
令和2年3月7日

シニア（60歳以上）対象教室

No. 教室名/コース 曜日 受講料 抽選状況

深1 転ばぬ先のトレーニング 5/7 ～ 7/23 （12回） 木 6,240円 応募者多数のため抽選

深2 シニア笑って楽しむ認知症予防体操 5/13 ～ 7/15 （10回） 3,600円 全員当選

深3 シニア健脚力アップ体操 5/13 ～ 7/15 （10回） 3,600円 全員当選

深4 シニア体力アップ体操 5/8 ～ 7/17 （11回） 金 3,960円 応募者多数のため抽選

一般向け教室

No. 教室名/コース 曜日 受講料 抽選状況

深5 シェイプアップ体操 5/12 ～ 7/14 （10回） 5,700円 応募者多数のため抽選

深6 発声エクササイズ 5/12 ～ 6/23 （7回） 3,990円 全員当選

深7 脳トレエクササイズ 5/12 ～ 6/23 （7回） 3,990円 全員当選

深8 吹矢＆呼吸体操 5/12 ～ 6/23 （7回） 4,340円 全員当選

深9 呼吸コアトレ 5/8 ～ 6/19 （7回） 3,990円 全員当選

深10 リフレッシュ体操 5/8 ～ 7/17 （11回） 6,270円 応募者多数のため抽選

深11 リラックスヨガ 5/13 ～ 7/15 （10回） 水 5,700円 全員当選

深12 おめざめパワフルヨガ 5/9 ～ 7/18 （11回） 6,270円 応募者多数のため抽選

深13 おめざめソフトヨガ 5/9 ～ 7/18 （11回） 6,270円 応募者多数のため抽選

深14 ピラティス 5/7 ～ 7/16 （11回） 6,270円 全員当選

深15 社交ダンス 5/7 ～ 8/27 （15回） 10,950円 全員当選

深16 ZUMBAⓇ 5/8 ～ 8/7 （13回） 金 7,410円 全員当選

深17 バドミントン 5/12 ～ 7/14 （10回） 火 6,700円 応募者多数のため抽選

深18 中級者バドミントン 5/13 ～ 7/8 （9回） 水 7,290円 全員当選

深19 モーニングバドミントン 5/8 ～ 7/10 （10回） 金 6,700円 応募者多数のため抽選

深20 卓球 5/12 ～ 6/9 （5回） 火 3,000円 応募者多数のため抽選

深21 柔道（一般） 5/13 ～ 7/1 （8回） 4,560円 全員当選

深22 弓道 5/13 ～ 7/1 （8回） 6,800円 応募者多数のため抽選

深23
はじめてのクライミング
（一般）

5/8 ～ 6/12 （6回） 金 9,000円 全員当選
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変更後の日程

変更後の日程
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女性対象教室

No. 教室名/コース 曜日 受講料 抽選状況

深24 ハワイアンフラ 5/7 ～ 10/22 （22回） 木 12,540円 応募者多数のため抽選

深25 レディースバドミントン 5/8 ～ 7/10 （10回） 金 6,700円 応募者多数のため抽選

深26
はじめてのクライミング
（女性）

5/8 ～ 6/12 （6回） 金 9,000円 全員当選

こども向け教室   

No. 教室名/コース 曜日 受講料 抽選状況

深27 ベビー体操（火） 5/12 ～ 7/14 （10回） 火 6,200円 全員当選

深28 ベビー体操（土） 5/9 ～ 7/18 （11回） 土 6,820円 全員当選

深29 ひよこ体操（水） 5/13 ～ 7/15 （10回） 水 6,200円 全員当選

深30 ひよこ体操（木） 5/7 ～ 7/16 （11回） 木 6,820円 全員当選

深31 ひよこ体操（金） 5/8 ～ 7/17 （11回） 金 6,820円 全員当選

深32 ひよこ体操（土） 5/9 ～ 7/18 （11回） 土 6,820円 応募者多数のため抽選

深33 3歳児体操 5/8 ～ 7/17 （11回） 金 5,720円 全員当選

深34 4・5歳児体操 5/8 ～ 7/17 （11回） 金 5,720円 応募者多数のため抽選

深35 ガンバ体操 5/13 ～ 7/15 （10回） 水 5,200円 応募者多数のため抽選

深36 キッズダンス 5/8 ～ 8/7 （13回） 金 6,760円 応募者多数のため抽選

深37 はじめてのキッズフラ 5/9 ～ 7/18 （11回） 土 5,720円 全員当選

深38 柔道（小・中学生） 5/13 ～ 7/1 （8回） 水 4,160円 全員当選

深39 ミニバスケットボールA 5/13 ～ 7/8 （9回） 水 4,680円 応募者多数のため抽選

深40 ミニバスケットボールB 5/13 ～ 7/8 （9回） 水 4,680円 全員当選

深41
はじめてのクライミング（小・中学
生）

5/9 ～ 7/18 （6回） 土 9,000円 応募者多数のため抽選

深42 はじめてのクライミング（親子） 5/9 ～ 7/18 （6回） 土 18,000円 応募者多数のため抽選

深塾 小学生深川スポーツ塾【通年教室】 5/16 ～ 2/27 （14回） 土 4,340円 全員当選

変更後の日程

変更後の日程


