
　 　　

ハイパフォーマンス体育塾（月３～4回：全４０回）

各１，８００円

  ２，３００円

  ２，８００円

教室名

ベビーマッサージ・やさしいヨガ・エンジョイフットサルキッズ

知育あそび・親子リズムフィットネス

スポーツプチキッズスタート・スポーツキッズ育成（月３～4回：全４０回）

ミニバスケットボール・エンジョイフットサルジュニア

かけっこ力up⤴陸上教室

からだ元気塾（月３～4回：全４０回）

 
　
　
　

対象年齢
※誕生月から該当

◇ベビー
    （生後2ヶ月～3歳）
◇プチキッズ（3～4歳）
◇キッズ（4～6歳）

若返りヨガ（月３～4回：全４０回）

◇ジュニア（6～12歳）

DISCO＆POPピラティス・フライデイナイトDISCOぷらす

  ２，２００円   ２，０００円

各２，０００円

トータルコアトレＡ/B
各１，７００円 各１，５００円

各１，８００円

  ２，７００円

一般男女
中高生・学生

シニア(65歳以上)

ハワイアンエクササイズ・肩こりほぐさサイズ３Ｂ

ゆるトレ＆ヒーリングヨガ・整体ヨガ・シンプルヨガ

☺通年継続タイプ月額料金　

パドルジャークス体操・脳トレ＆骨コツ健硬体操A/B/C

１教室の料金
（月額）

各１，５００円

各１，８００円

各２，０００円

◇中高生・学生
◇シニア（65歳以上）

◇一般男女（～64歳）
隙間時間にスッキリヨガ（月３～4回：全４０回）

  ２，５００円

保存版

☆新規申し込み期間：令和３年３月２９日（月）～ 窓口受付時間９時～１７時

※空きがあれば随時受付します。
☆申込み場所：白河市中央体育館窓口
☆お問い合わせ：２９－８６５５
☆申込方法：受講料を添えて直接お申し込み下さい。（電話不可）

※各教室、先着順で定員となり次第受付終了となります。

継続して教室を受講できる更新システムを導入しているので、教室によっては申込み

開始日に定員に達してしまっている場合があります。ご了承ください。

その場合はキャンセル待ちができ（電話可）教室に空きが出ましたら随時ご案内します。

☆会 費：各教室の料金は下記のようになります。この度のコロナウイルス感染症対策による会費減収と

経費の増加、消費税のアップ、令和２年度からの施設使用料の値上げなどにより運営が厳しい状況です

ので、値上げさせていただくこととなりました。引き続き、さらなる教室の内容充実に努めていきます。

◎受講料年間一括払い特別割引期間（4・5・6月）について

◦期間中に受講料の年間一括払いをすると１教室受講で５％、２教室で１０％、３～４教室以上受講で

１５％の割引となります。
◦令和３年度中に65歳になる方はシニア料金で手続きができます。

◦家族で同時に年間一括払いをすると、さらに５％割引となります。

☆コロナ対策

〇密にならないよう、受付のセルフ化・定員の縮小・内容の工夫

〇講師・受講者の消毒・検温・体調チェックの実施

〇使用した用具・箇所の消毒や教室開催中の換気・湿度管理 など



 

かけっこ力up⤴
陸上教室

２０名

ハイパフォーマンス

体育塾
～目指せ！

かっこいい中学生！！～

ジュニア
（小学４～６年生）

１５名程度

4/7～
水曜日

（月３～４回）

16:30～17:50

ジュニア
（小学４～６年生）

からだ
元気塾

4/11～
第２・４日曜日
9:00～10:30

　　　　運動の機会が大幅に減り、子ども
　　　たちの体力低下や肥満等が心配され
  ています。そんな中、まずはかけっこを基
本に身体を動かす遊びを通して基礎体力向上
を図り、さらに短距離走・長距離走・走り幅
跳び等の技術も学びます。

