
令和3年5月31日16時 更新

緊急事態宣言に伴う事業実施状況一覧（令和３年６月１日～）
№ 事 業 名 中止・変更内容 会　　場

2 本気のBodymakeプログラム（月・木曜日） 4/26～
継続中

（オンライン等）

3 コース型教室（月曜日～金曜日） 6/1～ 再開

4 当日参加型アクアフィットネス教室（月・水・木・金曜日） 6/1～ 再開

6 コース型フィットネス教室(月・水・金曜日） 6/1～ 再開

7 当日参加型フリーフィットネス教室（毎日） 6/1～ 再開

8 中村ゴルフ教室・個人レッスン（月・水・日曜日） 6/2～ 再開

9 和智ゴルフ教室・個人レッスン（水～土曜日） 6/2～ 再開
【クラス】木曜日Dクラス
【開催時間】18:30～20:30（変更前）⇒18:30～20:00（変更後）

10 増田ゴルフ教室・個人レッスン（月・水・金・土曜日） 6/2～ 再開

11 松尾ゴルフ教室（火・木曜日） 6/1～ 再開

12 希望丘チアダンスカレッジ（水曜日） 4/28～当面の間 再開 希望丘地域体育館

13 スポーツ教室（日～土曜日）通年 6/1～ 再開

・バレーボール(月曜日)
　 開催時間 18:30～21:00(変更前)⇒18:00～20:00(変更後）
・健康体操(火曜日)
  開催時間  19:00～21:00(変更前)⇒19:00～20:00(変更後)
・バドミントン(木曜日)
  開催時間  18:00～21:00(変更前) ⇒18:30～20:00(変更後)
・バスケットボール(金曜日)
  開催時間 18:00～21:00(変更前)⇒18:00～20:00(変更後)
・剣道(土曜日)
 開催時間 16:00～19:00(変更前)⇒16:00～18;00(変更後)
・なぎなた(土曜日)
  開催時間 19:00～21:00(変更前)⇒18:00～20:00(変更後)
・卓球(第2・4週)
  開催時間 18:30～21:00(変更前)⇒18:00～20:00(変更後)

尾山台地域体育館

14 スポーツ教室（月～土曜日）通年 6/1～ 再開

・バレーボール6人制（月曜日）
　開催時間　18:45～20:45（変更前）⇒18:45～19:45（変更後）
・ジャズダンス（火曜日）
　開催時間　18:45～20:45（変更前）⇒18:45～19:45（変更後）
・バドミントン（金曜日）
　開催時間　18:45～20:45（変更前）⇒18:45～19:45（変更後）
・太極拳（土曜日）
　開催時間　18:45～20:45（変更前）⇒18:45～19:45（変更後）

八幡山小地域体育館

15 ジュニア水泳教室（月曜日） 6/7～ 再開 梅丘中学校温水プール

1

5
フィットネス教室
［千歳温水プール］

・ヨガストレッチ（月曜日）
　開催時間　18:20～19:20（変更前）⇒18:00～19:00（変更後）
・シェイプアップサーキット（月曜日）
　開催時間　19:40～20:40（変更前）⇒19:00～20:00（変更後）
・からだリセットピラティス（月曜日）
　開催時間　19:40～20:40（変更前）⇒19:00～20:00（変更後）
・avexダンスカレッジ 小学4～6年生（火曜日）
　開催時間　18:10～19:10（変更前）⇒18:00～19:00（変更後）
・avexダンスカレッジ 中学生・高校生（火曜日）
　開催時間　19:30～20:30（変更前）⇒19:00～20:00（変更後）
・Jr.スイミング-初心・初級【夜】（火曜日）
　開催時間　18:30～19:30（変更前）⇒18:00～19:00（変更後）
・Jr.スイミング-中・上級（火曜日）
　開催時間　18:30～19:30（変更前）⇒18:00～19:00（変更後）
・マスターズスイミング（火曜日）
　開催時間　19:30～20:30（変更前）⇒18:45～19:45（変更後）
・体幹トレーニング＆ストレッチ（水曜日）
　開催時間　19:40～20:40（変更前）⇒19:00～20:00（変更後）
・バランスリズム体操（木曜日）
　開催時間　18:15～19:15（変更前）⇒18:00～19:00（変更後）
・お気軽エアロ（木曜日）
　開催時間　19:30～20:30（変更前）⇒19:00～20:00（変更後）
・癒しのヨーガ（木曜日）
　開催時間　19:40～20:40（変更前）⇒19:00～20:00（変更後）
・24式レベルアップ太極拳（金曜日）
　開催時間　19:40～20:40（変更前）⇒19:00～20:00（変更後）
・avex TRF IZ DO DANCERCIZE（土曜日）
　開催時間　18:15～19:15（変更前）⇒18:00～19:00（変更後）
・ゆったり夜ヨガ（土曜日）
　開催時間　19:30～20:30（変更前）⇒19:00～20:00（変更後）

再開6/1～

・やさしい筋トレ（月曜日）
　開催時間　19:30～20:30（変更前）⇒19:00～20:00（変更後）
・UBOUND（火曜日）
　開催時間　19:30～20:15（変更前）⇒19:15～20:00（変更後）
・UBOUND（水曜日）
　開催時間　19:30～20:15（変更前）⇒19:15～20:00（変更後）

