
《電車》 ●京王新線「幡ヶ谷駅」 下車 徒歩6分  ●小田急線「代々木上原駅」下車 徒歩15分
《バス》 ●渋63・渋66系統「幡代」下車 5分  ●「幡ヶ谷」下車 7分 ●ハチ公バス（春の小川ルート）「ケアコミュニティ・せせらぎ」 下車 2分 

交通アクセス

９：００～２２：００

〒１５１-００６６  東京都渋谷区西原１－４０－１８

毎月第1・第3月曜日（祝日にあたる場合はその直後の平日）、
年末年始（12/29～1/3）、その他施設点検日 

住　　　所

ご利用時間

休　館　日

http://shibuspo.jp/ 渋谷区スポーツセンター

TEL.03-3468-9051
渋谷区スポーツセンター

※車での来場はできません。 

京王
線 幡

ヶ谷
駅

南口
代々木郵便局

〶

渋谷区スポーツ
センター運動場

城西幼稚園

区立西原小学校

本町一丁目

渋谷区西原
図書館

サクラホテル
幡ヶ谷

ファミリーマート

西原緑道公園

渋谷区
スポーツセンター

首都
高速
4号新

宿線

スポーツセンター入口

総合ケア
コミュニティ・
せせらぎ

個人でご利用の方は渋谷区在住・在勤・在学の方となります。 団体でご利用の場合は、
渋谷区のホームページをご確認ください。
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渋谷区スポーツセンター

2020年1月～3月 子ども向け

冬の各種教室案内

渋谷区スポーツセンターは、「区民の誰もが、いつでも、気軽に」利用できる総合体育施設です。

2020
WINTER

参加者募集！好評
受付実施中！

本施設は、ちがいをちからに共同事業体（株式会社ティップネス／株式会社ハリマビステム）が管理・運営をしています

大人向け 親子向け

渋谷区スポーツセンターは、区民の皆さまに健康づくりの
場を提供する施設として、様々な運動教室を開催しており
ます。 本誌ではその教室のご案内を掲載しております。
ぜひ保管して、お好きな教室にご参加くださいませ。

ぴったりはまるクラスが見つかる！

受付窓口及び電話にて仮予約を受付します。
お電話でお申込の方は1週間以内に手続きをお済ませください。 

定期教室のお申込み方法 TEL.03-3468-9051

※期限を過ぎた場合、キャンセルとなります。

お試し体験実施中！
お1人様
1教室
1回限り 

子ども・親子・大人プール教室 ※大人スタジオはありません お試し体験のお申込み方法

■各教室事前申込となります。
■受付窓口及び
　電話にて受付します。

※各教室、定員の場合はご参加いただけません。

22:00まで営業中!
９月まで21：００までの営業時間が

TOPICS

１０月より営業時間延長！



親子向け&
子ども向け教室

大人向け教室

運動初心者や中高齢者、女性の方でも使いやすい
マシンをラインナップ。 安心安全サポートします!

INFORMATION 渋谷区スポーツセンターの運動施設は都度利用でのご利用も人気です。

体の不調を改善したい！ キレイに痩せたい！筋力アップしたい！ 
運動不足を解消したい…など、あらゆる目的の方にジムトレーニ
ングはおすすめです。常駐の専任スタッフがお一人お一人に適し
たトレーニングをアドバイス・サポートいたしますので安心です！

Training Room トレーニング室

一年中快適に楽しめる
2つの屋内プールを完備！
2つのプールをご用意しています。
小さなお子さまからアスリートを
目指す方、健康志向の中高年の方
など、幅広くご利用いただけます。

