
○　東京体育館の事業（10月・11月）

事業名 開催日時 概要（内容・申込方法等） 対象及び定員 参加料 問い合わせ

東京体育館スポーツドリーム2017 10月9日(月・祝)10:00～16:30

アスリートやお笑い芸人と一緒に楽しむスポーツイベント！体験できるスポーツは「バドミ
ントン」、「卓球」、「新体操」、「車いすバスケットボール」、「パラ・パワーリフティ
ング」、「トランポリン」、「クライミング」、「ダブルダッチ」、「ボクシング」など、
合計20種類以上！参加料無料、申込方法等詳細はHPから。

対象：一般都民 無料

スポーツドリーム2017事務局
電話：03-3453-5501

(公財)東京都スポーツ文化事業団
電話：03-5474-2165

ホームページ：http://www.sports-
dream2017.com/

トップスポーツ探検隊 10月29日(日)14:00～19:00

FC東京の試合会場や、入場ゲート、ピッチ、ウォーミングアップなどを見学するほか、去年
まで現役Jリーガーとしてプレーし、現在はFC東京普及部コーチとして活躍する榎本達也さ
んの講演も実施予定！もちろんFC東京VS清水エスパルスの試合も観戦します！プロのサッ
カー選手にググッと近づけるこのチャンスをお見逃しなく！
申込み／受付中(定員になり次第締切)

対象：小学校4年生～中学生(小学生は保護者又は引
率者同伴)
定員：50名

小中学生1,000円
同伴者2,000円

運動不足解消！「日常ながら運動」健康法 11月4日(土)10:00～12:00

 「日常ながら運動」は、時間や場所にとらわれず気軽に行うことのできる運動です。朝目覚
めてから、夜眠るまで、1日のライフサイクルに合わせて行うことのできる「日常ながら運
動」を学び、健康の維持・増進を目指しましょう。
申込み／受付中(定員になり次第締切)

対象：50歳以上の方
定員：60名

1,000円

膝痛・腰痛を起こさない歩き方！ 11月8日(水)14:00～16:00

膝痛・腰痛を起こさず歩くための方法をお伝えします。
いつまでも元気に歩くためには、自身の歩き方のくせを見直すことも大切です。
ぜひこの機会に正しい歩き方を学びましょう。
申込み／受付中(定員になり次第締切)

対象：50歳以上の方
定員：60名

1,000円

ジュニアスポーツ指導者育成セミナー 11月18日(土)18:00～21:00

ジュニアスポーツの指導者を対象に、ジュニア選手を育て、支えるための指導法を学びま
す。2部制となっており、1部目はトップアスリートの方を講師にお迎えし、自身の体験等を
お話しいただきます。2部目は多くのトップアスリートを指導し、ジュニアスポーツ選手の発
掘・育成をしてきた荒井秀幸氏を講師にお迎えし、「身体を思い通りに動かすためのトレー
ニング」をテーマに、正しい身体の使い方を紹介します。
申込み／9月19日(火)から(定員になり次第締切)

対象：中学、高校生のスポーツ指導者、保護者の方
定員：60名

1,000円

シニアのための健康体力づくりセミナー
11月22日(水)
【講義】13:00～14:30
【実技】15:00～16:30

日常生活を快適に行うために必要な筋力を維持する体操やトレーニングを紹介します。講義
と実技の二部制のため、詳しく学ぶことができます。講義のみ、実技のみの参加もできます
ので体力低下が気になる方などお気軽にご参加ください。
申込み／受付中(定員になり次第締切)

対象：50歳以上の方
定員：60名

2,000円(どちらかのみ参加
の方は1,000円)

○　駒沢オリンピック公園総合運動場の事業（10月・11月）

事業名 開催日時 概要（内容・申込方法等） 対象及び定員 参加料 問い合わせ

体育の日記念行事in駒沢オリンピック公園総合運
動場2017

10月9日(月・祝)10:00～16:00
体育の日を記念して駒沢オリンピック公園総合運動場の各施設・中央広場にて、子供から大
人まで楽しめ様々なスポーツ体験ができるイベントを開催します。
申込み／当日参加可能

対象：一般都民
無料
※一部プログラムを除く。

駒沢オリンピック公園総合運動場サービス担当
〒154-0013　東京都世田谷区駒沢公園１－１

電話：03-3421-6299

インターナショナルミニサッカー交流会
11月4日(土)
①年長、小学3・4年生　9:30～13:00
②小学1・2年生　　　 13:30～18:30

色々な国籍のお友達と一緒にサッカーを楽しもう！そして国際人としての第一歩を踏み出そ
う。
申込み／受付中(定員になり次第締切)

