
小学生以上　　　　　清水ヶ丘公園体育館 第1体育室　　　　　15：00～18：00
会員無料（非会員は500円）　　　　　動きやすい服装、体育館ばき、タオル、飲み物

小学生以上（定員50名）
10：15～　　　　　無料
動きやすい服装（長めの靴下）、
体育館ばき、タオル、飲み物

NewNew

NEW

保育
あり

助産師による無料育児相談会10：30～11：00

賞品あり
！

昨年の感想コメント

▼プール休館による水泳教室の振り替え
停電により8/26（水）がお休みになりました。
振り替えは10月中にお願いします。

① 10月11日●日
ファジーテニス
カンガルークラブ主催

初心者OKのテニス教室初心者OKのテニス教室

年長～一般（定員30名）
10：00～11：30（9：45受付）
富士見台小学校体育館
（1人）300円※保険料含む
動きやすい服装、室内用運動靴、タオル、飲み物

対　象

会　場
時　間

参加費

持ち物

10月11日●日
ダンシングエアロ楽しみながら運動不足を解消！楽しみながら運動不足を解消！

成人（定員50名）
12：15～13：30（12：00受付）
南太田小学校体育館
（1人）100円※保険料含む
動きやすい服装、室内用運動靴、タオル、飲み物

対　象

会　場
時　間

参加費

太田地区町内連合会・太田地区社会福祉協議会主催
カンガルークラブ共催

当日受付

持ち物

ジュニア用のラケットとスポンジボールを
つかって子どもから大人まで楽しめます。

運動靴でOK!パートナーを組まなくてOK! 
音楽もマドンナ・レディーガガやラテンなど、なじみの曲も使って楽しく踊ります。

地域団体連携事業/活動支援
親子サロン体操指導 高齢者食事サービスへの体操指導

地域で集う親子サークルに、短い時間ですが家
庭でもできる体操を指導。親子でスキンシップを
取りながら簡単に出来る体操や、リズムに合わせ
て体を動かしたりしています!子どもと一緒に体
を動かして一緒にスキンシップを取りましょう
（^O^）/♬
●活動場所：南区子育てサークル
ほっとmom、ぱんだ、ブーブーくらぶ、ハニービー、たけのこ
●指導者：堀口祐美

社協さん主催のお食事会に楽しんで体を動かし
ていただけるよう体操の時間を作っていただき、
指導しています。

●活動場所：南区内
ちとせ会/南センター（第3日曜日）
三春会/三春台町内会館（第4土曜日）
夢見会/太田地区町内連合会館（第4日曜日）
●指導者：佐藤義宗

美味しい食事をした後は、
体と指先を動かして
運動を楽しみましょう。
頭の体操にもなるので、
ぜひ参加してください！

定期教室に
なりました！

マタニティヨガ＆出産準備講座マタニティヨガ＆出産準備講座
プレママさん、お気軽に！
安全で効果的に動くことによって、安産に向けたボディ作りをサポート。妊娠中のリ
フレッシュ、陣痛・出産時に役立つ呼吸法修得、産後の回復を早めるためのヨガを今
から始めましょう！助産師による出産準備講座もご用意。通いやすい地域の施設に
おいての開催です。

妊娠16週～出産間際の方 10名
10/13・17・20、11/17、12/1・15 ※10/17（土）は出産準備講座のみ。ご家族の参加OK!
10：00（受付9：45）～11：30（90分）【マタニティヨガ60分＋出産準備講座30分】
フォーラム南太田 大会議室　　　　　800円/回
動きやすい服装、飲み物、ヨガマット、バスタオル
木下英子、渡邉ケイ子（助産師）

対　象

会　場

日　時

持ち物

講　師

予約制 会員登録不要

健康チェック、
同意書サインあり

ヨガマットのレンタル
あり（200円）

会　費

【2期】
フォーラム南太田
共同事業

ヒップホップ＆インラインスケート
コラボパフォーマンス

小学生以上（定員50名）
ヒップホップ 9：50～　インラインスケート 10:15～
南スポーツセンター 第1体育室
無料
動きやすい服装、室内用運動靴、タオル、飲み物

