～14：05
②14：15～15：00
【受付】各10分前【定員】各20名
【対象】①4歳～未就学児 ②小学1～3年生

【時間】①9：30～10：30
②10：45～11：45
【受付】各10分前 【定員】各15名

【時間】10：00～17：00

【時間】9：30～16：30

【受付】随時

【受付】随時

【対象】小学生以上

【対象】どなたでも

【対象】どなたでも

簡単なダンスからみんなで楽しもう！

ドイツ生まれのボール遊びにチャレンジしよう！

初心者向けのアーチェリーの体験会です

クライミングにチャレンジ！※混雑時には整理券配布

上井草の秘宝を探せ!!
まずは1階総合受付で挑戦状を受け取ろう！

妙正寺体育館 イベントプログラム
キッズフラダンス

フラダンス

成人向け
クラス

■ 小体育室 ■ 庭球場 ■ 体育館
キッズK-POPダンス

K-POPダンス

成人向け
クラス

ピラティス

【時間】9：15～10：15

【時間】10：50～11：50

【時間】13：00～14：00

【時間】14：20～15：20

【時間】15：45～16：45

【受付】15分前【定員】12名

【受付】15分前【定員】25名

【受付】15分前【定員】12名

【受付】15分前【定員】25名

【受付】15分前【定員】25名

【対象】4歳～小年生

【対象】小学4年生～成人

【対象】4歳～小学生

【対象】小学4年生～成人

【対象】中学生以上

子どもからでも覚えられる振付を行います！

ハワイアンの音楽に合わせてゆっくりと振付を覚えて
いきましょう♪

子どもからでも覚えられる振付を行います！

ＫーＰＯＰの曲に合わせて踊りましょう！

ゆっくりと身体を動かしスッキリしましょう！

格闘技シェイプ
【時間】17：00～18：00
【受付】15分前【定員】25名
【対象】中学生以上
格闘技の動きに合わせてシェイプアップ！

ふわふわトランポリン
【時間】①13：00～13：45
②14：00～14：45
【受付】各10分前【定員】各8名
【対象】①幼児(親子でも可) ②小学生
空気でふくらませた大きなトランポリンを使って
運動しよう！

親子テニス教室

初中級テニス教室

【時間】① 9：10～10：10
②10：20～11：20
【受付】各15分前【定員】各8組16名
①4歳～小学1年生までの子とその保護者
【対象】②小学2～6年生までの子とその保護者
柔らかいスポンジボールなどを使い、テニスの楽しさを
親子で一緒に体験しましょう！

バレーボール教室

子どもも大人もみんなでバレーボールを楽しもう！

【時間】① 9：30～10：15
②10：30～11：15
【受付】各10分前【定員】各8名
【対象】①年中・年長 ②小学1～3年生

【時間】11：30～12：40

【時間】13：35～14：45

【受付】15分前【定員】10名

【受付】15分前【定員】10名

【対象】中学生以上

【対象】中学生以上

安定したストロークと前衛の基本の動きを覚えて
ダブルスのゲームをしましょう！

並行陣(ボレー戦)に持ち込めるように、ボレーの安定性
を高めましょう！

【時間】①10:00～10:50 ②11:00～11:50
③12:30～13:20 ④13:30～14:20
【定員】各10名 ※①～④の1枠選んで申込下さい ※複数枠申込不可
【対象】15歳以上(中学生除く)
体力レベルを把握し、今後の運動の参考にしてみては？

□
□
□
□

運動できる服装
室内シューズ
汗拭きタオル
飲み物 □ マスク

※現在レンタル用品の取り扱いは中止しています。
※くつマーク
のあるものは室内シューズが必要となります。

往復はがきに必要事項をご記入の上ご応募ください。
往復はがき申込は、1名様1枚のみ。(親子イベントは1組1枚)
また、1イベント1枠までお申込み有効。
返信用ハガキにもご住所･氏名をご記入ください。
「消えるボールペン」は、印刷処理の際消えてしまう可能性がございますので
使用しないでください。