対象：①年長　②小学1～4年生
定員：①20チーム　②26チーム

①年長5,000円/1チーム
②小学生7,000円/1チーム

株式会社ファンルーツ
電話：03-6379-8905

メール：info＠funroots.net

東京オリンピックメモリアルギャラリーイベント
伴走体験×ランニング教室

11月18日(土)10:00～12:00
ランニングのスキルアップ＆トレーニング教室を開催します。伴走者として活躍中の講師を
招き、世界大会での体験談や、伴走の魅力について語っていただきます。
申込み／10月2日(月)から(定員になり次第締切)

対象：中学生以上
定員：20名

無料
駒沢オリンピック公園総合運動場サービス担当

〒154-0013　東京都世田谷区駒沢公園１－１
電話：03-3421-6299

メール：komazawa@tef.or.jp

ランニングビギナーズセミナー
11月25日(土)10:00～12:00

「これから運動をはじめたい」そんな方におすすめ！好評につきスロージョギング®を取り
入れた第２回目のランニングセミナーを開催します。
申込み／受付中(定員になり次第締切)

対象：18歳以上の方
定員：30名

1,000円

スマイルスポーツ事業センター
（公益財団法人東京都スポーツ文化事業団）

〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷１－１７－１
フリーダイヤル0120-612-001

携帯・ＰＨＳから03-5474－2150
※受付時間：平日１０:００～１７:００
ホームページ：http://smilesports.jp/

スマイルスポーツ事業センター
(公益財団法人東京都スポーツ文化事業団)

〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1
フリーダイヤル：0120-612-001
携帯・PHSから：03-5474-2150

※受付時間：平日10:00～17:00
ホームページ：http://smilesports.jp/



事業名 開催日時 概要（内容・申込方法等） 対象及び定員 参加料 問い合わせ

体育の日記念事業「武道・スポーツフェスティバ
ル２０１7」

10月9日(月・祝)9:00～

武道団体による演武発表会やトップアスリートによるトークショー、各種武道の体験などの
他、様々なスポーツの体験もできる「武道・スポーツフェスティバル２０１7」を開催しま
す。
お気軽にご参加ください！
申込み／一部プログラムを除き当日受付

対象：一般都民 無料

剣道(青少年広域武道稽古)

10月13日・20日・27日、11月10日・17日・24
日
(全て金曜日。年度を通じての開催ですが、途中からの
参加も可能です。)
各日17:00～18:30

剣道をしてみたい！もっと上達したい小・中学生の皆さん、東京武道館で楽しく稽古をして
みませんか。
持ち物：竹刀、剣道具、剣道着または運動着(竹刀・剣道具をお持ちでない方には貸出しをし
ております。)
申込み／稽古日にご来館ください。(開始30分前から受付)※事前予約は不要です。

対象：小・中学生の方
定員：各回20名

各回250円

なぎなた(広域合同稽古)

①10月17日・24日・31日、11月7日・14日
　14:00～16:00
②10月3日
　18:15～20:15
(全て火曜日。年度を通じての開催ですが、途中からの
参加も可能です。)

初心者から有段者まで、どなたでも参加できます。それぞれの目的に応じて、なぎなたの稽
古をしてみませんか。
持ち物：稽古着または運動着、なぎなた(なぎなたをお持ちでない方には貸出しをしておりま
す。)
申込み／稽古日にご来館ください。(開始30分前から受付)※事前予約は不要です。

対象：中学生以上の方
定員：各回30名

各回
中学生250円
一般500円

事業名 開催日時 概要（内容・申込方法等） 対象及び定員 参加料 問い合わせ

ベビースイミングスクール

10月12日(木)・19日(木)・23日(月)・26日(木)
11月2日(木)・9日(木)・27日(月)・30日(木)
※10月26日、11月30日は振替練習日
基本月3回
A)9:30～10:30 　 B)11:00～12:00

生後6ヶ月以上4歳未満の子供と保護者を対象としたスイミングスクールです。
申込み／受付中(定員になり次第締切)

対象：生後6ヶ月以上4歳未満のお子様と保護者
定員：各140組 280名

5,040円/月

こども水泳スクール

(1)10月10日・17日・24日、11月7日・28日(全て
火曜日)
(2)10月11日・18日・25日、11月1日・8日・29
日(全て水曜日)
(3)10月12日・19日・26日、11月2日・9日・30
日(全て木曜日)
(4)10月13日・20日、27日、11月10日・17日(全
て金曜日)
(1)～(4)は基本月3回 ※不足分は振替練習可能
(5)10月2日・23日、11月6日・27日(全て月曜日)
基本月2回
(1)～(5)いずれも、
①幼児(3歳～6歳・未就学児)15:20～16:20
②児童(小学生・中学生)(初級)16:20～17:20
③児童(小学生・中学生)(中・上級)17:20～18:20

幼児から小学生・中学生までを対象に、水泳の練習を行います。
申込み／(1)～(5)いずれも、受付中(定員になり次第締切)

対象：幼児(3歳以上)から小学生・中学生まで
定員：(1)～(5)いずれも、
　　　①幼児50名
　　　②児童100名(初級)
　　　③児童100名(中・上級)