◇プチキッズの部（3～５歳）

１2組

エンジョイ！
フットサル

教室

中央体育館ほか

チャレンジ！ミニ
バスケットボール

教室

4/12～
第2・4月曜日

17:30～19:00

スポーツ
プチキッズ

スタート教室

 松﨑　真由美
（保健体育教員免許）
※サポートスタッフ

深谷　陽子
（保健体育教員免許）

溝井　涼雅
（県南陸上競技協会会員）

運動神経がぐんぐん伸びるプチキッズとその
保護者で簡単な運動をいろいろ体験します。
ストレッチ、ボール遊び、長縄遊び…たくさ
ん遊びましょう。始めるのは今、昭和仕込み
のエキスがいっぱい！（笑）

３０名

中央体育館ほかジュニア
（小学１～４年生）

キッズ
(年中・年長）

２５名

中央体育館ほか

　 陸上競技場 
※雨天時(毎回室内
　シューズを用意）
 　外部通路
　 管理棟屋上
　 フットサルコート

３～５歳と
(年少・年中）

その保護者

親子１５組

◇未就学児：キッズ（4～6歳）・小学生：ジュニア（6～12歳）

基礎体力向上のトレーニングと、正しいボー
ルの投げ方、走り方など個々の希望に合わせ
たパフォーマンスアップを目指し、中学校か
らはじまる部活動へつなげます。子どもたち
が考える『遊びタイム』が加わりますよ！

4/8～
第２・４木曜日
10:30～11:30

対象・定員

歩き始め
～　

3歳のお子様とママ

教　室　名

ねんねの
ベビーマッサージ

教室

4/13～
第２・４火曜日
11:00～12:00

ハイハイ期から
あんよ期のお子さん

と保護者ハイハイ期からの

知育あそび教室

はじめの一歩👣
親子リズム

フィットネス教室

１2組

《教室一覧》

 ☺ 通年継続タイプ（年間を通して開催する教室です。受講料は年間一括払いと月払いが選択できます。）

親子のスキンシップは子どもの安心する気持
ちを育て、信頼関係をつくります。気持ちが
満たされれば自信がついて挑戦する気持ちや
人とのコミュニケーションを自然にとりたく
なるようです。ねんね期の赤ちゃんとママの
たくさん笑ってたくさんふれあう教室です♪

◇ベビーの部（生後2カ月～３歳のお子さんとママ）※妊娠されている方は申込前に電話でご相談ください。

4/6～
第１・３火曜日
10:30～11:30

ねんね期
（２ヶ月～ハイハイ

前）

の赤ちゃんとママ

西白陸上競技協会会員
県南陸上競技協会会員

小学校教員

4/7～
水曜日

（月３～4回）

17:45～19:00

２０名

アナビー
フットサル

コート

白河第三小学校
体育館

4/9～　
第1・3金曜日

走：溝井　涼雅
（県南陸上競技協会会員）

投・サポート:松﨑 真由美

（保健体育教員免許）

☆キッズ
16:00～16:50

☆ジュニア
17:00～18:15

日本サッカー協会
キッズリーダー

Ｄ級コーチ

遠藤　淳

スポ少認定指導員

芳賀　英雄

スポーツ
キッズ

育成教室

4/7～
水曜日

（月３～４回）

15:00～16:00

☆キッズ
（年中～１年生）

☆ジュニア
（小学２～６年生）

「友情」「ほほえみ」「フェアプレー」精神
のもと、個人の体力向上とチームプレーの楽
しさを体感しよう！

アナビースポーツプラザのフットサルコート
でボール遊びをしながらサッカーの技も
学び、楽しく身体を動かします。
         ※小学生は、各自でサッカー用

             ソックスとすねあてを
             準備していただきます。

外遊びの減った子供たち。鬼ごっこやスクー
ターボード、ボール遊び、縄跳びあそびを通
して体力向上を図りながら身体を動かす楽し
さを味わいます。

コオーディネーショントレーニングや走り
方・体力づくり運動を通して、バランスの良
い身体作りをします。高速長縄やダブルダッ
チにもチャレンジしますよ。体を動かすって
楽しい！本気でやるって気持ちイイ！

各２０名

ジュニア
（小学１～６年生）

全日本ヨーガ

セラピスト認定講師

本間　加奈子
※子ども見守りスタッフ
有馬　比呂美(教員免許)

