
プログラム 開催日

プログラム 名 対象 8月 9月 曜日/時間 会場 定員 金額 詳しくは

キッズダンス
年少～年長 6日　20日　27日 3日　10日　17日　24日 （月）午後４時３０分～５時１５分

月島第一小学校

15
3800/月（月謝）　　　　　　　

小学生 6日　20日　27日 3日　10日　17日　24日 （月）午後５時３０分～６時２０分 15

エンジョイ 体操 成人～高齢者 （火）午後６時～７時 15 2,000円/月　

小学生チアダンス 小学生 4日　18日　25日 1日　15日　22日　29日 （土）午前１０時～１０時５０分 15
1050円/月

キッズチアダンス 年少～年長 4日　18日　25日 1日　15日　22日　29日 （土）午前１１時～１１時５０分 20

キッズ空手（新プログラム ） 年少～年長 1日　8日　22日　29日 5日　12日　19日　26日 （水）午後４時３０分～５時１５分 15 　5月からは月謝　4000/
月小学生空手 （新プログラム） 小学生 1日　8日　22日　29日 5日　12日　19日　26日 （水）午後５時３０分～６時３０分 15

フラワーアレンジメント 小学生以上 偶数月第一土曜日 　午後１時３０分～３時 10 2,300円/材料費込

ハワイアンフラ 13歳以上 （土）午後２時３０分～４時３０分（第二・四土曜日開催 ） 1,000円/回

児童体操

3～6歳 2日　9日　23日　30日 6日　13日　20日　27日 （木）午後４時～４時５０分 15

4,000円/月3～6歳 2日　9日　23日　30日 6日　13日　20日　27日 （木）午後５時～５時５０分 12

3～6歳 2日　9日　23日　30日 6日　13日　20日　27日 （木）午後６時～６時５０分 12

年少 5日　19日　26日 2日　9日　16日　23日 （日）午前９時１５分～１０時 15 950円/回

年中 5日　19日　26日 2日　9日　16日　23日 （日）午前１０時１０分～１１時０５分 15

900円/回年長 5日　19日　26日 2日　9日　16日　23日 （日）午前１１時１５分～１２時１５分 15

小学生 5日　19日　26日 2日　9日　16日　23日 （日）午後１２時２５分～１３時２５分 15

スペシャル体操教室（未就学児跳 び箱） 小学生 （日）午後２時～３時 12 3,000円/3回

フットサル （土曜日コース）

3～4歳 4日　18日　25日 1日　8日（午後）　15日　22日　29日 （土）午前９時３０分～１０時０５分 15 700円/回

年中～年長 4日　18日　25日 1日　8日（午後）　15日　22日　29日 （土）午前１０時１０分～１１時１０分 20

900円/回年長（経験者）～小学2年生 4日　18日　25日 1日　8日（午後）　15日　22日　29日 （土）午前１１時２０分～１２時２０分 20

小学3年～6年生 4日　18日　25日 1日　8日（午後）　15日　22日　29日 （土）午後１２時２５分～１時２５分 20

おとなのフットサル 4日　18日　25日 1日　8日　15日　22日　29日 （土）午後３時１５分～４時４５分 20 1200円/回

元プロ野球選手

親子野球教室 年少 4日　25日 1日　8日　15日　22日　29日 （土）午後１時３０分～２時 15 800円/回

野球教室（保護者参加型 ） 未就学児（初心者） 4日　25日 1日　8日　15日　22日　29日 （土）午後２時～２時５０分 15
1,000円/回

野球が上手くなる 年長～小学生 4日　25日 1日　8日　15日　22日　29日 （土）午後３時～３時５０分 15

サッカー/フットサル

火曜日　低学年クラス 小学生（1～2年生） 休み　9月4日より開始 4日　11日　18日　　 （火）午後４時～４時５０分 20 4,500円/月3回

火曜日　レベルアップクラス 小学生（3～6年生） 休み　9月4日より開始 4日　11日　18日　　 （火）午後４時５０分～５時５０分 20 4,500円/月3回

木曜日　幼児クラス 幼児（年少～年長） 休み　9月6日より開始 6日　13日　20日　 （木）午後４時～４時５０分 20 4,000円/月3回

木曜日　小学生クラス 小学生（1～6年生） 休み　9月6日より開始 6日　13日　20日　 （木）午後４時５０分～５時５０分 20 4,500円/月3回

サッカー 金曜日　小学生クラス 小学生（1～6年生） 3日　17日　24日　31日 7日　14日　21日　28日 （金）午後４時１０分～５時２０分 15 4,800円/月4回

