
初心者～上級者まで
レベルに合わせたレッスン！

9：00～21：00
休館日…毎月第3月曜日（休館日が国民の祝日にあたる時は
　　　　その翌日の休日でない日）
　　　　2/21~３/２（保守点検のため）

総合運動場温水プール
東京都世田谷区大蔵4-6-1 総合運動場温水プール 管理事務所

☎03-3417-0017

開館
時間

※クラスにより運動時のマスク着用をお願いする場合がございます。
※ご入館時に体調確認書を提出いただきます。　※状況により参加をご遠慮いただく場合がございます。

手指消毒

体調
確認書

マスク着用検 温

ソーシャルディスタンス パーティション 換 気

※状況によりプログラムを変更及び中止する場合がございます。
　詳細はホームページ〈https://www.se-sports.or.jp〉をご覧ください。

各施設では現在、ウイルス感染拡大予防のため
下記の対策を行っております

お車でお越しの場合バスでお越しの場合

公益財団法人
世田谷区スポーツ振興財団
Setagaya Sports Promotion Foundation

駐車場完備（30分100円）
■総 合 運 動 場：119台［6：00～21：30］
■大蔵第二運動場：170台［5：30～0：00］
（土日祝は5：00～、3/1からは開門が1時間早くなります）

※障害のある方は無料（要申請）。
※土・日・祝日や大会開催日は混雑し､
　ご入場いただけない場合があります。
　できるだけ公共の交通機関をご利用ください。

■成城学園前駅～二子玉川駅（玉31）
　 「大蔵第二運動場」「区立総合運動場」下車

■成城学園前駅～
　渋谷駅（渋24）・等々力操車所（等12）・用賀駅（用06）
■調布駅南口～渋谷駅（渋26）
　 ｢成育医療研究センター前｣下車徒歩5分
　 ｢NHK技術研究所｣下車徒歩7分　※路線が変更になる場合があります。

22
教室開催

全 ◎システム登録の上、ホームページ（HP）よりお申し込みください。
◎メールアドレスのない方は自宅等のPCよりメールアドレスを取得してお申し込みください。

詳
し
く
は

こ
ち
ら

※開催日4日前までキャンセル可能。3日前からキャンセル料が発生します。詳し
くはHPをご覧ください。ただし、コンビニ･ペイジーは手数料220円を引いた
金額で返金。クレジットは事業開始4日前まで、手数料なしでそのまま返金。

　3日前～2日前…キャンセル料30％　前日…キャンセル料50％
　当日以降…キャンセル料100％

1
HPからシステム登録
（事前に登録可能） 

2 申込開始日から
HPにて申し込み
（先着順） 3 決済完了で

参加確定

https://www.se-sports.or.jp
検索世田谷区スポーツ

申込方法

TOP

教室・大会一覧

砧公園のすぐとなり 緑に囲まれたスポーツ施設

全22教室／週１回・３ヶ月間
総合運動場
温水プール

7,200～円

はじめてでも

安 心
かんたん
申し込み

年会費･入会金

不 要

総合運動場
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東名高速東名高速

環
八
通
り

環
八
通
り

世田
谷通
り

世田
谷通
り

公園橋公園橋
岡本三岡本三

三本杉陸橋三本杉陸橋

砧公園西砧公園西

東京IC東京IC

午前９時より先着受付開始!!
全プログラム詳細を裏面でチェック! ※金額表記はすべて税込です

7月25日月 楽
し
く
泳
い
で 

健
康
づ
く
り
！

参加者募集！
コース

型アクアフィットネス教室
各クラス
定員制



曜
日 時間 № クラス 講師 内　容 対象 金額

（円） 難易度 開講日 定員
（人）

月

12：00～12：50 １ ベーシッククロール（月曜日） 大石・小原 クロールの基礎から25ｍ完泳を目指します。 高校生
相当以上 7,200 ★

９/５～11/28 
（９/19,10/10・
17,11/21を除く)

20

13：00～13：50 ２ スイムレッスン（月曜日） 佐藤・小原 クロールの習得から他種目の習得を目指します。 高校生
相当以上 7,200 ★★ 20

14：50～15：50 ３ ベーシック＆セーフティスイミング
（年中・年長） 飯沼ほか 水に慣れるところから、泳ぎの基礎、セルフレスキュー

（自助泳）を学びます。※レベル別にクラス分けあり 年中～年長 15,750 ★ 30

16：15～17：30 ４ ベーシック＆セーフティスイミング
（1～3年生） 飯沼ほか 水に慣れるところから、泳ぎの基礎、セルフレスキュー

（自助泳）を学びます。※レベル別にクラス分けあり
小学１～
３年生 17,370 ★ 40

18：00～19：15 ５ ベーシック＆セーフティスイミング
（1～6年生） 飯沼ほか 水に慣れるところから、泳ぎの基礎、セルフレスキュー

（自助泳）を学びます。※レベル別にクラス分けあり
小学１～
６年生 17,370 ★ 40

火

10：00～10：50 ６ レベルアップスイミング（火曜日） 真渋・大兼 4泳法で25ｍ以上の完泳を目指します。 高校生
相当以上 9,600 ★★★

９/６～11/29 
（９/20を除く)