対　象
時　間 参加費

当日受付

持ち物

2月11日●祝

楽しみながらヒップホップのステップを踏んでみよう。

みなっちスポーツフェスタみなっちスポーツフェスタ南区体育協会主催※プール休館による教室振り替えは10月中にお願いします。

進級・新入学で参加対象教室が変更になる方へ

※詳しくはカンガルークラブまで

045-742-8222

平成２８年度（2016年）４月教室は、４/１（金）からスタート！

1月から、今持っているスタンプカード
で、「カンガルークラブ」の年齢に合わ
せた教室（ベビー体操・親子体操）に無
料体験できます。
大人も可（肩甲骨骨盤調整ヨガ・ダン
シングエアロ・ボディーシェイプなど）。 

インラインダンス
ヒップホップ発表会

10月4日●日
保土ケ谷スポーツセンター

※詳しくはカンガルークラブまで

清水ヶ丘
公　  園感謝DAY

10月24日●土
清水ヶ丘公園体育館

12月6日●日
富士見台小学校

だがしや楽校
●10：00～12：30
●かんたん体力測定会（協力：地
　域の保健活動推進員）など

●10：00～15：00
●ヒップホップ・太極拳・骨盤調整
　ヨガの体験会、模擬店など

●ベビー体操→親子体操
●親子体操→幼児体操・ヒップホップ・水泳・ボール運動
●幼児→小学生（体操・ヒップホップ・水泳・ミニバスなど）各種目１回

無料で体験参加できます！

横浜市内で活躍中のインラインスケートチー
ム「I・M・C」とヒップホップダンスチーム「キャ
ンディーポップ」、「スペシャルレインボー」の
パフォーマンスがあります。クールなダンスを
披露しますのでお見逃しなく！
●9：50～

会　場 南スポーツセンター 第1体育室

インラインスケート教室 参加者募集

ミニバスケット

「みんなで盛り上がろう会」
対　象 時　間
参加費 持ち物

会　場

ミニバスケット教室以外の人も、いっしょに参加できます。（非会員の参加は500円）

3月31日●木予告
開催日は確定次第お知らせします！

GWお休み中の定期教室は下記のように振り替えがあります。
〈例〉●ダンシングエアロ→水曜日のヨガ、大人水泳、ボディシェイプなど
　　●骨2ヨガ→日曜日のパワーヨガ、骨盤調整ヨガ
　　●水泳→他曜日の水泳　●Jr.ヒップホップ→他の子どもの教室
　　●親子体操→（対象年齢に合った）幼児水泳、幼児教室

※振り替えは5月中にお願いします。

●講師プロフィール

保育
あり

岡田美代子

カンガルークラブスタート当時から
の人気教室「エアロビクス」と「ボディ
シェイプ」。丁寧なレッスンで定評が
あります。そしてソシアルダンスのス
テップを取り入れた、ダンシングエア
ロ。さらに楽しいダンスパフォーマン
スを展開していきます。

一般
毎週火曜日
10：15～11：45
（90分）
清水ケ丘公園体育館
第2体育室
3,240円/月

対　象

会　費

会　場

日　時

●ダンシングエアロ

岡田先生による「ボディシェイプ」も人気です♥岡田先生による「ボディシェイプ」も人気です♥

保育
あり

インラインダンスチーム「I.M.C」は、毎週月曜日(第2月曜日を除く)18時～19時30分まで、保土ヶ
谷スポーツセンターにて活動しています。
年間で、数回のダンスパフォーマンスを行っています。
横浜市のイベントはもちろんですが、東京や埼玉でのイベントにも積極的に参加しています。
全員がスケートもダンスも初心者から始めていました。
スケートが大好きな幼児から小学生男女で、元気いっぱい練習しています。
興味がある方、一緒にスケート滑りましょう。是非一度体験にいらしてください。 

