
※エール（フランス語で“つばさ”）：
　スポーツ・文化の翼で、ともに
　“はばたく”願いを込めて…。

（公財）座間市スポーツ・文化振興財団（スカイアリーナ座間）  〒252-0011 座間市相武台1-47-1  Phone 046-255 -0077㈹  Fax.046-255-1188
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マスクの
着用について
マスクの
着用について
当館でのマスクの着用につきましては、
個人の判断が基本となります。
本人の意思に反してマスクの着脱を強
いることがないよう、個人の主体的な判
断が尊重されるよう、ご配慮をお願いい
たします。

■と　き：
■ところ：
■内　容：
■講　師：
■対　象：
■参加料：
■持ち物：
■申　込：

5月6日（土） 午前９時３０分～１１時３０分（開場午前９時）
３階 大体育室
①ウォーミングアップ  ②基本練習  ③親子対抗ダブルスゲーム ※講師の方がやさしく指導してくれます。　
野田 昭義（バドミントン上級ジュニアスポーツ指導員）  他補助員
小学生と保護者 ※小学生のみの参加はできません。　■定　員：３０組６０人（申込順）　
５００円（２人１組）
運動のできる服装、室内用運動靴、タオル、バドミントンラケット（お持ちの方）
参加料を添えて事前に体育館へお申込みください。
※定員になり次第締め切らせていただきます。（現金の取扱いは午後５時まで。電話予約可。ただし１週間以内に手続きをしてください。）

令和5年度 スポーツ一日レッスン

親子でダブルスゲームを楽しみながら、スポーツを通し親子のふれあいを図りましょう!

参加親子募集!バドミントンバドミントンバドミントン親子親子親子♥♥で

骨盤エクササイズ骨盤エクササイズ骨盤エクササイズ
骨盤の歪みを整えることで、内臓機能・神経伝達機能が改善され腰痛や肩こり、
冷え症などにも効果的です。体の不調改善に役立つエクササイズ方法を学びます。
健康にも、ダイエットにも役立ち、誰にでもできる骨盤エクササイズで健康的な
毎日を送りましょう。

■と　き：
■ところ：
■内　容：
■講　師：
■対　象：
■定　員：
■受講料：
■持ち物：
■申　込：

６月3日（土） 午前１０時～１１時３０分（開場午前９時３０分）
２階 武道室
骨盤エクササイズ実践法
阿部 貴子（日本体育協会公認スポーツ指導員）
１８歳以上の方
５０人（申込順）
５００円
動きやすい服装、浴用タオル(丸めた時に厚みのでるもの）、バスタオル
５月１日（月）より受講料を添えて事前に体育館へお申込みください。
※定員になり次第締め切らせていただきます。（現金の取扱いは午後５時まで。電話予約可。ただし１週間以内に手続きをしてください。）

令和5年度 スポーツ公開講座

受講者
募集!

スカイアリーナ座間の情報をインターネットでご覧いただけます。スカイアリーナ座間・ホームページ http://www7.airnet.ne.jp/skyarena/

※EX=エクササイズ　◎トレーニング室のご利用には各時間帯350円、70歳以上は150円(登録講習会のみ350円)の使用料が必要です。(ミニ教室の参加は使用料に含みます)
◎内容・開始時間は出入口に掲示しておりますので、ご覧下さい。　◎12：00～13：00/17：00～18：00は一時休室のためご利用・ご入場をお断りしています。　
◎レッスンは都合により変更する場合がありますので、ご了承下さい。　◎新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、定員20名となります。
◎参加者は受付にて参加チケットを受け取り、開始までお持ちください。　※チケットは先着順となります。30分と15分の両方を同時に予約することはできません。
※新型コロナウイルスの感染状況により日程などが変更になる場合があります。

※トレーニング室の利用は、15歳以上（中学生は除く）です。 4月15日～5月19日スカイアリーナ座間 トレーニング室日程表スカイアリーナ座間 トレーニング室日程表
午前の部　9：00～12：00 午後の部　13：00～17：00 夜間の部  18：00～22：00