Pool

1回400円
1回100円

大人

中学生以上
室内シューズを
ご持参ください

ご利用方法

ハンドルを握るだけで「体脂肪率」「脂肪量」「筋肉量」「体のバランス」
などが簡単に測定できます。トレーニングプランにも役立ちます。

「カラダ」が簡単にわかる体成分測定機器

※小学生以下の方はご利用いただけません。

1回2時間400円
1回2時間100円

無料

延長1時間200円
延長1時間   50円

無料

大人

中学生以上

幼児

ご利用方法スイミングプール／
25mプール・子どもプール

月額1,000円（税別）

TOPICS

契約期間は３ヶ月・６ヶ月

月極め契約ロッカー
申込受付中！

シューズやトレーニングウエア
シャンプーセットなど毎日ご利用いただく
お荷物はロッカーに預けませんか！

●25mプール／２５ｍ×１２ｍ（６コース）
　小学１年生以上（小学３年生までは保護者同伴）
●子どもプール／水深０．６ｍ
　満３歳以上～小学３年生まで（未就学児は保護者同伴）
※スイミングキャップを必ず着用ください。 ※オムツのとれたお子様に限ります。
※曜日・時間帯によっては、貸し切り使用が入ります。 事前にお問合せください。

※お1人様 1教室1回限りとなります。

2Fフロントまたはお電話にて
事前にお申込ください。

お申込み方法
特別体験後
即日入会で1,000円キャッシュバック!! キャッシュ

バック!!

1週間以内のご入会なら

500円

対 象 4歳～6歳
対 象 年中～小学1年生／15:30~16:30

小学1年～3年生／ 16:30~17:30
定 員 各10名（先着順）

16:00~17:00

英語でリズムダンス

ダンスを楽しみながら英語を覚えよう!!

12.12㊍ 13㊎
対 象 小学1年生～2年生
定 員 各5名（先着順）

17:00~18:00

遊んで楽しむ＆ロボットプログラミング

3つのカリキュラムで、楽しく運動遊びをしながら
自分で考える力を育てます。

12.12㊍ 13㊎ 19㊍ 12.11㊌

定 員 各10名（先着順）

みんなで楽しむ運動あそび

小学生や幼児体育教育の経験豊富な
スタッフが指導いたします!

12.12㊍ 13㊎
対 象 1歳6ヶ月～3歳11ヶ月と保護者
定 員 各10名（先着順）

9:30~10:30

親子で楽しむ運動あそび

お子さまの成長を考えたオリジナルプログラム!!

★各教室の詳細説明はＰ2をご覧ください。

ママヨガ

ママと赤ちゃんがいっしょにエクササイズ!!

12.11㊌ 18㊌
対 象 4ヶ月（首が据わっている）～1歳6ヶ月と保護者
定 員 各10名（先着順）

11:15~12:00

2020年
小学校
必須科目

1,000円（税込）12月
限定

親子向け教室

子ども向け教室
まだ間に合います! 参加者募集中!

特別体験実施中!!

手ぶらで運動が楽しめる！ 持ち物を忘れたときも安心!

レンタルサービス！
券売機でご希望のレンタル券をお買い求めのうえ、レンタル申込書に
必要事項をご記入ください。ご利用後は総合受付にご返却ください。

詳細は２階総合受付で
お問い合わせください。

種類 価格（税込）

◆レンタルサービス料金表

タオル（大）
タオル（小）
シューズ
Ｔシャツ

ショートパンツ
電子ホイッスル

ビブス（11枚セット）

150円
100円
200円
200円
200円
100円
200円

コチラからもご確認
いただけます！

場  所 第2スタジオ
定  員 各20名

講　師 新宅 雅也

元オリンピアンからの直接指
導で初心者の方を中心に基礎
的なトレーニングを行います。

元陸上競技日本代表。　
ロサンゼルス五輪10000m出場。
ソウル五輪マラソン出場。

水 19:00～20:30

秋・冬のオススメ教室をご紹介!

講　師 小西 雅子
リスタートランニングコーチ。元日本代表、
3000m学生記録保持者8分5８秒。ヨガイン
ストラクター。全米ヨガアライアンス RYT200 
取得。ジョグポート有明でYOGA＆RUN担当。
ラジオこしがやFM“Run Run Run”出演中。

金 19:00～20:30

※実施日の詳細はP6をご覧ください。

ランニングクラブ 都度参加 1,380円

気持ち良く
走り
ましょう!
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