
要事前申込み 要事前申込み

［秋の教室］参加者募集!好評受付実施中!

TEL.03-3468-9051

今こそ、きちんと
「運動習慣」始めませんか。

要事前申込み 当施設受付窓口・電話受付

20組 15名

1,000円（税込）

考えられた親子遊びを通して、自発的な
考えができるようになるなど、お子さま
の成長を引き出す人気の親子クラスです。

スペシャル体験ＤＡＹ 10:00ー11:0010/11 親子向け教室

定　員

参加費

01 親子で楽しむ運動あそび

先着順！！

無料！！

ストレッチポールを用いて、背筋周りをス
ッキリ整えていきます。その他セルフマッ
サージやコアトレーニングも行います。

02

15:45ー16:30
大人向け教室

定　員

参加費

リラックスポール

先着順！！

NEW
クラス

この秋の運動スタートに！ぜひご参加ください！

要事前予約！電話でも受付窓口でもＯＫ！

10/11・25MON

610円/回（税込）が1,320円/回（税込）が

大人向け教室／スイミング 大人向け教室／スタジオ 大人（シニア向け教室 子ども向け教室／スタジオ

MON 10/11・25MON

体験価格！

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。

渋谷区スポーツセンター

秋の各種教室案内
VOL

09
2021

AUTUMN2021年10月 子ども向け 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。本紙ではその教室のご案内を
抜粋して掲載しております。 教室の詳細はWEBサイトをご覧ください。

http://shibuspo.jp/

シブスポ

※先着順となります。定員になり次第、締め切らせていただきます



かんたんストレッチ

〒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 ９：００～２２：００ご利用時間

休　館　日

http://twitter.com/shibuspo/ツイッター シブスポ

ツイッター始めました！

http://shibuspo.jp/TEL.03-3468-9051
渋谷区スポーツセンター

●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
●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 

《電車》

《バス》

交通アクセス ※車での来場はできません。 

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。

一年中快適に楽しめる
2つの屋内プールを完備！

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。いつでもお気軽にトレーニングが楽しめます！

●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）運動初心者や中高齢者・女性の方でも

使いやすいマシンラインナップ! 
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安心・安全のために
衛生管理に

取り組んでおります。

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。

シブスポ

トレーニング室 Pool スイミングプール／25mプール・子どもプール

大　人

小中学生

幼　児

利用区分 1回2時間 延長1時間

（税込）（税込）

無料 無料

100円 50円
400円
100円

大　人

中学生以上

1回

1回

（税込）

（税込） ※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・時間帯により貸切使用が入ります。
　事前にお問合せください。

日

ウォーターラッシュ

お子さまから大人まで楽しく続けられるレッスンをご用意!豊富な暮らしクラスからあなたにあったクラスがきっと見つかる!

450円/回（税込）

アクアキャンプ30

初めてでも出来るリラックスヨガ

アクアシェイプ

610円/回（税込）

16:15~16:45
（30分）

月 11:30~12:00
（30分）

木 13:45~14:30
（45分）

リラックスポール

骨盤リズムダイエット

月 15:45~16:30（45分）

610円/回（税込）参加費

簡単なリズム運動で骨盤周辺
の筋肉を満遍なく刺激します。
くびれやボディライン作りに
効果的です。

子ども向け教室 年中（4歳）～小学6年生

かんたんに
くびれメイク!

週5本
実施！

月 12:30~13:15（45分）

日 15:00~15:45（45分）

土 19:20~19:50（30分）

610円/回（税込）

450円/回（税込）

※休館日を除きます。

KIDSSCHOOL

※渋谷区に在住または在学（園）のお子さまが対象です。　※お一人様1回限りです。
※直接窓口かお電話にてお申し込みください。

1,530円（税込）各クラス
1回

要事前予約
（前日までOK）

キッズバレエ

木 木

バレエの基礎を習得しながら、均整

のとれた身体をつくります。創造

力・表現力も身につきます。

基本運動である「かけっこ」。その

「走るコツ」をお子さま向けにわかり

やすく指導していく教室です！

キッズかけっこ教室

キッズスクールの詳細は、
当館webサイトをご覧ください。

キッズ

秋の体験教室秋の体験教室秋の体験教室

※室内シューズをご持参ください。 
※小学生以下の方はご利用いただけません。

サポートも

万全です！
泳いでも、

歩くだけ
でも！

400円（税込） 200円（税込）

換気を行います
サービスにより
人数制限をします

距離を保つための
利用制限をしています

より一層の
清潔に努めます

ロッカー間の
距離を保ちます検温できます消毒液を設置します ソーシャルディスタンス

を推奨します
マスクの着用を
徹底します

スタジオ

シブスポのおすすめレッスン！

開催日時

大人向け
教室

16歳以上の方

STUDIO

プール

4歳～年中

POOL

POWERクラス 筋トレが苦手な方にオススメ! 

10月よりスタート！
人気のヨガプログラムからダンス・シェイプアップ系プログラムまで多彩なレッスンをラインナップ！ 運動不足解消やストレス解消に是非、ご参加ください！

水泳をマスターしたい方の

スイミングクラスだけでなく、

水中でエクササイズする

アクアクラスも大人気です！

運動不足解消に最適です。

シブスポのおすすめアクアレッスン！

610円/回（税込）参加費

参加費

昼ヨガ
火 13:20~14:20（60分）

710円/回（税込）参加費

参加費

450円/回（税込）
参加費 参加費

金 12:30~13:45（75分）
木 11:30~12:15（45分）

日 17:00~18:15（75分）

1,120円/回（税込）参加費

泳げなくても大丈夫！水中で絶えず動くアクアレッスンは持久力UPにも効果的です。体力や目的にあわせて選べます！

15:00~16:00 年長～小1 16:00~17:00
木 木小2～小3 17:00~18:00 小4～小6 18:00~19:00

火 土年少～年長 15:30~16:30 10:00~11:00
ジュニア 土小1～小6 11:00~12:00

お腹シェイプ下半身シェイプ

ショートレッスン（15分）
ウォーミングアップにおすす

めのレッスン！無料

上半身シェイプ

フィットネスど真ん中のプログラム！

動いて汗をかきたい全ての方へ

楽しみながら運動を習慣化したい方へ