当日、直接会場にお越しください。
開催時間内にお越しください。
参加希望人数が多い場合は整理券を配布し
お待ちいただく場合がございます。

申込はこちら

③住所 ④電話番号 ⑤杉並区在住･在勤･在学･在園･区外いずれかを明記
【応募〆切】9月23日(木･祝)必着
【結果発表】上井草：9月30日(木)以降 返信用はがきにてお知らせ
妙正寺：10月2日(土)以降 返信用はがきにてお知らせ

【返信用 表面】

お記
願入
いし
しな
まい
すよ
う

63
返信

【往信用 裏面】

〒167-00XX
●
●
○
区
○
◆
◆
○
△
○
様

□

-×

申込はこちら

※親子イベントの場合は、参加者全員のお名前と年齢をご記入下さい。

往信

〒167-00XX
ス希 杉
ポ望 並
ー施 区
ツ設 ○
フ名 ○
ェ
△
ス
□
教テ
室ィ
バ
宛ル

-

妙正寺体育館

【記入事項】①イベント名･時間 ②参加者氏名/ふりがな/性別/年齢

63

【返信用 裏面】

-×

上井草スポーツセンター

〒167-0033 杉並区清水3丁目20番12号
『妙正寺体育館 スポーツフェスティバル教室』宛

【往信用 表面】

-

妙正寺体育館

水泳キャップ
水着
ゴーグル
バスタオル

)

上井草スポーツセンター

□
□
□
□

※マスク(口元を覆えるもの)は館内移動時や休憩時などに必要となります。

※お申込みは、メールアドレス1つにつき1名様のみ有効です。
【応募先】上井草スポーツセンター
※参加する方のお名前でご登録ください。
〒167-0023 杉並区上井草3丁目34番1号
※親子イベントの場合は、備考欄に参加者全員のお名前と年齢をご記入下さい。
『上井草スポーツセンター スポーツフェスティバル教室』宛
※フリーメールアドレスでのご登録・メール設定によっては通常通り受信
できない場合があります。うまく送受信できない場合は
妙正寺体育館
info@suginami-ttm.comのドメイン指定解除をしてください。
【応募〆切】9月6日(月)9：00 ～ 9月23日(木･祝)23：59まで
【結果発表】上井草：9月30日(木)以降 順次メールにてお知らせ
妙正寺：10月2日(土)以降 順次メールにてお知らせ
※当落に関しましてはマイページからも確認できます。

逆上がりにチャレンジしよう！

(

【申込の流れ】
➀ ホームページまたは下記QRコードより【教室オンライン申込】に
アクセス
② 初めてご利用の方は利用者登録、登録済みの方はログインを行う
③ 登録、ログイン後、希望の教室を選択し応募する

逆上がりにチャレンジ

体力測定会

【時間】①15：20～16：20
②16：30～17：50
【受付】各10分前【定員】①15組30名 ②30名
【対象】①小学生親子 ②中学生以上

※屋外テニスコート無料貸出はハガキ申込のみ

中上級テニス教室

①イベント名・時間
②参加者氏名・ふりがな
性別・年齢
③住所
④電話番号
⑤杉並区在住・在勤・在学
在園・区外いずれかを明記

※オンラインまたはハガキのどちらか一方でお申込みください。重複している場合は一方を有効とします。※定員を超えた場合は、杉並区内在住･在勤･在学･在園の方を優先に抽選とさせていただきます。

締切後、空きがある事前申込イベントは10月4日(月)9:30～10月8日(金)18:00の期間に先着順で『TEL申込』を行います。空き状況は10月3日(日)に、ホームページ掲載予定です。

新型コロナウイルス
感染防止のために

社会情勢により、イベント等が
休講となる場合もございます。
予めご了承ください。

指定管理者TAC・FC東京・MELTEC共同事業体は、ご利用者からお預かりした個人情報について、その重要性を深く認識し、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守するとともに、【個人情報保護方針】を定め、実行し維持いたします。
個人情報保護方針及び個人情報についての詳細につきましてはホームページに記載されている「個人情報の取扱について」「個人情報保護方針」をご確認下さい。

