
各問合先にご確認ください。

※一般は15歳以上（中学生除く）　※☆印の申込は、市電子申請サービス・往復はがきにて（７面参照）。各催しの必要事項は

性別と年齢。〒462－0021成願寺１－６－12　北スポーツセンターまで。はがき１枚につき１人（１組）のみ有効。定員を超えた場合は抽選。

教室名 日程 時間 対象 定員 料金 申込

かんたんエアロ＆トレーニング

２／13・20、
３／６（月）

午後２：10～３：10

中学生
以上

各回20人 各回400円 当日午後１：50～

からだスッキリ！骨盤調整ヨガ 午後３：20～４：20 各回25人 各回400円 当日午後３：00～

ZUMBA 午後６：00～７：00 各回30人 各回400円 当日午後５：40～

心身スッキリ！かんたん
エアロ 午後７：20～８：20 各回30人 各回400円 当日午後７：00～

パーソナルトレーニング ３／６・13
（月）

午後４：30～５：30
各回１人
もしくは
２人１組

各回１人
6,500円
２人なら
11,000円

受講日の
２週間前まで
に窓口にて

午後５：30～６：30

午後７：50～８：50

やさしい！ズンバゴールド ２／14・21・28、
３／７（火） 午前９：20～10：20 各回30人 各回300円 当日午前９：05～

アスリートふれあい事業
（卓球） ３／４（土） 午前９：30～午後０：30 小中学生 25人 無料

２／11（土・祝）
午前10：00～
電話・窓口にて

　申込が必要なものは、申込開始日の午前10：00～
先着順（電話の場合は午前10：30～）。

◆屋内遊園「わんだふるぱーく」（当日先着順）
日時：２／17（金）午前10：00～11：30
対象：未就園児とその保護者　16組
◆ちびっこからだあそび（当日先着順）
日時：３／２（木）午前10：30～11：30
対象：１歳６カ月～未就園児とその保護者　16組
持物：動きやすい服装、飲み物、汗拭きタオル
◆子育て支援るーむ（当日自由参加）
日時：２／14・28、３／７（火）
　　　午前10：00～11：30
対象：未就園児とその保護者
◆さくらんぼ広場（わらべうたを通したふれあい遊び）
日時：３／９・23（木）午前10：00～11：00
対象：０歳～未就園児とその保護者　各回12組
申込：２／17（金）～　※どちらか１回のみ
◆おやこdeヨガ
日時：３／10・24（金）午前10：00～11：30
対象：首のすわった未就園児とその保護者　各回12組
申込：２／21（火）～　※どちらか１回のみ
◆子ども将棋教室
日時：３／11・25（土）午後１：00～２：00
対象：小学生以上　各回10人　※家族の付添不可
申込：２／24（金）～
◆移動児童館「あおぞら広場in北図書館」
３／１（水）開催の「あおぞら広場in北図書館」
は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
開催形式が変更になりました。詳細は児童館
ウェブサイトをご覧ください。
◆人形劇（乳幼児向け）
日時：３／４（土）午前10：30～11：30
　　　（午前10：15開場）
対象：０歳児～小学生とその保護者　50人
　　　※未就園児は保護者同伴
申込：２／15（水）～
◆ナイト児童館（当日先着順）
日時：２／17・24、３／３・10（金）
　　　午後５：00～８：00
　　　※中学生は午後７：00まで
対象：中学生～高校生相当