NewNew
官足法＆ヨガセラピー

●対象：一般　●日時：月1回日曜日 10：00～11：30（90分）
●会場：清水ヶ丘公園体育館　●会費：（6回チケット）4,860円、年度登録

［非会員ビジター］1,100円/回

一般（定員30名）
00：00～00：00（0：00受付）

（1人）000円※保険料含む
動きやすい服装、室内用運動靴、タオル、飲み物

対　象

会　場
時　間

参加費

持ち物

自分の足裏をもみ、血液な流れを良くしてから呼
吸と動作を連動させて行うヨガセラピーです。

2月11日●祝

★カンガルーはオープニングと午前のインラインスケート教室を担当！

カンガル
ー

クラブの
会員特典

4月から新しく沢山の仲間が加わり、とっても賑や
かになりました！毎週、とにかく元気に！楽しく！
レッスンをしています(^-^)

幼児体操では、体の動かし方をマット運動や跳
び箱、鉄棒を通して学びます。幼児期は柔軟性
を身につけるのに適した時期です。通い始めて
数ヶ月で見違えるように柔軟性がアップします。
小学生体操では、より技術性の高いものを教わ
ります。前方倒立回転跳びやバック転を目指し
て練習をしています。自分で自分の体の使い方
を覚え、他のスポーツにも活かせるので、一度
見学に来てください！

幼児
体操

高学年

当日受付
みなっち
スポーツフェスタ 予告 3月30日●木

ミニバスケット幼児～一般
9：30～16：00
南スポーツセンター
大岡はらっぱ

対　象

動きやすい服装
室内用運動靴
タオル、飲み物

時　間

会　場

持ち物

今期は8月も行います！今期は8月も行います！

上記のお休みについての教室振替は、12月中にお願いします。

予告

どんなス
ポーツに

も対応で
きる

どんなス
ポーツに

も対応で
きる

トレーニング予定
スポーツ（運動）の基本である
「走る」「投げる」「飛ぶ」を中心に行います。
毎回のレッスンの終わりに
テーマにそったゲームで楽しみます。

基礎運動能力を高めよう！！基礎運動能力を高めよう！！

幼児体操の子は小学校の先生に「体操が上手だ
ね」と言われるように頑張ろう。
小学生体操の子は練習の成果で柔軟も良く
なったので、将来はどんなスポーツでも通用し
ます。

●講師：
安藤泰行

教室の中でかけっこをしたり、平均台や鉄棒、跳び箱、フープや
ハードルなどを使ったりして親子で出来る体操をしています！
是非一緒に笑顔で楽しく体操しませんか？♬*

小学生
体操

親子
体操

参加費 無料
幼児～小学生
15：00～18：00
清水ケ丘公園体育館

対　象
動きやすい服装
室内用運動靴
タオル、飲み物

時　間

会　場

持ち物
参加費 無料

発表会

会場：13日/富士見台小学校、14日/南太田小学校

飛ぶ

走る 投げる

どんなス
ポーツに

も対応で
きる

どんなス
ポーツに

も対応で
きる

基礎運動能力を高めよう！！基礎運動能力を高めよう！！

10月13日●火お知らせ 南区の西中・前里1・2白金1町内会館において「ぱんだ」による
親子体操教室があります。詳しくはカンガルークラブまで。

インラインダンス
ヒップホップ

★2017年は1/10（火）
　スタート

平成２9年度（2017年）４月教室は、４/１（土）からスタート！

●講師：
堀口祐美

●講師：
西村亮平

年長さんから６年生まで多くの参加があったコーディネーション教室。平成２９年度より富士見台小学校にて年間5回ほど
単発教室として開催いたします。これからも楽しく運動能力アップを目指しますので、みなさんぜひご参加ください。

