
全て無料‼ 

～当日申込みのイベント～ 

直接会場におこしください 

 

— — お申込み方法— —  

各プログラムの開始１５分前より先着順で 

受付を開始します。【一般】の表示イベントは中学生を 

除いた１５歳以上の方が対象です 

イベント名 時間 場所 対象・人数 持ち物 

トレジャーハンティング １３：００～１３：３０ 小プール 
小学生以下 

２０人 
水着・水泳帽・タオル・必要であれば

ゴーグルをご用意ください。 

ロッカー利用の際には利用料が必要

です。  

（20円投入10円返却方式） 

※入場条件に付きましては、【プール

ご利用上の注意事項】をご確認くだ

さい。 

スポーツリバーシ １４：００～１４：３０ 小プール 
一般 

３０人 

ゴザ走り １４：５０～１５：５０ 大プール 
一般 

３０人 

水遊びコーナー ９：３０～１６：００ 幼児プール どなたでも 

バスケットボール 

無料公開 
１８：００～２１：３０ 大体育室 

一般 

運動しやすい服装（チノパン・ジーパン 

は不可）水分補給用のドリンク、タオル、 

室内履き   腹筋選手権 終日 
トレーニング 

ジム 

亀戸中央公園 

スタンプラリー 
１０：００～１５：００ 

亀戸中央公園 

(受付：亀戸SC) 
どなたでも なし 

足ツボ体験コーナー 終日 ロビー どなたでも なし 

お申込み・お問合せは… 

亀戸スポーツセンターまで ℡5609-9571 

…プールご利用上の注意事項… 

・オムツが取れていないお子様や、排せつコントロールの出来ない方はご利用いただけません。 

・小学3年生以下の方は、保護者の方と一緒にご利用ください。 

 保護者1人につきお子様3人までご利用いただけます。 

・小学4～6年生は２人以上で入場するか、18歳以上の保護者の同伴が必要です。 

・中学生の方が18時以降利用される場合には、18歳以上の保護者の同伴または送迎が必要です。 

・同伴する保護者の方も水着を着用の上、入場してください。 

★ 

東武亀戸線 亀戸水神駅下車 徒歩３分 

JR総武線  亀戸駅下車   徒歩１５分 

都バス   亀戸７丁目下車  徒歩６分 

※駐車場はありませんので、車でのご来館は 

 ご遠慮ください。 

（公財）江東区健康スポーツ公社 

亀戸スポーツセンター  

〒１３６－００７１ 江東区亀戸８－２２－１    
TEL ０３（５６０９）９５７１ 

FAX ０３(５６０９）９５７４ 

HP http://www.koto-hsc.or.jp/    

キッズチアダンス発表会 

各センターの教室受講生のみなさんが、日頃の練習の成果を発表します。 

ご家族、お友達と応援にお越しください。 

    開催日時 ： 開場 14：00  開演 14：30 

      （終演予定 16：00） 

開催場所 ： 亀戸スポーツセンター ２階 大体育室 
 

見学エリア最前部には、発表するチームのご家族用に入れ替わり制の見学エリアを設けます。 

並ばなくてもお子様の発表の際には最前部でご覧いただけますので、慌てずにお越しください。 

☆☆☆参加予定チーム☆☆☆ 

  キッズチア A （亀戸スポーツセンター） 

  キッズチア B （亀戸スポーツセンター） 

  Kids Wings   （亀戸スポーツセンター） 

  STARRY WINGS（亀戸スポーツセンター） 

  ジュニア☆ヒップホップ（スポーツ会館） 

  深川キッズチア教室（深川スポーツセンター） 

  有明キッズチア教室（有明スポーツセンター） 

  Rainbow Wings  （有明スポーツセンター） 

  LITTLE WINGS（東砂スポーツセンター） 

  LITTLE WINGS☆Joy（東砂スポーツセンター） 

  ガールズ・チア  （深川北スポーツセンター） 

  キッズチアダンス教室 （森下文化センター） 

  Sunny Wings Tiara☆（森下文化センター） 

  Sunny Wings Fine‼（森下文化センター） 

                  （順不同） 

※ 時間の都合上、 

終演が早まる事がございます。 

ご了承ください。 



全て無料‼ 

～事前申込みのイベント～ 

先着順での受付です! お早めに! 

