
(4月１日からのプログラムです。)

教室名 対象 曜日 時間 場所
参加料
(1回分)

バランスコーディネーション® 15歳以上 月 11：00～12：00 武道室 550円

体幹ダイエット 15歳以上 月 19：00～19：45
ストレッチ
ルーム 550円

太極拳 15歳以上

火 10：45～11：55 第1武道室 550円

木 12：45～14：15 小体育室 550円

小学生エンジョイバスケ 小学生 火 16：30～17：20 大体育室 550円

ZUMBA 15歳以上 水 10：50～11：50 小体育室 550円

ハワイアンフラ 15歳以上 水 12：10～13：10 武道室 550円

雀スポ(麻雀＆スポーツ) 20歳以上

水

12：10～15：00 研修室

550円

金 550円

パワーヨガ 15歳以上 木 10：45～11：45 武道室 550円

みんなのフラ 15歳以上 木 11：30～12：30 小体育室 550円

骨盤姿勢改善の教室 15歳以上 木 14：00～14：45
ストレッチ
ルーム

550円

元気塾 50歳以上 木 15：00～15：45
ストレッチ
ルーム 550円
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生涯スポーツの拠点として、低料金でスポーツが楽しめます

高津スポーツセンター
TEL 044-813-6531 FAX 044-813-6532
〒213-0002 川崎市高津区二子３－１５－１
https://takaspo.life 高津スポーツセンターの

ホームページにアクセスできます

■3月のお休み
3月 21日(火) スポーツ教室・スポーツデー

3月 27日(月) 休館日
■談話ホール
館内での飲食は、１階談話

ホールにてお願いいたします。
■ Twitter

■新型コロナウイルス対策として
館内の消毒・換気の徹底・マスク着用等を実施して
おります。ご理解、ご協力をお願いいたします。

■駐車場（有料）
館を利用する方は駐車券を必ず受付までお持ちくだ

さい。施設利用者は最初の1時間まで無料となります。
詳細はチラシ、ホームページ等をご覧ください。
高津スポーツセンター周辺道路は駐停車禁止です。

駐車場入口及び道路周辺での待機は近隣住民のご迷惑
となりますので、ご遠慮ください。（駐車台数50台
障害者用駐車場3台）

【注意事項】

・当館で個人登録していただきます。身分証の提示が必要です。

・チケットはセンター内の券売機にてお求めください。チケットは当日券なので買い置きはできません。

・教室によっては開始15分以降の入室はできません。

★開館時間 8：45～21：30
★休館日 第４月曜日・年末年始（12/29～1/3）

(祝日が月曜日にあたる日は、翌日休館となります。)

タカスポまでの道のりを動画でご案内いたします⇒

高津スポーツセンターの公式Twitter
はじめました！
イベント情報や教室のご案内等いろ
いろつぶやいていきます！

道のり案内
【高津駅編】 【二子新地駅編】

参加者大募集！

日 時：4/11・18・25
5/16・23・30
火曜日 全6回 15:50～16:40
※６回の中でお好きな日に参加していただけます。
※全日参加も可能です。内容は毎回変わります。

対 象：年中・年長
（令和５年度４月に年中・年長になるお子様）

定 員：各回15名(先着順)
※満員になり次第締め切ります。

場 所：高津スポーツセンター
小体育室

受講料：１回750円(保険料込)
持ち物：室内専用シューズ

(床にシューズの跡が残らないもの)

運動に適した服装
汗拭きタオル・飲料水

★保護者の見学可
(お子様１名につき１人まで)

速 く 走 る コ ツ を 、 お 子 様 に
わかりやすく指導していきます。

走ることが苦手なお子様や運動に自信がない
お子様も、しっかりサポートしていきます。
みんなで一緒にたくさん身体を動かしながら
走りの基本動作を身につけていきましょう！

【お申込み方法】

3/8(水)9:00～先着順
電話・来館にて受付

キャンセルの場合は前日までにご連絡を
お願い致します。

講師 池谷 祐香
・健康運動実践指導者



★令和5年度定期教室 2次募集

★利用料金改定のお知らせ

★3月29日(水) ドッヂビー教室開催！

令和5年4月1日より利用する方としない方との負担の公平性・公正性の確保と令和元年11 月の消費税
の引上げ分の適切な転嫁のための取組として、使用料の見直しを行います。

改定対象
○ 施設専用利用料（大体育室・小体育室・研修室等）

○ 設備専用利用料（各種スポーツ器具・放送器具）

○ 個人利用料 （スポーツデー・トレーニング室）

※駐車場料金の改定はありません。
令和5 年3 月31 日までに利用申請した場合、
実際の利用日が4 月1 日以降であっても、
改定前の料金が適用されます。

※ワンコイン教室の参加料について
500円→550円 に変更いたします。(裏面をご覧ください。)