講習会 9：00 13：00 19：00
体力測定 

健康運動相談 9：30 14：30 18：00
ミニ教室（30分） ストレッチ（15分） ミニ教室（30分） ストレッチ（15分） ミニ教室（30分） ストレッチ（15分）

4/15 土 下半身エクササイズ３０ 初級 １０：３０～ 下半身エクササイズ３０ 初級 １４：００～ 下半身エクササイズ３０ 初級 １９：４５～
16 日 ギムニクボールEX３０ 初級 １０：３０～ ギムニクボールEX３０ 初級 １４：００～ ギムニクボールEX３０ 初級 １９：４５～
17 月 休　　　　　館　　　　　日
18 火 スロートレーニング３０ 中級 １０：３０～ スロートレーニング３０ 中級 １４：００～ スロートレーニング３０ 中級 １９：４５～
19 水 カラダ調整体操３０ 初級 １０：３０～ 上半身エクササイズ３０ 中級 １４：００～ 上半身エクササイズ３０ 中級 １９：４５～
20 木 ディスクエクササイズ３０ 中級 １０：３０～ ディスクエクササイズ３０ 中級 １４：００～ ディスクエクササイズ３０ 中級 １９：４５～
21 金 全身エクササイズ３０ 初級 １０：３０～ カラダ調整体操３０ 初級 １４：００～ カラダ調整体操３０ 初級 １９：４５～
22 土 チューブエクササイズ３０ 中級 １０：３０～ チューブエクササイズ３０ 中級 １４：００～ チューブエクササイズ３０ 中級 １９：４５～
23 日 骨盤体操３０ 初級 １０：３０～ 骨盤体操３０ 初級 １４：００～ 自重エクササイズ３０ 初級 １９：４５～
24 月 休　　　　　館　　　　　日
25 火 ダンベルエクササイズ３０ 初級 １０：３０～ カラダ調整体操３０ 初級 １４：００～ ダンベルエクササイズ３０ 初級 １９：４５～
26 水 自重エクササイズ３０ 中級 １０：３０～ 自重エクササイズ３０ 中級 １４：００～ 自重エクササイズ３０ 中級 １９：４５～
27 木 全身エクササイズ３０ 初級 １０：３０～ 全身エクササイズ３０ 初級 １４：００～ 全身エクササイズ３０ 初級 １９：４５～
28 金 カラダ調整体操３０ 初級 １０：３０～ 機能的全身エクササイズ３０ 中級 １４：００～ ギムニクボールEX３０ 初級 １９：４５～
29 土 ディスクエクササイズ３０ 初級 １０：３０～ ディスクエクササイズ３０ 初級 １４：００～ ディスクエクササイズ３０ 初級 １９：４５～
30 日 腹筋エクササイズ３０ 中級 １０：３０～ 腹筋エクササイズ３０ 中級 １４：００～ 腹筋エクササイズ３０ 中級 １９：４５～
5/1 月 ボールエクササイズ３０ 初級 １０：３０～ ボールエクササイズ３０ 初級 １４：００～ ボールエクササイズ３０ 初級 １９：４５～
2 火 カラダ調整体操３０ 初級 １０：３０～ ギムニクボールEX３０ 初級 １４：００～ ギムニクボールEX３０ 初級 １９：４５～
3 水 全身エクササイズ３０ 中級 １０：３０～ 全身エクササイズ３０ 中級 １４：００～ 全身エクササイズ３０ 中級 １９：４５～
4 木 ダンベルエクササイズ３０ 中級 １０：３０～ ダンベルエクササイズ３０ 中級 １４：００～ ダンベルエクササイズ３０ 中級 １９：４５～
5 金 機能的全身エクササイズ３０ 中級 １０：３０～ カラダ調整体操３０ 初級 １４：００～ 自重エクササイズ３０ 初級 １９：４５～
6 土 上半身エクササイズ３０ 中級 １０：３０～ 上半身エクササイズ３０ 中級 １４：００～ 上半身エクササイズ３０ 中級 １９：４５～
7 日 全身エクササイズ３０ 初級 １０：３０～ 全身エクササイズ３０ 初級 １４：００～ 全身エクササイズ３０ 初級 １９：４５～
8 月 ギムニクボールEX３０ 初級 １０：３０～ ギムニクボールEX３０ 初級 １４：００～ ギムニクボールEX３０ 初級 １９：４５～
9 火 チューブエクササイズ３０ 初級 １０：３０～ チューブエクササイズ３０ 初級 １４：００～ チューブエクササイズ３０ 初級 １９：４５～
10 水 腹筋エクササイズ３０ 中級 １０：３０～ カラダ調整体操３０ 初級 １４：００～ 腹筋エクササイズ３０ 中級 １９：４５～
11 木 下半身エクササイズ３０ 初級 １０：３０～ 下半身エクササイズ３０ 初級 １４：００～ 下半身エクササイズ３０ 初級 １９：４５～
12 金 カラダ調整体操３０ 初級 １０：３０～ ウェスト＆ヒップEX３０ 中級 １４：００～ ボールエクササイズ30 初級 １９：４５～
13 土 全身エクササイズ３０ 中級 １０：３０～ 全身エクササイズ３０ 中級 １４：００～ 全身エクササイズ３０ 中級 １９：４５～
14 日 フィットネスヨガ３０ 初級 １０：３０～ フィットネスヨガ３０ 初級 １４：００～ 上半身エクササイズ３０ 初級 １９：４５～
15 月 休　　　　　館　　　　　日
16 火 自重エクササイズ３０ 中級 １０：３０～ 自重エクササイズ３０ 中級 １４：００～ 自重エクササイズ３０ 中級 １９：４５～
17 水 カラダ調整体操３０ 初級 １０：３０～ 下半身エクササイズ３０ 中級 １４：００～ 下半身エクササイズ３０ 中級 １９：４５～
18 木 ボールエクササイズ３０ 初級 １０：３０～ ボールエクササイズ３０ 初級 １４：００～ ボールエクササイズ３０ 中級 １９：４５～
19 金 ダンベルエクササイズ３０ 初級 １０：３０～ カラダ調整体操３０ 初級 １４：００～ カラダ調整体操３０ 初級 １９：４５～
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スカイアリーナ座間（座間市立市民体育館）
《休館日》4月17日月、24日月、5月15日月