松﨑　真由美
（保健体育教員免許）

講師

4/13～
火曜日

（月３～４回）
14:30～15:30

子どもが遊びから得る事象はとても大きな意
味を持ちます。知育あそびは、自分の手や身
体、道具を使って表現したり創造したりと子
どもの可能性を広げる遊びの１つです。前半
はママの肩こりほぐし体操(３B)や親子体操
を行います。

１６組

日本スポーツ協会
公認エアロビック

指導員

玉木　尚子

ベビーマッサージ

インストラクター

片山　宏美

片山　宏美
(知育あそび)

三浦　祐子
(体操)

※サポートスタッフ
有馬　比呂美（教員免許）

産後に気になる骨盤周りのケアや、体力アッ
プのお手伝いをしながら、心と体のリフレッ
シュを目的とした教室です。子育てのお話も
交えながら育児による疲れやストレスも、産
後ヨガで一緒に解消していきましょう。

やさしい
ヨガ教室

アナビー
エクササイズ

ルーム

アナビー
フットサル

コート

目的・内容 日程・時間 場所

２０組

２ヶ月の赤ちゃん
～未就学の

お子様とママ

4/15～
第１・３木曜日
10:30～11:45

好奇心、欲求があふれ出てくる幼児期。リズ
ム運動をはじめ色々な経験をすることで、
体・心・脳も育ちます。運動遊びと産後エク
ササイズのミックスで良い刺激がいっぱい！
さぁ、きらきら親子へはじめの一歩☆

子連れママの

ＮＥＷ！
子どもの

元気もＵＰ⤴

Ｎew
teacher!



パドル（舟漕ぎのパドルを小さくしたような
用具）を使い、体幹を鍛える運きをメイン
に、リンパマッサージ、ストレッチ、ダン
ス、ゲームなど楽しくいろいろな音楽にのせ
て行うやさしい体操です。

整体 ヨガ

脳・骨・筋肉に刺激を与え、いつまでも健や
かで丈夫な体づくりを！笑顔でコツコツ続け
られる、体と心が若返る楽しい教室です。
※１人２教室までとし、その場合は料金は２
教室分となります。

脳トレ＆
骨こつ健硬
体操教室 

Ａ・Ｂ・C

フライデイナイト
フィーバー♪
DISCO教室
　　　ぷらす

深い呼吸とやさしいポーズで、心と身体を穏
やかに整え自己整体ができるタイ式ヨガで
す。ゆっくりとしたポーズを繰り返すことで
柔軟性や筋力もアップ⤴血流も良くなるの
で、レッスン後には身体の芯からポカポカに
なりますよ♪

シンプルヨガ教室

トータルコアトレ
　　教室Ａ・Ｂ　

   ～筋・美・体～

一般男女
シニア

一般男女
シニア

１８名

一般男女
シニア4/6～

第1・3火曜日
☽19:30～20:30

4/15～
第1・3木曜日
9:15～10:15

キラッと若返り
☆

ヨガ教室

このクラスは、ヨガが初めての方、体力に自
信のない方でも参加できるゆっくり動いてい
くヨガです。呼吸と共にゆっくり深めていく
ので、体の柔軟性や体力の有無に関係なくど
なたでも楽しめます。皆さんの笑顔が増えま
すように…

コア（体幹）トレーニングとピラティスを組
み合わせ、全身をバランスよく鍛え、さらに
は目標に向かって努力する心までも鍛えちゃ
いましょう！！目指すはトータルビューティ
☆男性受講者も大募集！！

4/６～
第1・3火曜日
9:15～10:15

全日本ヨーガ

セラピスト認定講師

本間　加奈子

一般男女
シニア

隙間時間に
スッキリ
ヨガ教室

肩こり
ほぐさサイズ

３B教室

4/13～
第2・4火曜日
①:9:00～9:50

②:10:00～10:50

癒しの
ハワイアン🌴
エクササイズ

波音やハワイアンミュージックを聞きなが
ら、フラのステップやハンドモーションを行
い心も身体もほぐします。後半にはストレッ
チで肩甲骨周りをほぐしたり、ウエスト周り
引き締め体操でシェイプアップ！初心者さん
も経験者さんも楽しく運動できます。

