
月 火 水 木 金 土 日
４／２４ ４／２５ ４／２６ ４／２７ ４／２８ ４／２９ 昭和の日 ４／３０
キンボール
19:00〜19:50
小学生〜大人
東小

ボッチャ
19:00〜19:50
年長〜大人
萱野東小

スポンジテニス
18:30〜19:20
小学生〜大人
彩都の丘学園

カントリーラインダンス
15:30〜16:30 大人
みどりの家

卓球★ 18:30〜19:20
小学生〜大人 天空の家

ドッヂビー
19:00〜19:50
年長〜大人
豊川北小

ノルディックウォーク☂
15:00〜16:30 大人
東小北門集合

☟６月４日までのプログラムは４月２６日（水）から受付開始（登録会員は 24 日から） 前日までに申込者がいない時は実施しません。 ☝４月プログラムは受付中☝
５／１ ５／２ ５／３ 憲法記念日 ５／４ みどりの日 ５／５ こどもの日 ５／６ ５／７
卓球
19:00〜19:50
小学生〜大人
東小

スナッグゴルフ☂ 10:00〜11:00
年長〜大人 豊川南小

ヨーガ（坂本善哉） 10:00〜11:00
大人 粟生新家自治会館

５／８ ５／９ ５／１０ ５／１１ ５／１２ ５／１３ ５／１４
バドミントン
19:00〜19:50
小学生〜大人
東小

ノルディックウォーク☂
10:00〜11:30
大人

粟生南公園集合

キンボール
18:30〜19:20
小学生〜大人
彩都の丘学園
「ボッチャ」体験（無料）

11:30〜13:30
船場阪大ピロティ

カントリーラインダンス
15:30〜16:30
大人 みどりの家

BMX 各 30 分
A16:30 B17:10
年長〜大人 キューズモール

卓球
19:00〜19:50
年長〜大人
豊川北小

スポンジテニス★
10:00〜10:50
小学生〜大人 萱野東小

ドッヂビー★
11:00〜11:50 年長〜大人
萱野東小

ボッチャ★ 11:00〜11：50
年長〜大人 東小

スナッグゴルフ☂★ 13:00〜14:00

年長〜大人 東小運動場
ペタンク☂★ 14:30〜15:30
年長〜大人 東小運動場

５／１５ ５／１６ ５／１７ ５／１８ ５／１９ ５／２０ ５／２１
ボッチャ
18:30〜19:20
年長〜大人
彩都の丘学園

ソフトバレーであそぼ
19:00〜19:50
年長〜大人
東小

陸上☂
10:00〜11:00
年長〜６年生
豊川南小運動場

卓球 A10:00〜10:50 B11:00〜11:50
小学生〜大人 灯ろうの家

ノルディックウォーク☂
15:00〜16:30 大人 東小北門集合

５／２２ ５／２３ ５／２４ ５／２５ ５／２６ ５／２７ 小学校運動会 ５／２８
キンボール
19:00〜19:50
小学生〜大人
東小

バスケであそぼ
18:30〜19:20
年長〜大人
彩都の丘学園

カントリーラインダンス
1５:30〜16:30
大人 みどりの家

卓球★ 18:30〜19:20
小学生〜大人 天空の家

ボッチャ
19:00〜19:50
年長〜大人
豊川北小

ヨーガ（北後）
10:30〜11:30
大人
みどりの家

卓球 A13:00〜13:50 B14:00〜14:50
小学生〜大人 太陽の家

整体操 15:30〜16:30

大人 太陽の家

５／２９ ５／３０ ５／３１ ６／１ ６／２ ６／３ ６／４
ボッチャ
19:00〜19:50
年長〜大人
萱野東小

バスケであそぼ
19:00〜19:50
年長〜大人
東小

キンボール
19:00〜19:50
小学生〜大人
豊川北小

スナッグゴルフ☂ 10:00〜11:00
年長〜大人 豊川南小

ヨーガ（坂本善哉） 10:00〜11:00
大人 粟生新家自治会館

卓球
A10:00〜10:50 B11:00〜11:50
小学生〜大人 灯ろうの家
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【安全に運動をするためにご協力をお願いします】
◯体調の悪い時や家族に感染症が疑われる時は家庭で経過をみましょう
◯インフルエンザなどで学級閉鎖や休校の時には参加をお控えください
○プログラムを中止または変更する場合は予約者に連絡します

⑩

全てのプログラム予約制
受付開始４月２６日（水）
前日までにご連絡ください
◯内数字は定員 先着順
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●参加費 １回 子ども 300 円 大人 500 円（登録会員無料）
●受 付 15 分前 ☂屋外プログラム 雨天時は中止します
●持ち物 体育館シューズ 飲み物 帽子 タオル など
●ヨガマット・ラケット・ポールなど用具は無料で貸出します

◇○数字は定員数 ★印は同日２回め以降は 100 円引き
◇屋外プログラムの定員はありません
◇定員になればそれ以降はキャンセル待ちになります
◇対象年齢以外でも申込み状況によって参加できることがあります
◇体育館シューズ（上ぐつ）は家から持ってきてください
◇子どもの行き帰りはご家庭で十分ご注意ください
◇警報発令や震度 4以上の地震、熱中症指標が高い時は中止
子どもだけの時は連絡をしますのでお迎えをお願いします

健康・運動・家族・仲間…まちづくり〈総合型地域スポーツクラブ〉

箕面東コミュニティスポーツクラブ メール m.h.c.s.c＠ezweb.ne.jp

☎ ０９０−８３７８−０８１６ショート・メッセージ・LINE 可

2023 年度（4 月〜翌年 3月）登録会員受付中
・コミスポ定期プログラム無料
・イベントや教室参加費の会員割引
・プログラムや教室などの先行予約

入会金：1,000 円（初年度のみ）保険代：1,000 円／年度
会 費：子ども（年長〜高校生）6,000 円／年

大人 12,000 円／年 ４月の申込みがお得です！
手続き方法などはお問い合わせください

いつでも だれでも きがるに ちかくで スポーツを！

コミざる君

毎日を元気に過ごすために
質の良い睡眠 バランスのとれた食事

そして 適度な運動
運動は免疫力を高め

こころと からだを 元気にします

暑さに負けないからだをつくろう！
気温差が大きく 体調を崩しやすい季節
疲れたら休養し 適度な運動と こまめ
な水分補給を心がけて 【熱中症予防を

わすれずに】 暑い夏に向け 少しずつ
身体を慣れさせましょう

mailto:m.h.c.s.c@ezweb.ne.jp