(1)～(4)5,040円/月
(5)3,360円/月

上級者ジュニアスイミングスクール

10月10日(火)・13日(金)・17日(火)・20日(金)・
24日(火)・27日(金)
11月7日(火)・10日(金)・17日(金)・28日(火)
基本月6回   ※不足分は振替練習可能
17:20～18:30

４泳法取得者を対象に、泳ぎ込みやフォームチェック、メンタルトレーニングを行います。
※参加基準タイムがございます。
申込み／受付中(定員になり次第締切)

対象：4泳法をマスター(200ｍ個人メドレー)して
いるお子様(小学生～中学生)
定員：30名

6,720円/月

ベビー・リトル体育スクール

10月11日・18日・25日、11月1日・8日・29日
(全て水曜日)
基本月3回
①ベビー11:10～11:50
②リトル14:10～15:00

お子様とスキンシップやコミュニケーションを図ります。
申込み／受付中(定員になり次第締切)

対象：①ベビー：1歳以上(歩行が出来る)のお子様と
保護者
　　　②リトル：2歳～3歳のお子様
定員：①20組40名
　　　②20名

5,040円/月

こども体育スクール

10月10日(火)・11日(水)・13日(金)・17日(火)・
18(水)・20日(金)・24日(火)・25日(水)・27日(金)
の日程から基本月3回選択
11月1日(水)・7日(火)・8日(水)・10日(金)・17日
(金)・28日(火)・29日(水)の日程から基本月3回選択
①幼児(4歳～6歳)　　  15:30～16:30
②児童(小学1～3年生)  16:30～17:30
③児童(小学4～中学生) 17:30～18:30

幼児から小学生・中学生までを対象に、体育の練習を行います。
申込み／受付中(定員になり次第締切)
※お申し込み時のみ、火曜日・水曜日・金曜日のいずれかの曜日選択が必要。

対象：幼児(4歳以上)から小学生・中学生まで
定員：①幼児30名(4歳～6歳)
　　　②児童50名(小学1～3年生)
　　　③児童50名(小学4～中学生)

5,040円/月

キッズダンススクール

10月12日・19日・26日、11月2日・9日・30日
(全て木曜日)
基本月3回
①幼児(4歳～6歳)　　  15:20～16:20
②児童(小学1～3年生)  16:20～17:20
③児童(小学4～中学生) 17:20～18:20

幼児から小学生・中学生までを対象に、キッズダンスの練習を行います。
申込み／受付中(定員になり次第締切)

対象：幼児(4歳以上)から小学生・中学生まで
定員：①幼児20名(4歳～6歳)
　　　②児童20名(小学1～3年生)
　　　③児童20名(小学4～中学生)

5,040円/月

フラダンススクール
10月10日・24日、11月7日・28日(全て火曜日)
基本月2回
13:45～15:00

本場のフラダンスを堪能して頂きます。
申込み／受付中(定員になり次第締切)

対象：18歳以上の女性
定員：30名

3,150円/月

東京辰巳国際水泳場
〒135-0053　東京都江東区辰巳2-8-10

電話：03-5569-5061
※受付時間：平日9:00～19:00

ホームページ：http://www.tatsumi-swim.net/

東京武道館サービス担当
電話：03-5697-2111

○東京辰巳国際水泳場の事業（10月・11月）

○東京武道館の事業（10月・11月）



事業名 開催日 概要 対象 参加料 問い合わせ

ヨット教室
一般初級コース

10月土曜日コース：10月21日・28日・11月4日・
11日
10月日曜日コース：10月22日・29日・11月5日・
12日
11月土曜日コース：11月18日・12月2日・9日・
16日
11月日曜日コース：11月19日・12月3日・10日・
17日
いずれも9:00から16:00まで

ヨットに初めて乗る方、久しぶりに乗る方向けのクラス
インストラクターが一から教えます。
申込み/10月開催は9月1日（金）から受付、11月開催は10月1日（日）から、開催初日の
５日前までに電話またはインターネット・FAX受付（先着順）

対象：一般（高校生以上）
定員：2０名

7,000円/１日

ヨット教室
中級コース

10月コース：10月1日・7日・8日・9日・14日・
15日・21日・22日・28日・29日
11月コース： 11月3日・4日・5日・11日・12日・
18日・19日
いずれも9:00から16:00まで

中級者向けのクラスです。
一人で操舵できるようにインストラクターが指導します。
申込み/10月開催は9月1日（金）から受付、11月開催は10月1日（日）から、開催初日の
５日前までに電話またはインターネット・FAX受付（先着順）

対象：一般（高校生以上）
定員：2０名

7,000円/１日

若洲ヨット訓練所
電話：03-5569-6703
FAX：03-5569-6719

※受付時間：9:00～17:00（火曜定休）
ホームページ

http://www.tptc.co.jp/park/03_06

○若洲海浜公園ヨット訓練所の事業（10月・11月）