みんなで盛り上がろう！

●月3回不定期土曜日
　9：30～11：30
　富士見台小学校体育館

剣道体験
できます！

新 年 度

お友だち紹介特典！
紹介した人も
された人も

●体験費無料！●3月（年度前）入会で入会金無料！新規会員
特典 現会員

●他種目の体験費無料！

トレーニングの様子
トレーニングの様子

記録会の
結果

記録会の
結果

今年度もやります！
地域貢献事業
今年度もやります！
地域貢献事業

種　目

●日程：毎週月曜日
●対象・時間：
幼稚園児 15：30～16：30（60分）
1年生 15：00～16：00（60分）、2年生 16：00～17：00（60分）
3年生 16：30～17：30（60分）、4年生 17：00～18：00（60分）
5年生 17：30～18：30（60分）、6年生 18：00～19：00（60分）
●会場：カンガルークラブ事務所
●会費：7,020円/月（テキスト代、小学生検定料、スポーツ保険料含む）
全てに「清水ケ丘教室の子どもの教室1種目」がセットになっています。
さらにスポーツ1種目8,640円/月、さらにスポーツ2種目10,260円/月

★年間各1回「漢字検定」「数学検定」あり
★春・夏・冬「短期教室」あり

●講師：
西村亮平

●講師：
柘植野佳菜

日時・会場・対象・会費

▼30m走

コーディネーション＆走り方教室
5月13日●・14日●土 日第1回

2017年

7～9月

9/1・8・15・22・29（金）※連続5回、雨天決行
40～60代（定員20名）
19：30～21：30（19：00受付）
清水ケ丘地域ケアプラザ、清水ケ丘公園
（1人）800円※保険料含む
動きやすい服装、室内・外用運動靴、
タオル、飲み物

対　象

会　場
時　間

参加費

持ち物

日　時

カンガルークラブ　TEL 080-3455-1237（担当：佐藤）お問い合わせ・お申込み

富士見台PPクラブ富士見台PPクラブ 地域イベントでの体操指導地域イベントでの体操指導

地域でも大人のための
レッスンをしています

60歳からの健康体操です。
日時：月2回不定期土曜日14：00～15：00
会場：富士見台小学校なかよしルーム
会費：300円/回

南区のお食事会で体操指導をしています。
●ちとせ会（第3日曜日/南センター）
●三春会（第4土曜日/三春台町内会館）

地域貢献事業地域貢献事業

年長～一般（定員30名）
10：00～11：30（9：45受付）
富士見台小学校体育館
（1人）300円※保険料含む
動きやすい服装、室内用運動靴、タオル、飲み物

対　象

会　場
時　間

参加費

持ち物

ジュニア用のラケットとスポンジボールを
つかって子どもから大人まで楽しめます。

活動
紹介

インラインダンスチーム「I.M.C」
インラインダンスチーム「I.M.C」は、毎週月曜日(第2月曜日を除く)18時～19時30分まで、保土ヶ
谷スポーツセンターにて活動しています。
年間で、数回のダンスパフォーマンスを行っています。
横浜市のイベントはもちろんですが、東京や埼玉でのイベントにも積極的に参加しています。
全員がスケートもダンスも初心者から始めていました。
スケートが大好きな幼児から小学生男女で、元気いっぱい練習しています。
興味がある方、一緒にスケート滑りましょう。是非一度体験にいらしてください。 

桜剣士会では月曜日～土曜日まで稽古を出来る場所があります。多くの剣士が日々切
磋琢磨して頑張っています。
11月13日開催の南区秋季剣道大会にて、1年生から3年生までの紅白試合（個人戦）
では、緊張しながら戦いました。高校一般男子の部では、見事桜剣士会Aチーム優勝と
桜剣士会Bチーム第3位、午後の招待団体では、南区Dチーム第3位と健闘しました。
子ども、大人ともに初心者の参加も増えています。興味のある方、見学体験にいらして
ください。