日本ルーシーダットン

普及連盟

ルーシーダットン
インストラクター

長谷川　恭子

健康運動指導士
オールラウンド

ヨガインストラクター

和知　弘子

◇高校生・学生・一般男女・シニア（65歳～）の部

4/9～
第2・4金曜日
☽19:30～20:30

※2/11祝に開催予定

Ａ：4/15～
　 第1・3木曜日

Ｂ：4/8～
　 第2・4木曜日

C：4/6～
　 第1・3火曜日

13:30～15:00

高校生以上

日本スポーツ協会公認
エアロビック指導員

玉木　尚子

  １６歳以上

日本３Ｂ体操協会

公認指導員

三浦　祐子

６５歳以上優先

Ａ・Ｂ
ともに１６名

ハワイアン
エクササイズ

インストラクター

武田　永子

Ａ・Ｂ・C
ともに１６名

１８名

１６名

一般女性
シニア女性

各１８名

アナビー
エクササイズ

ルーム

アナビー
エクササイズ

ルーム

一般男女
シニア

ヨガを通して、女性の「美しくありたい、健
康でありたい」をサポート！ 体の柔軟性を
高め、筋力も鍛えられるようテンポよく動い
ていくヨガクラスです。自分で自分の心と体
をゆるめて、忙しい毎日にゆとりと笑顔を増
やしましょう！！

4/12～
月曜日

（月３～４回）
①:9:00～9:50

②:10:00～10:50

DISCO
＆

POPピラティス
教室

  １６人

リラックスゆるトレ
＆

ヒーリングヨガ
教室

楽しく体幹力up⤴

パドルジャークス
体操教室

１８名

一般男女
シニア

各１６名

一般男女
シニア

ＡＦＡＡマスター

検定スペシャリスト

鈴木　光代
ＡＦＡＡコンサルタント

堀越  幸枝

３B体操の用具を使用して肩のストレッチや
体操を行い、肩まわりの筋肉をほぐします。
同時に、頭・首の疲れを取ることで心も体も
すっきりとした毎日を送りましょう！

Vyasa教師課程卒業

星　寿江

インドの伝統的なラージャ・ヨーガのクラス
です。呼吸・精神（心）・身体を整え…しな
やかでタフな心身をつくります！ヨーガも人
生も自分次第！ヨーガを楽しみながら自分ら
しさを輝かせましょう！

4/9～
金曜日

（月３～４回）
10:00～11:30

一般男女
シニア

１６名

全日本ヨーガ

セラピスト認定講師

本間　加奈子

4/13～
第2・4火曜日
☽19:30～20:30

体をゆるめて楽々筋トレ、略して『ゆるト
レ』。身体がかたい、ゆっくりじっくり動き
たい、そんな人はウエルカム♡
後半はオルゴールの音に癒されながらヨガの
世界を楽しみましょう！！

健康運動指導士

河西　郁美

4/16～
第1・3金曜日

13:30～15:00

NPO法人
パドルジャークス
体操協会指導士

小黒　麻理子

１８名

スマイリィクラブ初期から変わらず人気の
DISCO教室が今年度はシェイプアップ効果
の高いエクササイズをプラスしてパワーアッ
プ⤴初心者の方も大丈夫です。１時間フィー
バーして一週間の疲れを吹き飛ばし、さらに
代謝アップ体質になりましょう！！

Ａ：4/16～
　 第1・3金曜日

Ｂ：4/8～
　 第2・4木曜日

19:30～20:30

１６名

LA(ロサンゼルス)で大人気！アップテンポな
曲に合わせて行うボディメイク効果の高いエ
クササイズとDISCOでストレス解消！キラ
キラミラーボールの空間で一緒にフィーバー
☆日ごろの疲れを吹き飛ばしましょう！

4/15～
第1・3木曜日
☽19:30～20:30

※4/29祝に開催予定

朝

夜

いままでの体幹

トレーニング教室が

内容もリニューアルし、

増設となります。

A/B両方受講すると

その場合の料金は

２教室分になります。

ＮＥＷ！

ＮＥＷ！

Ｎew
teacher!