再開6/1～
フィットネス教室
［総合運動場］

実施状況

総合運動場

総合運動場温水プール

千歳温水プール

大蔵第二運動場 



16 アスレティクスアカデミー 5/12～ 再開 総合運動場陸上競技場

17 フットボールアカデミー 5/12～ 再開
【カテゴリー】小学5・6年生（火曜）、小学5年生～中学3年生（水曜）
【開催時間】19:00～20:30（変更前）⇒18:30～20:00（変更後）

総合運動場陸上競技場

18 ベースボールアカデミー 5/12～ 再開 総合運動場野球場

19
器械運動アカデミー
［総合運動場体育館］

6/3～ 再開 総合運動場体育館

20
器械運動アカデミー
［希望丘地域体育館］

6/4～ 再開 希望丘地域体育館

21
スイミングアカデミー
［総合運動場温水プール］

6/1～ 再開
【カテゴリー】小学4年生～高校3年生（火曜・木曜・金曜）
【開催時間】18:20～19:50（変更前）⇒18:15～19:45（変更後）

総合運動場温水プール

22
スイミングアカデミー
［玉川中学校温水プール］

6/1～ 再開
【カテゴリー】小学4年生以上（火曜）
【開催時間】18:20～19:50（変更前）⇒18:15～19:45（変更後）

玉川中学校温水プール

23
スイミングアカデミー
［烏山中学校温水プール］

6/2～ 再開
【カテゴリー】小学4年生～高校3年生（水曜）
【開催時間】18:20～19:50（変更前）⇒18:15～19:45（変更後）

烏山中学校温水プール

24 テニスアカデミー 5/12～ 再開

【カテゴリー】小学1～4年生（水曜・金曜）
【開催時間】17:10～18:10（変更前）⇒16:50～17:50（変更後）

【カテゴリー】小学3～6年生（水曜・金曜）
【開催時間】18:15～19:25（変更前）⇒17:40～18:50（変更後）

【カテゴリー】小学4年生～高校3年生（水曜・金曜）
【開催時間】19:30～20:50（変更前）⇒18:40～20:00（変更後）

総合運動場テニスコート
大蔵第二運動場テニスコート

25 新体操アカデミー 6/4 再開 総合運動場体育館

26
障害児水泳教室
（くじら）

6/7～ 再開 総合運動場温水プール

27
障害児水泳教室
（ペンギン）

6/1～ 再開 烏山中温水プール

28
障害児運動教室
（ひまわり）

6/5～ 再開 尾山台地域体育館

29
障害児運動教室
（ハヤブサ）

6/5～ 再開 八幡山小地域体育館

30
障害児運動教室
（みつばち）

6/2～ 再開 砧中学校格技室

31
障害児運動教室
（中学生）

6/12～ 再開 尾山台地域体育館

32
障害児運動教室
（コアラ）

6/12～ 再開 八幡山小地域体育館

33
元気なシルバーいきいきトレーニング
（大蔵月曜）

6/7～ 再開 総合運動場第2武道場

34
元気なシルバーいきいきトレーニング
（大蔵水曜）

6/2～ 再開 総合運動場第1武道場

35
元気なシルバーいきいきトレーニング
（千歳）

6/3～ 再開 千歳温水プール

36
元気なシルバーいきいきトレーニング
（池尻）

6/4～ 再開
池尻小第2体育館
多目的室

37 ソフトテニス教室 5/16～ 再開 総合運動場テニスコート

38 レディーステニス 5/17～ 再開 総合運動場テニスコート

39 アーチェリー教室 5/23～ 再開 総合運動場洋弓場

40 いきいきリズム体操 6/6～ 実施 千歳温水プール集会室

41 ゴルフ教室（千歳の部） 5/12～ 実施 5月12日～6月30日【全8回】（変更前）⇒5月19日～7月7日【全8回】（変更後） 千歳ゴルフセンター

42 ゴルフ教室（成城の部） 5/22～ 実施 ニュー成城ゴルフセンター

43 ジュニアゴルフ教室 5/15～ 実施 成城ゴルフクラブ

44 弓道教室 6/1～ 実施 【開催時間】18：30～20:30（変更前）⇒18:15～19:45（変更後） 総合運動場弓道場

45 生涯健康づくり体操 6/3～ 実施 5月6日～7月29日【全12回】（変更前）⇒6月3日～7月29日【全8回】（変更後） 希望丘地域体育館

46 レディースフット 6/3～ 実施 5月6日～5月27日【全4回】（変更前）⇒6月3日～6月17日【全3回】（変更後） 総合運動場体育館

47 ソフトバレーボール教室 6/5～ 実施 5月15日～6月26日（変更前）⇒6月3日～7月31日※除外日あり（変更後） 京西小学校体育館

48 メリハリビューティー～美容とスポーツ～ 6/5～ 実施 5月29日～6月19日【全4回】（変更前）⇒6月5日～6月19日【全3回】（変更後） 総合運動場体育室

49 オリンピック種目短期体験教室「Smash!バドミントン」 6/7～ 実施 5月10日～6月28日【全8回】（変更前）⇒6月7日～6月28日【全4回】（変更後） 総合運動場体育館

50 第1回世田谷陸上競技会 6/12 実施 総合運動場陸上競技場

51 ボウリング教室 6/6～ 中止 オークラランド

52 わくわくサッカー教室 5/16～6/12 中止 池尻小学校第2体育館

53 ふれあいボウリングスクール 5/29～当面の間 中止 オークラランド