新メンバー
募集中！

スポーツの秋、入学に向けてこれからレッスンを
始める人にお得なセットをご用意しています！
●親子体操+水泳セット（5,400円/月）
●親子体操+他種目（6,480円/月）

親子体操では色々な動物に
なってかけっこしたり、フープ、
ハードル、カラーコーンや平均
台、鉄棒、跳び箱など様々な用
具を使って親子でできる体操
を行っています！ぜひ親子で一
緒に体を動かしましょう♬*

顔に水がつけられない子ども
でも大丈夫です！しっかり水慣
れから行っていきます！
水慣れ、バタ足、クロールを目
標に！！教室の最後には親子で
楽しい遊びも行います！！

親子体操親子体操 幼児水泳幼児水泳

●講師：
堀口祐美

●講師：佐藤義宗

●講師：
佐藤義宗

親子体操

幼児ボール運動
幼児Jr.ヒップホップ

幼児体操
幼児水泳

●講師：
西村亮平

●講師：
堀口祐美

●講師：
井田  樹

基礎的な

パスやシュートから丁寧に教えていきます！

教室の最後には

みんなで楽しく試合もしていますv(^o^)/

ホッケー初心者も大歓迎です！

ぜひ1度体験しに来てください！！

昴保育園、岩井保育
園、子育てサロンな
どでも体操指導を
しています。



NewNew

NEW
助産師による無料育児相談会10：30～11：00

ベビー体操
●対象：ハイハイ～あんよ  ●日時：毎週金曜日 14：00～14：45（45分）
●会場：清水ケ丘公園体育館　●会費：4,320円/月

幼児 Jr.ヒップホップ、ボール運動、体操に登録すると幼児水泳教室無料！

NewNew

パワーヨガ
●対象：一般　●日時：月1回土または日曜日 9：30～10：30（60分）
●会場：清水ケ丘公園体育館　●会費：（6回チケット）4,860円、年度登録

当日受付

南太田教室
予約制ママ＆ベビーヨガ

●対象：ママとハイハイ前ベビー
●日時：第1・3火曜日 9：30～10：30（60分）
●会場：フォーラム南太田（保育施設あり、各自申込み）
●会費：800円/回（ベビー体操会員は無料）
●持ち物：動きやすい服装、飲み物、ヨガマット、バスタオル

予約制不調改善ヨガ
●対象：産後ママ
●日時：第1・3火曜日 10：40～11：40（60分）
●会場：フォーラム南太田（保育施設あり、各自申込み）
●会費：800円/回（ベビー体操会員は無料）
●持ち物：動きやすい服装、飲み物、ヨガマット、バスタオル

事業の一部はスポーツ振興センター（totoくじ）の
助成金で運営されています

カンガルーポイント
2016年1～3月

NewNew

親子体操リトミック（第2火曜日 9：20～10：05）に無料参加できます

［非会員ビジター］1,100円/回

ヨガマットの
レンタルあり
（200円）

ヨガマットの
レンタルあり
（200円）

4/25体験会
参加費800円

※10/17（土）は出産準備
　講座のみ。
　ご家族の参加OK!

2016年

1～3月
1月教室   1/4～1/31  　2月教室   2/1～2/28 　 3月教室   2/29～3/28　（3/29～3/30はお休み）
平成２８年度（2016年）４月教室は、４/１（金）からスタート！

健康体操全般
●対象：一般　●日時：月1回土または日曜日 10：00～11：30（90分）
●会場：清水ケ丘公園体育館　●会費：（6回チケット）4,860円、年度登録

［非会員ビジター］1,100円/回

※1年生は5月スタート

4/16（土）1年生体験会
10：00～11：00 参加費800円

当日受付

清水ケ丘公園プールは、平成28年10月～平成29年3月まで改装工事に
よる長期休館となり、水泳教室はお休みになります。
【コーディネーション運動教室】または他種目への振替をお願いします。

施設休館のため
3月までお休み

施設休館のため
3月までお休み

施設休館のため
3月までお休み