Ｎew
teacher!



◇小学生の部

◇小学生～中学生の部

◇小学生・中学生～一般男女の部

☺ レッツ！トライタイプ（単発型の教室で、技術指導もします） ☆白河市受託教室

真ん中に矢が当たると最高の気分！アーチェリー教室

今年度いっぱい国体記念体育館がワクチン接種会場になっている為、使用できない予定となってい

ます。それに伴い日程や場所が例年と変更になる教室があります。申し込みが迫ってきましたら回覧

や小学校を通じたお便りなどで随時お知らせしていきますのでそちらでご確認ください。

自転車乗りノリ♪ 教室（全３回）

日程：6/６・６/１３・６/２０（日曜日）

時間：１０：００～１２：００
定員：自転車に乗れるようになりたい小学生 １０名
場所：陸上競技場
講師：日本体育協会公認スポーツ指導者自転車コーチ他

料金：一般/2,500円 スマイリィ会員/2,300円
申込期間：5/1３～５/26

だれでもできるドッジボール 教室（全５回）

日程：5/6・5/13・5/20・5/27・6/3（木曜日）

時間：１９：００～２０：００
定員：小学生 １５名
場所：アナビースポーツプラザフットサルコート
講師：ドッジボールスポ少指導員 篠崎 俊一他
料金：一般/1,500円 スマイリィ会員/1,300円
申込期間：4/15～4/28

水泳 教室（全５回）

日程：7/26・7/27・7/28・７/29・７/30

（月～金曜日）

時間：１７：３０～１８：４５
定員：小学４～６年生 ２０名
場所：市民プール
講師：県南水泳連盟指導員
料金：一般/3,000円 スマイリィ会員/2,800円
申込期間：7/5～７/16

小学生ゴールデンエイジ陸上 教室（全５回）

日程：7/26・7/27・7/28・７/29・７/30

（月～金曜日）

時間：１６：００～１７：３０
定員：小学４年生以上 ５０名
場所：陸上競技場
講師：西白陸協会員・小学校教員
料金：1,000円
申込期間：7/5～７/16

柔道 教室（全６回）

日程：6/8・6/10・6/15・6/17・6/22・6/24

時間：１９：００～２０：００ （火・木曜日）

定員：小学生～中学生 ２０名
場所：白河市武道館
講師：白河柔道会会員
料金：一般/2,000円 スマイリィ会員/1,800円
申込期間：5/17～5/28

夏季剣道 教室（全６回）

日程：７/26・7/27・7/28・7/29・7/30

7/31（納会：参加自由）

時間：１８：４５～２１：００（31日のみ昼間）

定員：小学生～中学生 １０名
場所：白河市武道館
講師：福島県剣道連盟白河支部有段者
料金：一般/1,800円 スマイリィ会員/1,500円

剣道連盟会員/1,000円
申込期間：7/5～7/16

合気道 教室（全５回）

日程：6/13・6/20・6/27・7/4・7/11（日曜日）

時間：９：００～１０：３０
定員：小学生以上一般男女 １５名
場所：白河市武道館
講師：合気道白河道場指導員
料金：一般/１,５00円 スマイリィ会員/1,３00円
申込期間：5/17～5/28

アーチェリー 教室（全５回）

日程：7/3・7/10・7/17・7/24・7/31

（土曜日）

時間：１４：００～１６：００
定員：小学４年生以上一般男女 １０名
場所：白河市アーチェリー協会練習場

（白河市三坂4-20）

講師：白河市アーチェリー協会会員
料金：一般/2,５00円 スマイリィ会員/２,３00円
申込期間：6/14～6/25

初・中級者ソフトテニス 教室（全６回）

日程：8/18・8/25・9/8・9/15・9/22・9/29

（水曜日）

時間：１8：3０～２0：3０
定員：小学生～中学１年生・一般男女 ３０名
場所：中央体育館
講師：白河ソフトテニス協会会員
料金：一般/2,700円 スマイリィ会員/2,500円
申込期間：7/28～８/11



