
★キッズ広報 小学生版★まつぼっくりWEB★

　

 

 

 ■ 秩父宮記念体育館(ちちぶのみやきねんた
いいくかん) TEL (22) 5335

★夏休(なつやす)みトランポリン（初級(
しょきゅう)）

普段(ふだん)なかなか
チャレンジできない  
トランポリン。高(た
か)くジャンプすると
気持(きも)ちいいよ！

 ４日間(かかん) コース 

日(ひ)に
ち

7/26(水(すい)),7/27(木(もく)),8/2(水(す
い)),8/3(木(もく))

時間(じか
ん)

午前(ごぜん)11時(じ)～午後(ごご)１時(じ)

人数(にん
ずう)

小学生(しょうがくせい)22人(にん)（抽選(
ちゅうせん)）

料金(りょ
うきん)

2,000円(えん)

申(もう)
し込(こ)

み方法(ほ
うほう) 

7/12(水(すい))～7/18（火(か)）に秩父宮記
念体育館 (ちちぶのみやきねんたいいくか
ん)に来(き)てね。
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 ■ 鵠沼運動公園(くげぬまうんどうこうえん)(八部公園(はっぺこうえん)) TEL (36) 1607

★エンジョイ！こどもスイムスクール 

楽(たの)しみながら泳(
およ)ぐ教室(きょうし
つ)だよ。
夏休(なつやす)み中(
ちゅう)に泳(およ)げる
ようになろう！ 

 ５日間(かかん)コース 

日(ひ)に
ち

★小学(しょうがく) 1年生(ねんせい)～3年
生(ねんせい) 
(1) 7/31(月(げつ))～8/4(金(きん))
(2) 8/16(水(すい))～8/18(金(きん))

・8/21(月(げつ))・ 8/22(火(か)) 　

★小学(しょうがく) 4年生(ねんせい)～6年
生(ねんせい)
(3) 7/21(金(きん))・7/25(火(か))～7/28(金(き
ん))
(4) 8/7(月(げつ))～8/11(金(きん)) 

時間(じか
ん)

午前(ごぜん)7時(じ)30分(ぷん)～9時(じ)

人数(にん
ずう)

各(かく)コース25人(にん)（抽選(ちゅうせ
ん)）

料金(りょ
うきん)

3,000円(えん)

申(もう)
し込(こ)

み方法(ほ
うほう)

(1)は7/21(金(きん))、(2)は8/9(水(すい))、
(3)は7/14(金(きん))、 (4)は7/31(月(げつ))
の午後(ごご)4時(じ)～4時(じ)20分(ぷん)に
八部公園(はっぺこうえん)プールの2階(か
い)に来(き) てね。 

★ラジオ体操(たいそう)

夏休(なつやす)み中毎日(
ちゅうまいにち)やってる
よ。  
何回参加(なんかいさん
か)できるか
チャレンジ！ 

日(ひ)にち
7/20(木(もく))～8/31(木(
もく))

時間(じかん)
午前(ごぜん)9時(じ)20分(
ぷん)から

申(もう)し込(こ)
み

方法(ほうほう)

申(もう)し込(こ)みはいら
ないよ。
直接(ちょくせつ)八部公
園(はっぺこうえん)プー
ル棟(とう)の前(まえ)に
来(き)てね。

★エンジョイ！夏休(なつやす)
み

野球(やきゅう)・フットサル・テ
ニスなど いろいろなスポーツを体
験(たいけん)！

 ５日間(かかん)コース

日(ひ)にち

7/21(金(きん)),7/25(火(
か)),7/28
(金(きん)),8/1(火(か)),8/4(
金(きん))

時間(じかん)
午前(ごぜん)9時(じ)30分(
ぷん)～11時(じ)
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人数(にんずう)
小学生(しょうがくせ
い)30人(にん)（抽選(ちゅ
うせん)）

料金(りょうきん) 3,000円(えん)

申(もう)し込(こ)
み

方法(ほうほう)

