


ジュニアスポーツ編

帯広の森アイスアリーナ・第二アイスアリーナの教室 お問合せ先 ／帯広の森アイスアリーナ  TEL0155-48-6256

教　室

ちびっこスケート教室

はじめてのスケート教室

9月～10月
10月～11月 各10回 小学1・2年生及び

3～６年生の未経験者17：10～18：00

10：00～11：30

各70人

25人

各5,000円

土・日

月・水・土

7月～8月

時 期 曜 日 開催時間 回 数 定員 参加料対　象

帯広の森体育館の教室 お問合せ先 ／帯広の森体育館   TEL0155-48-8912

教　室 時 期 曜 日 開催時間 回 数 定員 参加料対　象

2回 小学 1・2年生 1,000円

500円

（1回目）
（2回目）
（小学校低学年）

帯広の森スポーツセンターの教室 お問合せ先

教　室 時 期 曜 日 開催時間 回 数 定員 参加料対　象

教　室
（1回目）
（2回目） 6月～7月

5月～6月 17：00～17：50

17：00～17：50

各8回

小学4～６年生

16：00～16：50
17：00～17：50

17：00～17：50
18：00～18：50

16：00～16：50
17：00～17：50

60人
各60人
各60人

各4,000円水・金
8月～9月

時 期 曜 日 開催時間 回 数 定員 参加料対　象

帯広の森陸上競技場の教室 お問合せ先 ／陸上競技場          TEL0155-47-1188

／帯広の森スポーツセンター TEL0155-48-2401

教　室

教　室

時 期 曜 日 開催時間 回 数 定員 参加料対　象

9月～10月
24回

小学１～６年生の
初心者

18：00～18：50

9：00～9：50

60人
40人 12,000円5月～12月 金

（4回目）
めだかUP

Ｊｒ．サマースイミング（集中コース）
春めだか短期水泳教室

小学１～３年生の初心者各38回 80人
60人 19,000円5月～3月 木小学１～３年の年間水泳教室

小学１～３年生の初心者6回 60人
60人

3,000円
2,000円

7月 木～火
17：00～17：50 小学１～６年生の初心者4回4月 水～土

（3回目）

フィギュアスケート教室

はじめてのキッズバレエ
ジュニアヒップホップダンス

フィギュアスケート初心者教室
フィギュアスケート教室

10月 17：00～18：30
17：00～18：00

土
日

（毎月設定）

10月～12月 8回 年中～小学2年生

年中～小学2年生

年中～小学2年生

15：45～16：45 20人
20人

4,000円金

スピードスケートワンポイントレッスン 11月～2月 15：00～17：00 1時間当り水
1シーズン 小学生以上の初心者（帯広市内の小中学校冬休み期間は、15：00～17：00）

4歳以上の初心者
17：30～19：00 6名程度 無料

金
2回
8回

1,000円
4,000円

ショートトラックスケート教室　　 10月 5回 中学生以上のスピードスケート経験者18：00～20：00 20人木 2,500円
冬休み初心者スピードスケート教室 1月 3回 小学１～３年生の初心者16：00～17：00 30人水・木・金 1,500円

11月 ４歳以上
（補助無しで滑走出来る方）19：00～20：00

各20人月・金

幼児と児童の走り方教室 5月中旬 1回 小学1～3年生10：45～12：15 100人日

2,500円

帯広の森屋内スピードスケート場の教室 お問合せ先 ／帯広の森屋内スピードスケート場 TEL0155-49-4000

時 期 曜 日 開催時間 回 数 定員 参加料対　象
ちびっこスケート教室（オーバル） 11月 5回 小学1～6年生17：00～18：00 120人未定

小学生水泳教室

帯広の森野球場の教室 お問合せ先 ／帯広の森スポーツセンター TEL0155-48-2401

教　室 時 期 曜 日 開催時間 回 数 定員 参加料対　象
無料プロ野球パ・リーグ公式戦観戦教室 6月24日 1回 市内在住の小中学生13：00試合開始 394人水

楽しいアイスホッケー初心者教室  

レッツ！バルシューレ　
6月～7月

各30人

各20人

水（1回目）
9月～10月 各6回

各6回

15：45～16：35
15：45～16：35金（2回目）

1月～2月 15：45～16：35水

水～土

（3回目）
各2,400円

子供体力向上 7月～8月
8月～9月

16：00～17：00木（1回目）
（2回目）

各3,000円

4,000円小学1・2年生
小学2～6年生

小学生（低学年）運動教室 11月～12月
夏休み中の４日間

8回
4回

16：00～17：00
11：00～12：00

15人木

指導者・保護者のためのメンタルトレーニング講習会 各1回 保護者16：00～18：00
各20人 各1,500円土12月5日

指導者19：00～21：00
一　般1,000円
中学生　500円中学生以上実力を発揮するためのメンタルトレーニング講習会 12月6日 1回9：00～17：00 180人日

2,000円
バルシューレ

帯広の森市民プールの教室　　 お問合せ先 ／帯広の森市民プール  TEL0155-47-3630

帯広市財団

ZAIDANスクール 2020-21ZAIDANスクール 2020-21 《各教室の募集は開催の2ヶ月前からです》

文化・スポーツ各種講習・教室ご案内

ここから発信できる

夢がある

予定ですので変更となる場合があります。
なお、お申込みなどの詳細は、ホームページ
などで都度ご確認ください。

こども運動教室

9月上旬～3月下旬 15回 5歳児から小学3年生まで10：00～12：00 70人土・日 別途