◇一般男女の部

　　広々としたゴルフ場で

　　　のびのびゴルフ教室

☺ アスリートチャレンジタイプ（自分の目標に向かって全日程を頑張る教室です） ☆白河市受託教室

　　スポーツ吹矢教室

ソーシャルディスタンスで

登山 教室
日程：5月23日（日曜日）

※予備日 ６月13日（日曜日）
時間：６：００～１７：００

※白河市総合運動公園集合・解散

定員：一般男女 １０名程度
場所：日光霧降高原キスゲ平（栃木県日光市）

※白河市のバスにて現地へ移動します

講師：日本スポーツ協会公認指導員他
料金：3,000円
申込期間：4/28～５/１4

グラウンド・ゴルフ 教室（全４回）

日程：５/25・5/27・6/1・6/3（火・木曜日）
時間：９：００～１１：００
定員：一般男女 １０名
場所：白河市総合運動公園多目的広場
講師：日本GG協会普及指導員
料金：一般/１,２00円 スマイリィ会員/1,０00円
申込期間：5/6～5/20

スポーツウエルネス吹矢 教室（全4回）

日程：9/27・10/4・10/11・10/18 （月曜日）

時間：１０：００～１１：３０
定員：一般男女 １５名
場所：アナビースポーツプラザフットサルコート
講師：白河市スポーツウエルネス吹矢協会会員
料金：一般/１,300円 スマイリィ会員/1,100円
申込期間：9/8～９/21

トランポリン 教室（全８回）

日程：5/20・5/27・6/3・6/10・6/17・6/24

7/1・7/8（木曜日）
時間：１９：００～２０：３０
定員：小学２～６年生 ２０名
場所：中央体育館
講師：白河トランポリンクラブ会員
料金：一般/3,200円 スマイリィ会員/3,000円
申込期間：4/26～5/12

未来へ羽ばたこう！ジュニアゴルフ 教室（全７回）

日程：【開講式・マナー講座・スナックゴルフ】
6/13・6/20（日）14：00～16：00

【実戦練習】
6/27・7/4・7/11・7/18（日）

14：00～16：30
【ラウンド体験】

7/25（日）14：00～17：00

定員：小学生・中学生 １０名
（５名に満たない場合は中止）

場所：アナビースポーツプラザ・白河ゴルフ倶楽部
講師：白河ゴルフ協会指導員
料金：5,000円
申込期間：5/21～6/4

※まずは電話（29-8655）受付になります。

風になろう！自転車 教室（全７回）

日程：8/29・9/12・9/26・10/3・10/17
10/24・10/31（日曜日）

時間：１０：００～１２：００
定員：小学生 １５名
場所：陸上競技場、泉崎国際サイクルスタジアム他
講師：日本体育協会公認スポーツ指導者自転車コーチ他

料金：一般/7,000円 スマイリィ会員/6,500円
申込期間：8/6～8/20

弓道 教室（全１０回）

旧市内での開催の教室です。

日程：5/31・6/3・6/7・6/14・6/17
6/21・6/24・6/28・7/1・7/5

（月・木曜日）
時間：昼の部 １０：００～１２：００

夜の部 １９：００～２１：００
定員：中学生以上 １０名
場所：白河市武道館弓道場
講師：白河弓道会会員
料金：一般/3,000円 スマイリィ会員/2,800円
申込期間：5/10～5/21

東弓道 教室（全１１回）

東地区で初開催の教室です。

日程：6/7・6/9・6/14・6/16・6/21

6/23・6/28・6/30
7/5・7/7・7/10（月・水・土曜日）

時間：月・土曜日 １０：００～１２：００
水曜日 １９：００～２１：００

定員：一般男女 ５名
場所：東弓道場
講師：東弓道会会員
料金：一般/3,３00円 スマイリィ会員/３,０00円
申込期間：5/６～5/2０
その他：申込みの詳細等は４月中旬にも回覧します。