スペシャルバスケット 教室　　　　　　　　　
（月1回特別開催 ）

小学生（初心者～低学年） 小学生～中学生 休み 休み （日）午後２時～３時
15 1,200円/回

小学生高学年以上経験者 （大人可） 小学生以上 　大人可 休み 休み （日）午後３時５分～４時２０分

東京サンレーヴスバスケットクリニック （上手くくなりたい 子集まれ） 小学生以上 休み 休み （日）午後３時２０分～４時２０分 15 900円/回

フットサル （水曜日コース）
フットサル （水曜日明石教室 ）

年少～年長 　8日　22日　29日 5日　12日　19日　26日 （水）午後３時～３時５０分

明石小学校

20

4,320円/月4回小学生（初心者） 　8日　22日　29日 5日　12日　19日　26日 （水）午後４時～４時５０分 20

フットサルクリニック 小学生（経験者） 　8日　22日　29日 5日　12日　19日　26日 （水）午後５時～６時 20

やわら護身術（合気道） 未就学児～小学生 2日　9日　23日　30日　 休み （木）午後６時３０分～７時３０分 晴海中学校 20 1,200円/回

ファミリーテニス 小学生以上 （家族） 4日　11日　25日 （土）午後５時１５分,～６時４５分
中央小学校

500円/回

テニス 中学生以上 4日　11日　25日 （土）午後７時～８時３０分 500円/回

カヤック 小学生以上 （土）午後０時３０分～１時３０分

月島第三小学校

500円/回

競泳部 小学生以上 （土）午後２時～４時 12 800円/回

初心者いけいけ 水泳塾（Ａコース） 年少～年長

4日　18日　25日

（土）午後１２時１５分～１時 15 期間一括支払

いけいけ水泳塾（Ａコース） 年少～年長 （土）午後１時０５分～１時５０分 15
800円×回数分

いけいけ水泳塾（Ａコース） 小学生 （土）午後２時～２時４５分 15

初心者いけいけ水泳塾（Ｂコース） 年少～年長

4日　18日　25日

（土）午後２時～２時４５分 10 6400円/8回

いけいけ 水泳塾（Ｂコース） 小学生 （土）午後３時～３時４５分 10 6400円/8回

初心者いけいけ水泳塾（Ｂコース） 年少～年長 （土）午後４時～４時４５分 10 6400円/8回

初心者いけいけ水泳塾（Cコース） 幼児

18日　25日

（土）午後３時～３時４５分 15 期間一括支払

いけいけ 水泳塾（Cコース） 小学生（初心者）
（土）午後４時～４時４５分

10
800円×回数分

いけいけ 水泳塾（Cコース） 小学生（泳げる子） 10

中学生以上 　スイミングスクール 中学生以上 3日　10日　17日　24日　31日 7日　14日　21日　28日 （月）午後7時～8時 20 800円/回

フラッグフットボール 年中以上～小学生男女 （火）①１６：３０～１７：３０  ②１８：３０～１９：３０ 4,104円/月

バドミントン 開放 年中以上（家族） 26日 9日　23日 （日）午後１時～6時

豊海小学校 　

大人300円
子供200円/回

キッズテニス （幼児・初心者） 年中以上 5日　19日 （日）午後１時～２時 500円/回

キッズテニス （経験者） 小学生 5日　19日 （日）午後２時３０分～４時 500円/回

　貯筋運動教室 60歳以上 7日　21日　28日 4日　11日　18日　25日 （火）午前１０時～１１時
月島社会教育会館 （和室）

5,000円/10回

ウクレレ教室（初心者） 高校生以上 7日　14日　21日　28日 4日　11日　18日　25日 （火）午前１０時３０分～正午 2000円/月

為末大学　かけっこ教室 小学生 （金）午後４時～５時 月島第一小学校 6,480円/月

為末大学　かけっこ教室 小学生 （木）午後４時～５時 明石小学校 6,480円/月

やさしいヨガ（新プログラム ） 中学生以上 7日　21日　28日（親子ヨガ予定） （火）午前９時３０分～１０時３０分
アートはるみ 3,000円/月

筋膜ストレッチ（新プログラム ） 中学生以上 7日　21日　28日（リラックスヨガ 予定） （火）午前１０時４５分～１１時４５分

おもてなし 大清掃 会員＆一般 1日 毎月第一土曜日 　午前8時集合　雨天中止 晴海５丁目工事現場事務所前 無料

*1キャンセル 待ちと記述してある種目は定員が一杯になっております 。キャンセル 待ちをご希望擦る方は各教室会場で受付をしております 。

*2キャンセル 待ちの種目以外で参加希望の方は直接会場へお越しください 。

*3スケジュール は施設の使用状況及 び天候、講師の都合などにより変更になることがあります 。あらかじめ クラブのホームページ をご参照の上　ご参加ください。

＊受付・問い合せメール：info@chuo -sports.com