7/14(金(きん))午前(ごぜ
ん)9時(じ)30分(ぷん)～9
時(じ)50分(ぷん)に八部公
園(はっぺこうえん)プー
ルの2階(かい)に来(き)て
ね。

 ■ 秋葉台公園(あきばだいこうえん)プール
  　 TEL (88) 1811 

 ■ 秋葉台文化体育館(あきばだいぶんかたい
いくかん)
  　 TEL (88) 1111

★早朝教室(そうちょうきょうしつ)　苦手
克服水泳(にがてこくふくすいえい)

水(みず)になれること
から始(はじ)め、ゲー
ムで遊(あそ)んだりし
ながら、 だんだん泳(
およ)げるようになる
よ。 
水泳(すいえい)って楽(
たの)しいね。 

 ４日間(かかん)コース 

日(ひ)に
ち

★小学(しょうがく)1年生(ねんせい)～3年
生(ねんせい)
(1) 7/24(月(げつ))～7/27(木(もく))
(2) 8/14(月(げつ))～8/17(木(もく))
★小学(しょうがく)4年生(ねんせい)～6年
生(ねんせい)
(3) 7/31(月(げつ))～8/3(木(もく))
(4) 8/22(火(か))～8/25(金(きん)) 

時間(じか
ん)

午前(ごぜん)7時(じ)30分(ぷん)～9時(じ)

人数(にん
ずう)

泳(およ)ぐのが苦手(にがて)な子(こ)、各(か
く)コース20人(にん)(抽選(ちゅうせん))

料金(りょ
うきん)

2,500円(えん)

★夏休(なつやす)み親子(おや
こ）フラダンス

常夏(とこなつ)の国(くに)で生(う)まれ
た

フラダンスを親子(おやこ)で楽(たの) 
しもう！ 

 ５日間(かかん)コース

日(ひ)にち
7/31(月(げつ))～8/4(金(き
ん))

時間(じかん)
午前(ごぜん)9時(じ)～11
時(じ)

人数(にんずう)

小学生以上(しょうがくせ
いいじょう)の親子(おや
こ)20組(くみ)
(抽選(ちゅうせん))

料金(りょうきん) 5,000円(えん)
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申(もう)
し込(こ)

み方法(ほ
うほう)

(1)は7/17(祝(しゅく))、(2)は8/6(日(にち))、
(3)は7/24(月(げつ))、(4)は8/15(火(か))の
午前(ごぜん)9時(じ)30分(ぷん)～9時(じ)50
分(ぷん)に秋葉台文化体育館(あきばだいぶ
んかたいいくかん)に来(き)てね。 

　

申(もう)し込(こ)
み

方法(ほうほう)

7/8(土(ど)) 午前(ごぜ
ん)11時(じ)～11時(じ)20
分(ぷん)に秋葉台文化体
育館 (あきばだいぶんか
たいいくかん)に来(き)て
ね。

　 

 ■ 石名坂温水(いしなざかおんすい)プー
ル TEL (82) 5131

★夏期子供水泳教室(かきこどもすいえい
きょうしつ)

泳(およ)ぐ のがちょっ
と苦手(にがて) なキミ
も、この夏(なつ) で
泳(およ) げるようにな
ろう！  

 ６日間(かかん)コース

日(ひ)に
ち

(1) 7/26(水(すい))～7/28(金(きん))、
8/2(水(すい))～8/4(金(きん))　

(2) 8/16(水(すい))～8/18(金(きん))、
8/23(水(すい))～8/25(金(きん)) 　

時間(じか
ん)

午前(ごぜん)7時(じ)30分(ぷん)～9時(じ)

人数(にん
ずう)

25m(メートル )泳(およ)げない小学生(しょ
うがくせい)
各(かく)コース40人(にん)(先着(せんちゃ
く)）

料金(りょ
うきん)

3,000円(えん)

申(もう)
し込(こ)

み方法(ほ
うほう)

7/16(日(にち）)の(1)は午前(ごぜん)9時(じ)
から、(2)は午前(ごぜん)11時(じ)から 石名
坂温水(いしなざかおんすい)プールに来(く)
るか電話(でんわ)してね。
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