トランポリン・マット運動・跳び箱・鉄棒・平均台などを利用した

運動を通じて、バランス感覚を身に付ける人気の教室です！

白河ゴルフ協会指導員がマナー、パッティング、アイアン、ドラ

イバーショットの基本を丁寧に指導します。この機会に指導を受け

て未来への夢をひろげましょう！

地元で行われるレース等に参加することを目標に自転車に慣れ親

しみながら徐々にステップアップし、心身の成長を目指します。

弓道は年齢を問わず
始められる武道であり、

自分のペースで続けら
れる生涯スポーツです。



　

 

火曜日(マイタウン）

10：30～12:00
火曜日（中央公民館）

19:00～20:30
金曜日(マイタウン）

19:00～20:30

 日程：５/14～  通年開催
　　　         月２回開催予定(金曜日)

               日程：５/１３～  通年開催
     　                 月３回開催(水曜日)

　　　　　 時間：19：00～21：00

                定員：中学生２０名程度

場所：中央体育館

　　　　　　講師：白河バドミントン協会指導員

レベルアップ⤴
中学生陸上教室

                    定員：中学生２０名程度

場所：アナビースポーツプラザフットサルコート

     講師：サッカー指導員　山崎 登 
　　        ゴールキーパー指導員　小松　孝夫

　　  

日程：５/１2～  通年開催
　　　月２回開催予定(水曜日)

第1・3土曜日
9：00～10：30

白河市総合運動公園集合

　　元気にかけっこでコロナに負けない☆

レベルアップ⤴　
　中学生卓球教室

　　　　☺ レベルアップ⤴タイプ
　　　　　　（レベルアップ⤴中学生スポーツ教室）
            専門的な指導によりスキルアップしたり、運動能力を向上させたりすることによって、さらにその種目の
                  特性や楽しさに触れることが出来るようにすることを目的とした、中学生を対象とした教室です。

Ｈ３０
・

ノルディック
ウォーキング

クラブ

BHAKTI YOGA

ラージャ
ヨーガ教室

レベルアップ⤴　
中学生サッカー教室

講師：白河市卓球協会指導員

時間：19：00～21：00

日程：５/2～　通年開催
 月２回開催予定(日曜日)

時間：19：00～21：00 時間：10：00～12：00

レベルアップ⤴　
　　中学生バドミントン教室

　おしゃべりも楽しく気分転換♡

　  ☆申込みについて：３月末の福島県のスポーツ振興基金の助成の決定
     より受講料が決まり次第、４月の上旬に学校を通して詳細のお知らせを
     いたします。申込み手続きは４月中旬から下旬にかけて中央体育館窓口
     にて行いますので、詳細のお知らせをお待ちください。

　ベビーマッサージしながら

【連絡先】
担当 
 班目（マダラメ）
📱（０９０）
　２３６２‐７００７

場所：中央体育館

20名

健康維持と会員相互の親睦を図るこ
とを目的に平成３０年から活動して
います。
※ポールを使うウォーキングで、季
節に応じて白河市内のコースをクラ
ブ員と楽しく歩きます。

定員：中学生２０名程度

一般男女

【連絡先】
担当 
  星　としえ
📱（０９０）
　２９７７‐２９７２

定員：中学生２０名程度

真の健康は、心と身体のバランスが
とても大切です。健康を目的とした
『マインドフルネス（瞑想）』を通
して日常のあらゆる事から心身を解
放することを目的として開講してお
ります！

  ☺ サークルタイプ(スマイリィクラブから独立し、指導者や会員だった方が自主的に運営し継続的に活動しています！)

場所：市総合運動公園　陸上競技場

講師：西白・県南陸上競技協会会員
　　　　田嶋和也（元東邦銀行陸上部）

一般男女

20名

【料金】　(保険料込み)
○６４歳以下の方
　年間　３，６５０円
○６５歳以上の方
　　　　３，０００円
　※参考：令和2年度会費

【料金】
○週１回
　 月　４，０００円
○チケット10枚＋1枚
　 月　１２，０００円

3年目！
令和３年度

＜問合せ先＞
ＮＰＯ法人白河市体育協会事務局

白河市体育協会はスポーツを
頑張るあなたを応援します！

〒961-0054 白河市北中川原３０

TEL 29－8655（9:00～17:30)
mail:shirakawa_taikyou@yahoo.co.jp

ＮＥＷ！