教室名 日程 時間 対象 定員 料金 申込

カバディ体験会 ３／４（土） 午後１：00～２：30 中学生以上 10人 無料 ☆２／26（日）
必着

ベビーサイン体験会⑩ ３／10（金） 午前10：30～11：30
６カ月～１歳
６カ月の子と
その保護者

10組 600円 ☆２／22（水）
必着

リラックスヨガ
２／13・20・27、
３／６（月）

午前９：30～10：30 一般 各回20人 各回400円

開始時間の
20分前から
窓口にて
先着順

骨盤エクササイズ 午前10：45～11：45 一般女性 各回20人 各回400円

ヨガ＆フィットネス 午後７：00～８：00 一般 各回40人 各回300円

エアロダンス

２／14・21・28、
３／７（火）

午前10：45～11：45 一般 各回50人 各回300円

フラダンス（プルメリア） 午後０：40～１：40 一般女性 各回20人 各回400円

フラダンス（ハイビスカス） 午後１：50～２：50 一般女性 各回20人 各回400円

キッズダンス 午後７：00～８：00 小学生 各回20人 各回400円

ファイティングエクササイズ ２／15・22、
３／１・８（水） 午前10：45～11：45 一般 各回20人 各回400円

エアロビクス

２／16、
３／２・９（木）

午前10：45～11：45 一般 各回50人 各回300円

ベリーダンス 午後１：30～２：30 一般女性 各回20人 各回400円

ZUMBA®（午後６：30の部） 午後６：30～７：30 一般 各回20人 各回400円

ZUMBA®（午後７：45の部） 午後７：45～８：45 一般 各回20人 各回400円

スポーツパーク
（卓球・バドミントン）

２／15、
３／１・８（水） 午後６：30～８：30

小学生以上
※小学生は
保護者の
同伴が必要

各回50人 各回340円

開始時間の
15分前から
窓口にて
先着順

※申込が当日のものは、すべて窓口にて先着順　※すべて災害補償制度あり　※受講する際はマスクをご持参ください。

◆おはなし会
日時：２／15・22、３／１・８（水）午後３：30～４：00
　　　２／25（土）午後２：00～２：30
対象：３歳以上の幼児・小学生　各回10人
申込：当日午前９：30～電話・窓口にて先着順
◆乳幼児向けおはなし会
日時：２／24、３／10（金）午前11：00～11：20
対象：０～２歳の乳幼児とその保護者　各回８組
申込：当日午前９：30～電話のみ受付、先着順
◆ストーリー・テリング（語り）のおはなし会
日時：３／４（土）午前11：00～11：30
対象：５歳以上　15人
申込：当日午前９：30～電話・窓口にて先着順
◆おもちゃ病院
日時：２／12（日）午前10：00～午後３：00
◆英語のおはなし会
日時：３／18（土）午後２：00～２：30
対象：４歳～小学生　10人
申込：３／２（木）午前９：30～電話・窓口にて先着順

◆ちいさい子のおはなし会（当日電話予約）
日時：３／９（木）午前11：00～11：20
対象：乳幼児とその保護者　６組
◆おはなし会（当日先着順）
日時：２／18・25（土）午後２：30～２：50
対象：幼児・小学生　各回８人
◆ルールはシンプル！囲碁をやってみよう
日時：２／25（土）午前10：00～11：30
対象：一般（小学生以上）　18人（初めての方限定）
講師：大澤健朗四段（日本棋院中部総本部）
申込：２／11（土・祝）午前９：30～電話・窓口にて先着順
◆図書館で健康チェック！（共催：北医療生協）
日時：３／２（木）午前11：00～午後０：30
◆ちくちく手づくりの会
　「赤いピーポーじどうしゃをつくろう」
日時：３／15（水）午前10：00～正午
定員：10人　／　料金：600円（材料費）
持物：ぬい針、まち針、はさみ（フェルトが切れるもの）
申込：３／１（水）午前９：30～先着順、電話は午前10：00～

◆いけばな展～きさらぎ、萌えて～　
日時：２／18（土）・19（日）午前９：00～午後４：30
　　　（最終日は午後４：00まで）
出展：是心家松月堂古流、村雲流

◆大曽根住宅
日時：２／16（木）午後２：00～２：30
◆上飯田第二団地
日時：３／８（水）午前10：00～11：00

◆令和５年度児童館クラブ員募集
クラブについての詳細は児童館
ウェブサイトをご覧ください。
申込：２／14（火）～25（土）消印有効
　　　　※応募者多数の場合は抽選
　　　①希望のクラブ名（ひとり１クラブまで）
　　　②子どもの氏名（ふりがな含む）③性別
　　　④生年月日（西暦）⑤郵便番号・住所
　　　⑥電話番号⑦保護者氏名を明記の上、往
　　　復はがきにて下記問合先まで
　　　※多胎児はきょうだいで１枚
＜各クラブについて＞
○絵画クラブ（通年）全15回
日時：第２・４日曜日　午前10：00～正午
対象：小学生（令和５年度）
定員：12人　／　料金：2,000円
○造形クラブ（通年）全15回
日時：第２・４日曜日　午前10：00～正午
対象：小学生（令和５年度）
定員：20人　／　料金：2,000円
○わくわく遊び隊　全８回（４～９月）
日時：隔週水曜日　午前10：00～11：30　
対象：４／１（土）時点１歳児とその保護者　
定員：15組　／　料金：1,000円
○親子体操　全８回（４～９月）
日時：隔週火曜日　午前10：30～11：30
対象：４／１（土）時点２歳～未就園児とその保護者
定員：15組　／　料金：1,000円
※親子体操以外は、クラブ員ではないきょう
　だいが一緒に参加することはできません。
【問合】上飯田児童館
　　　〒462－0804　上飯田南町１－45－４

ウェブサイト▲
はこちら

◆３Ｂ体操
日時：２／24（金）午前10：00～11：30
定員：20人　／　講師：栁川晃子氏
料金：300円
持物：飲み物、バスタオル
◆上飯田移動児童館
日時：２／25（土）午前10：00～11：30
対象：未就園児とその保護者　10組
※上記◆の申込は全て２／12（日）午前10：00～
　電話・窓口にて先着順
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