
 

教室名 会   場 実施日・時間 対 象 指導者・備考 

陸上（初級者） 
中原小 グランド 火曜日 午後 4時 15分～ 

小学生 KSD陸上指導者 

川崎市陸上競技協会 

高津小 グランド 月曜日 午後 4時 15分～ 

富士見台小 グランド 水曜日 午後 4時～ 

王禅寺中央小 グランド 木曜日 午後 4時 30分～ 

下平間小 グランド 水曜日 午後 3時 30分～ 

宮前小 グランド 金曜日 午後 4時 15分～ 

稲田小 グランド 金曜日 午後 4時 15分～ 

野川小 グランド 月曜日 午後 4時 15分～ 

藤崎小 グランド 木曜日 午後 4時 15分～ 

下作延小 グランド 木曜日 午後 4時 15分～ 

宮内小 グランド 水曜日 午後 2時 30分～ 

東菅小 グランド 火曜日 午後 4時 15分～ 

下沼部小 グランド 金曜日 午後 4時 15分～ 

中野島小 グランド 金曜日 午後 4時 15分～ 

今井小 グランド 火曜日 午後 4時 15分～ 

南生田小 グランド 水曜日 午後 3時 15分～ 

栗木台小 グランド 月曜日 午後 4時 15分～ 

麻生小 グランド 月曜日 午後 4時 15分～ 

大師小 グランド 月曜日 午後 4時 00分～ 

百合丘小 グランド 水曜日 午後 2時 30分～ 

鷺沼小 グランド 火曜日 午後 4時 15分～ 

片平小 グランド 金曜日 午後 4時 30分～ 

西生田小 グランド 水曜日 午後 4時～ 

陸上（選手コース） 
等々力陸上（補助）競技場 

中原小、宮内小グランド 
土曜日 午後 3時～ 小学生 

KSD陸上指導者 

川崎市陸上競技協会 

陸上（初級・競技者） 
等々力陸上（補助）競技場

中原小 他 
土曜日 午前 9時 30分～ 

小・中・高校

生・一般市民 

KSD、KaJAC指導者 

川崎市陸上競技協会 

バレーボール① 

（初級・中級者） 
橘高校 体育館 火曜日 午後 6時 30分～ 小・中学生 橘高校指導教諭 他 

バレーボール② 

（初級者） 
宮内小 体育館 金曜日 午後 5時～ 小学生  

日本体育協会 

公認バレーボール指導員 

硬式テニス 平間小 テニスコート 
水曜日 午後 3時 15分～ 

水曜日 午後４時 30分～ 
小学生 テニス協会 

体操 
宮内小 体育館 

木曜日 午後 4時～ 

木曜日 午後 5時 15分～ 

幼稚園年長 

小学生 

日本体育協会・体操上級コーチ、 

名誉審判員、川崎市体操協会副会長 

王禅寺中央小 体育館 
水曜日 午後 4時 15分～ 

水曜日 午後 5時 20分 

幼稚園年長・

小学生 
日本フィジカルサポート 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※募集内容や人数など詳細については入会申込書をご覧ください 

藤崎小 体育館 月曜日 午後 5時 45分～ 
幼稚園年長・

小学生 
日本フィジカルサポート 

ミニバスケットボール 宮内小 体育館 
月曜日 午後 4時 30分～ 

月曜日 午後 5時 30分～ 
小学生 

ＪＢＡ公認コーチ 

元ミニバス指導者他 

登戸小 体育館 
水曜日 午後 3時 30分～ 

水曜日 午後 4時 00分～ 

小学生 

小学生 

ＪＢＡ公認コーチ 

多摩ミニバス指導者 

リトル・なでしこ 

サッカー 
東住吉小 グランド 金曜日 午後 4時 30分～ 小学生 AC等々力指導者 

宮崎台小 グランド 木曜日 午後 4時 30分～ 小学生 和光ユナイテッド 

モーニングヨガ ステップ 1 会館とどろき 火曜日 午前 9時 30分～ 

成人 

(高校生以上) 

ヨガインストラクター 

ボクシングエクササイズ 会館とどろき 火曜日 午前 10時 45分～ 新田ボクシングジムトレーナー 

ピラティス（ベーシック） とどろきアリーナ 水曜日 午前 9時 30分～ ジャイロキネシスインストラクター 

ジャイロキネシス とどろきアリーナ 水曜日 午前 10時 45分～ ピラティスインストラクター 

モーニングヨガ ステップ２ とどろきアリーナ 木曜日 午前 9時 30分～ ヨガインストラクター 

骨盤ビュティケア とどろきアリーナ 木曜日 午前 10時 45分～ エイジングケアインストラクター 

ピラティス（おなかメイン） 会館とどろき 金曜日 午後 0時 45分～ ピラティスインストラクター 

ズンバ 会館とどろき  金曜日 午後２時 00分～ ズンバインストラクター 

スキー 
スノーヴァ溝の口 

木曜日 午後 5時 30分～ 小学生 スノーヴァ溝の口専門コーチ 

スノーボード 金曜日 午後 5時 30分～ 小学生 スノーヴァ溝の口専門コーチ 