— — お申込み方法— —  

9月15日(土)9:00より電話(℡5609-9571) 

 または１階受付にて先着順で受付を行います。 

 【一般】の表示のイベントは 

  中学生を除いた15歳以上の方が対象です。 

体育室イベント↓ 

イベント名 時間 場所 対象・人数 持ち物 

バスケットボール（3×3） ９：００～１１：３０ 大体育室 
小・中学生 16組 

（1組 3人以上） 

運動しやすい服装（チノパン・

ジーパンは不可）水分補給用

のドリンク、タオル 室内履き    

ボクササイズ ９：００～９：４５ 小体育室 
一般  

30人 

ストレッチポール １０：００～１０：３０ 小体育室 
一般  

30人 

きょうこ&やっしーの 

ワンツーリズム 
１１：００～１１：４０ 小体育室 

どなたでも ５０人 

親子でもこどもだけでもOK‼ 

小体育室 
一般 

２０人 

ストレッチポール 

ピラティス  
１７：００～１８：００ 

モナリザエクササイズ １８：１５～１９：１５ 小体育室 
一般 

３０人 

ポルトブラ ９：００～９：４５ 会議室 
一般 

１０人 

のびのび体操 １１：１５～１２：００ 会議室 
一般 

１０人 

ママとベビーの 

ニコニコ体操 
９：55～１０：55 会議室 

1歳未満の子と 

保護者 

運動しやすい服装、バスタオ

ル、タオル、ミルク、おむつ 

★第2期教室 受講生募集中☆ 
亀戸スポーツセンターでは、まだまだ追加募集を行っています。 

途中からでも受講していただけますので、お気軽にお問合せください。 

またフリータイム制教室の「ワンタイムレッスン」も開催しています。 

詳細は館内に設置しているチラシやホームページ等をご覧ください。 

★ 

★ 

★ 

★ 

プールイベント↓ 

イベント名 時間 場所 対象・人数 持ち物 

大プール 
一般 

３０人 
水着・水泳帽・タオル・ 

必要であればゴーグルをご用意ください。 

 

ロッカー利用の際には利用料が必要です。  

（20円投入10円返却方式） 

 

※入場条件に付きましては、裏面「プールご

利用上のご注意事項」をご確認ください。 

ウォーキング&スト

レッチ  
９：４５～１０：１５ 

レディースSUPヨガ １０：３０～１１：３０ 大プール 
一般（女性） 

１０人 

アクアビクス １１：４５～１２：４５ 大プール 
一般 

３０人 

親子で特訓 

～クロール編～ 
１５：００～１５：４５ 小プール 

５歳以上の子と 

保護者 

トレーニング室&プール 個人利用 無料です‼ 

ＳＵＰヨガ 

ＳＵＰの上で行うヨガです 

ポルトブラ  

フランス語で「手の運び・動き」

という意味です。バレエ・ダンス

などの動きで構成されています 

モナリザエクササイズ 

Most Obesity Known Are Low In Sympathetic 

Activity の略（肥満者の大多数は交感神経系

の動きが低下している）全身のリンパを流し、気

持ちよくリラックスしていただきます。 
3×3 

3人制 バスケットボール 

★おすすめイベント★ 

きょうこ&やっしーのワンツーリズム 

ゴザ走り 

普段はできないゴザ走り…体育の日

恒例になりつつあります！プール上の

ゴザを駆け抜ける体験をぜひ‼ 

トレーニング室 

9:00～21:50 

（最終入場21:30）   

中学生を除いた15歳以上の方  

・・・ご利用案内・・・ 
 

●トレーニング室ご利用の際は動き  

 やすい服装(ジーパン・チノパン等 

 不可）と、室内履きをご用意くだ 

 さい。 

●プールご利用の際は水着と水泳  

 帽を着用してください。 

●スタッフの指示に従い、譲り合っ  

 てご利用ください。 

●ロッカーは利用料が必要です。 （20円投入10円返却方

式）  

プール 

9:30～21:45 

（最終入場21:30）  

※入場条件については裏面の 

【プールご利用上の注意事項】をご確

認ください 

★ 


