
〇各スクールの活動場所へ開始時間までにお越しください。

〇運動しやすい服装で内履きシューズ・タオル・飲み物等をお持ちください。

スクールの活動曜日や時間、活動場所の変更がございますので
お間違えのないよう日程のご確認をお願いいたします。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいた
します。☆3日・17日（水）は行いません ☆4日（木）は休み ☆4日・18日（木）は行いません

(土) (土) (土) (土)

デイタイムレッスン・フリーレッスン会員 デイタイムレッスン・フリーレッスン会員
※一般の方200円、クラブ会員100円
で
参加できます

の方はチケットが必要です。 の方はチケットが必要です。
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第2トレーニング室 温水プール２Ｆ 中アリーナ
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水曜日 13:30～14:30 木曜日 19:30～20:30

の方はチケットが必要です。 の方はチケットが必要です。 ☆１日・15日（月）は休み

☆3日（水）は休み

デイタイムレッスン・フリーレッスン会員 デイタイムレッスン・フリーレッスン会員 (水) (月) (水)

太極拳・気功法 すっきりピラティス

☆5日・１９日（金）は休み

木曜　13:00～15:00

☆３日・17日（水）は休み
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体幹しっかりヨーガ
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温水プール２Ｆ 温水プール２Ｆ

水曜日 19:30～20:30 金曜日 19:30～20:30 月曜：13:30～14:30 　水曜：15:00～16:00

☆4日（木）は休み
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☆3日・17日（水）は休み ☆1日・15日（月）・4日・18日（木）は休み

(月) 女子

スタイルアップヨーガ

大アリーナ 大アリーナ

ヨーガセラピー

☆6日・20日は砺波体育センター☆17日（水）は砺波体育センター ☆18日は砺波体育センター

☆8日（月）は大アリーナ18時～20時

調　整　中

　【　はじめてスポーツスクールに参加する皆様へ　】
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大アリーナ
土曜日 18:00～21:00

☆4日・18日（木）は休み

水曜日 10:00～12:00 月・木曜日 19:00～21:00 水曜日　　19:00～21:00 木曜日　中アリーナ　　19:00～21:00

☆1日・15日（月）・4日・18日（木）は休み

☆22日（月）に大アリーナにて行います. ☆22日（月）に大アリーナにて行います.

(月) (木) (月)

☆3日・17日（水）は休み

ラージボール卓球 卓球チャンピオン バドミントンチャンピオン バドミントンチャンピオン バドミントンチャンピオン ソフトテニスチャンピオン

☆5日・19日（金）は休み ☆5日・19日（金）は休み

☆19日は庄川体育センター

☆5日（金）は休み
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ちびっこ・キッズ サッカー ジュニアサッカー 卓球ジュニア
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☆4日・18日（木）は休み☆１日・15日（月）は休み ☆１日・15日（月）は休み

中アリーナ 大アリーナ 第2トレーニング室 大アリーナ
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ちびっこのびのびスポーツ チャレンジスポーツ 新体操ジュニア キッズ・ジュニア ダンス ソフトテニスジュニア フェンシング

子供スクールは初回のスクール時に先生から会員カードをお渡しします。

　大アリーナは観覧席、中アリーナはエントランスホールからご覧ください。

〇欠席される場合はNPO法人SEIBUスポーツクラブ事務局まで、ご連絡
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☆3日（水）は休み

していただきます様にお願いいたします。　　TEL　0763-33-3077

　【　スポーツスクール受講の皆様へ　】

☆29日（月）に活動を行います。
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☆会員カードについて

なくさない様にバッグ等に入れて、スクールにお持ちください。

〇ラケット系スクールは、スクールで準備したものをお使いいただけます。
〇お子様のスクール中は、保護者の方がアリーナには入場できません。

第2トレーニング室

NPO法人SEIBUスポーツクラブ事務局

（0763）33-30772023年 月



中アリーナ 中アリーナ

(木) (木) (木) (木)
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バドミントンチャンピオン

していただきます様にお願いいたします。　　TEL　0763-33-3077
〇欠席される場合はNPO法人SEIBUスポーツクラブ事務局まで、ご連絡

なくさない様にバッグ等に入れて、スクールにお持ちください。

☆会員カードについて

子供スクールは初回のスクール時に先生から会員カードをお渡しします。

〇各スクールの活動場所へ開始時間までにお越しください。

〇運動しやすい服装で内履きシューズ・タオル・飲み物等をお持ちください。

〇ラケット系スクールは、スクールで準備したものをお使いいただけます。

〇お子様のスクール中は、保護者の方がアリーナには入場できません。

大アリーナは観覧席、中アリーナはエントランスホールからご覧ください。

　【　スポーツスクール受講の皆様へ　】

日頃より会員の皆様には大変お世話になっております。
NPO法人ＳＥＩＢＵスポーツクラブでは、新型コロナウィルス
感染拡大を防止する為、スクール前後の手指消毒・検温
をお願いしております。ご協力をお願い申し上げます。

　【　はじめてスポーツスクールに参加する皆様へ　】

☆5日（水）は行いません

デイタイムレッスン・フリーレッスン会員 デイタイムレッスン・フリーレッスン会員

の方はチケットが必要です。 の方はチケットが必要です。
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☆29日（土）は休み
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の方はチケットが必要です。

デイタイムレッスン・フリーレッスン会員
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☆6日（木）は行いません

(木)
※一般の方200円、クラブ会員100円
で
参加できます
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太極拳・気功法 すっきりピラティス

水曜日 13:30～14:30 木曜日 19:30～20:30
第2トレーニング室 温水プール２Ｆ

中アリーナ
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木曜　13:00～15:00
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の方はチケットが必要です。 デイタイムレッスン・フリーレッスン会員の

方はチケットが必要です。
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スタイルアップヨーガ 体幹しっかりヨーガ ヨーガセラピー

水曜日 19:30～20:45 金曜日 19:30～20:30 月曜：13:30～14:30 　水曜：15:00～16:00
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新年度は５月から開催
（４月は休講）
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NPO法人SEIBUスポーツクラブ事務局

（0763）33-30772023年 月