小学生限定

【場 所】高津スポーツセンター 1階 小体育室
【日 程】３月29日 15:30～18:00
【受講料】500円(消費税・保険料込)
【定 員】40人
【対 象】小学生
【持ち物】動きやすい服装・室内履き・飲料水・タオル
★お申し込み方法

3/8(水)9：00～来館または電話にて先着順

【メイン講師】石橋典子先生
一般社団法人日本ドッヂビー協会理事 専門委員会 指導部副部長
小学生向けの講習を中心にコンスタントに年間60回以上の講習会に従事する。
その講習経験の豊富さは抜き出る存在で子どもたちからの人気も抜群！
地元、川崎高津でも「高津総合型スポーツクラブSELF」ドッヂビー教室の
講師を務めている（第1・第３火曜日 19：00～20：30）

柔らかく安全なディスクを使うため低学年
から高学年、男子・女子も関係なく一緒に
楽しく試合が出来るスポーツです！

★アンケート結果

令和４年度にご協力いただ
きましたアンケートの結果
を談話室のホワイトボード
に掲示しました。
皆様からの貴重なご意見
を参考にさせていただき、
皆様に愛される高津スポ
ーツセンターを目標に
スタッフ一同頑張ります！

★ひな祭り

春の訪れが待ち遠しい今日
この頃ですが、ひな人形を
飾りました。エントランス
がパッと明るくなり、来館
者の方々にも大変喜んでい
ただきました。
私たちスタッフもお子様の
健やかな成長と幸せを願っ
ています。

令和5年4月からスタートする定期教室の募集が始まりました。（3/3〆切）
空きのある教室は3/13（月）9:00～2次募集を開始します。

電話・来館にて受付いたします。（先着順）
詳しくは「スポーツ教室のご案内」をご覧ください。

≪定期教室・スポーツデー・ワンコイン教室で変更点≫

※下記の内容で変更がございます。皆様にはご確認の上、お間違いのないようお申込みください。

定期教室

ケイキフラ（小学生） 水曜日 小1・2年生クラス16：30～17：20 小３～6年生17：30～18：20になります。

ケイキフラ（年中・年長） 閉講します。

たのしく踊ろうE-JUNCDANCE 閉講します。

はじめてのジュニアダンス 新教室 火曜日開講します。16：00～16：50 第一武道室 小学生対象 山﨑先生

小学生バドミントン(水) 講師変更 西村コーチから天野コーチに変更

夜間バドミントン(木) 講師変更 西村コーチから越川コーチに変更

チアリーディング（年中・年長） 時間・場所変更 15：15～16：15 第1武道室

チアリーディング（小学生） 時間・場所変更 16：20～17：20 第1武道室

みんなで楽しくダンス！ダンス！ 時間変更 17：25～18：15

幼児体操金曜クラス 閉講します。

児童体操 日時変更 木曜日 Aクラス16：00～17：00 Bクラス17：10～18：10

氣功教室 新教室 月曜日に開講します。20：10～21：00 研修室 生垣先生

スポーツデー ※４月より料金 大人240円 小人（学生及び18歳未満）120円になります。

柔道・剣道 時間変更 19：30～21：00になります。

ワンコインプラス教室 ※４月より料金550円になります。

ボディアートトレーニング
ワンコイン教室から定期教室になります。金曜日 13：00～14：00
ストレッチルーム

元気塾 日時変更 木曜日 15：00～15：45になります。

親子リトミック
ワンコイン教室から定期教室になります。木曜日 10：20～11：10
ストレッチルーム

雀スポ 新教室水曜日クラスが開講します。 12：10～15：10 研修室

体幹ダイエット 新教室月曜日に開講します。19：00～19：45 ストレッチルーム 生垣先生

★ベリーダンス講師 絵画公募展に出展

ベリーダンス 参加者募集中！
対象 15歳以上

火曜日 20:00～21:00 
4/11～7/25 16回 第1武道室

木曜日 9:30～10:30 
4/6  ～7/27(5/4休み) 16回 研修室

受講料 各12,800円
※詳細はお問い合わせください

タカスポのベリーダンス教室講師、ヤスミン先生が
「第56回 かわさき市美術展入選・入賞作品展」に
出展されました。(期間：2023年2/23～3/1)

先生から一言…
私の絵のテーマは「小鳥」と
「アラベスク文様」です。
アラベスク文様はうねるような
美しい曲線が特徴で、私は
ベリーダンスの動きに似ている
と思っています。
大好きなテーマで描いた作品が
選ばれてとても嬉しいです。

初心者の方大歓迎！
お気軽にご参加ください
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