20

11：00～11：50 ７ チャレンジバタフライ 大石・小原 クロールで25ｍ完泳できる方対象。クロールの復習とバ
タフライの習得を目指します。

高校生
相当以上 9,600 ★★★ 20

12：00～14：00 ８ はじめようスイミング 原・相馬 水慣れからクロールをメインに他泳法習得を目指します。 高校生
相当以上 13,200 ★ 20

水

10：00～10：50 ９ レベルアップクロール（水曜日） 大石・小原 クロールの更なるレベルアップを目指します。 高校生
相当以上 9,600 ★★

９/７～11/30 
（11/23除く)

30

11：00～11：50 10 シルバー健康水中ウォーキング 大石 60才以上の方対象。楽しく水中ウォーキングを行い健康
維持を目指します。 60歳以上 9,600 ★ 10

11：00～11：50 11 ベーシックスイミング（水曜日） 小原 クロールの習得から25ｍの完泳を目指し、他種目の動作
を体験します。

高校生
相当以上 9,600 ★ 10

13：00～13：50 12 レベルアップスイミング（水曜日） 瀧澤・大石 ４泳法で25ｍ以上の完泳を目指します。 高校生
相当以上 9,600 ★★★ 20

木

11：00～11：50 13 レベルアップスイミング（木曜日） 真渋・瀧澤 ４泳法で25ｍ以上の完泳を目指します。 高校生
相当以上 9,600 ★★★

９/１～11/24 
（11/３除く)

20

12：00～14：00 14 楽しもうスイミング（木曜日） 原・相馬 クロール25ｍの完泳から４泳法の習得を目指します。 高校生
相当以上 13,200 ★★ 30

12：00～12：50 15 チャレンジ50ｍ（クロール） 大石・小原 クロールで25ｍ以上泳げる方対象。（50ｍプール使用） 
クロール50ｍを楽に泳げることを目指します。

高校生
相当以上 9,600 ★★★★ 20

13：00～13：50 16 レベルアップ4泳法（50ｍ） 大石・小原 ４泳法のうち２種目で25ｍ以上泳げる方対象。（50ｍプール使用） 
フィンやミラーを使用して、更なる泳法のレベルアップを目指します。

高校生
相当以上 9,600 ★★★★ 20

金

11：00～11：50 17 レベルアップスイミング（金曜日） 大石・小原 4泳法で25ｍ以上の完泳を目指します。 高校生
相当以上 9,600 ★★★

９/２～11/25 
（９/23除く)

20

12：00～12：50 18 スイム＆ウォーク 大石 水慣れ・ウォーキングをメインに、健康維持・体力向上のた
めの簡単な水中運動を指導します。

高校生
相当以上 9,600 ★ 10

12：00～12：50 19 ベーシッククロール（金曜日）　 小原 クロールの基礎から25ｍ完泳を目指します。 高校生
相当以上 9,600 ★ 10

13：00～13：50 20 ベーシックスイミング（金曜日） 小原 クロールの習得から25ｍの完泳を目指し、他種目の動作
を体験します。

高校生
相当以上 9,600 ★ 10

13：00～13：50 21 レベルアップクロール（金曜日） 大石 クロールの更なるレベルアップを目指します。 高校生
相当以上 9,600 ★★ 10

14：00～16：00 22 楽しもうスイミング（金曜日） 葛原ほか クロール25ｍの完泳から4泳法の習得を目指します。 高校生
相当以上 13,200 ★★ 40

全12回

全９回

全12回

全12回

全12回

コース型アクアフィットネス教室22 教室全

インターネット（表面参照）からのアクセス、または各施設の窓口に用意してある端末からクラスを選択し、
必要事項を入力のうえ、お申し込みください。

ハガキによるお申し込みは別途事務手数料220円がかかります。
必要事項（クラス名・住所・氏名・電話番号・生年月日・年齢・性別）をご記入のうえ、お申し込みください。

定員に達したクラスは申し込みを締め切っている場合がございます。また開催日以降のお申し込みは窓口からのみとなります。

お
申
し
込
み
に

あ
た
っ
て

ウ
ェ
ブ
で

ハ
ガ
キ
で ※注意事項についてはお申し込み時に当財団ホームページにて必ずご確認をお願いいたします。

世田谷区立総合運動場温水プール　管理事務所
世田谷区大蔵4-6-1　TEL：03-3417-0017　FAX：03-3417-0013

お問い合わせ

※7月～8月までの開催はありません。　※土日・祝日・休館日は実施しておりません。
※詳細はスタッフまでお声がけください。

高校生相当以上
1階販売機でチケットを購入し、
地下2階のカウンターで受付

対　　象

参加方法

優しく基本的な動作で楽しく運動できます。呼吸を意識し
ながらの有酸素運動や呼吸筋の強化、体幹を鍛えることで
姿勢が良くなります。

月曜日 10：00～10：50　はじめてアクア

参加費：300円 定員：20名

音楽に合わせながら股関節周りや、深層筋等を使った運
動を行います。また、筋力トレーニングも取り入れ基礎代
謝を上げていきます。

金曜日 10:00～10:50　楽しいアクア

参加費：300円 定員：20名

水の特性（【抵抗】【浮力】【水圧】）を活かした動きを音楽に合
わせて楽しく全身運動をしていきます。美しいカラダづくり、
健康維持を目指します。

木曜日 10:00～10:50　水中エアロ

参加費：300円 定員：20名

当日参加型教室

水に浮かぶエクササイズボードの上で、体幹トレー
ニングを行い、リラクゼーションと、美しいカラダづ
くりを目指します。水泳が苦手な方でも楽しく参加で
きます。

月曜日 11：00～11：50／水曜日 12：00～12：50

Poolnoレッスン

参加費：500円 定員：９名

空いてる時間に
気軽に運動！