4月15日～5月19日スカイアリーナ座間 日程表スカイアリーナ座間 日程表

個人利用（バドミントン・卓球）の出来ない日（時間帯）

全日（9：00～21：00）
4/15（土）～5/7（日）、5/9（火）、5/11（木）～5/19（金）、
休館日

※状況により変更になる場合があります。ホームページをご確認いただくか、お電話でお問い合わせください。

月日 曜日 大会及び催し物（担当） 利用施設 利用時間帯

4/15 土 ミニバス スカイアリーナカップ
（市バスケットボール協会） 大体育室 9：00～17：00

16 日 関東大会北相地区予選会
（北相地区高体連卓球専門部） 大体育室 9：00～21：00

21 金 座間市大凧オープン卓球大会
（市家庭婦人卓球協会） 大体育室 9：00～17：00

22 土 神奈川県ママさんバレーボール大会
（県ママさんバレーボール連盟） 大体育室 9：00～21：00

23 日 市バスケットボール春季大会
（市バスケットボール協会）

大体育室
C面 9：00～17：00

28 金 関東学生新人卓球選手権大会
（関東学生卓球連盟） 大体育室 9：00～21：00

29 土
5/3 水 全国男女混合６人制バレーボール選手権大会

（全日本社会人バレーボール協会） 大体育室 9：00～21：00
4 木

5 金 神奈川県社会人クラブバドミントン大会春リーグ
（県社会人クラブバドミントン連盟） 大体育室 9：00～21：00

6 土 親子でバドミントン
（（公財）座間市スポーツ・文化振興財団） 大体育室 9：00～12：00

14 日

座間市バスケットボール春季大会
（市バスケットボール協会）

大体育室
A面 9：00～17：00

座間市春季バレーボール大会
（市バレーボール協会）

大体育室
B・C面 9：00～17：00

※駐車場（有料）の台数に限りがある為、来館の際は公共交通機関をご利用ください。
※大会及び催し物の観覧は自由です。（入場料の記載がある場合を除く。）


