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● ビームライフル・ピストル体験
● エアースカッシュ体験
● 跳び箱・鉄棒教室

● テニス教室～プレイ＆ステイ（応募締切済）
● 車いすバスケットボール体験会
　（事前申込制・9月29日締切）

● ボルダリング体験（持ち物:体育館シューズ）
● アーチェリー体験
●  ミズノ流忍者学校 (13：00～15：00）

● オープニングセレモニー ● 演奏 ● ダンス
● 太極拳　● お笑いLIVE　● チアダンス
● ダブルダッチ　　● フープダンス　　
● ゴスペル　● ベリーダンス　　
● ワールドマスターズゲームズ2021関西大会ＰＲ
● 京都ハンナリーズ（選手出演予定）
● 音楽LIVE　● 合唱

● 弓道体験 ● ゲートボール体験 ● 3Ｂ体操体験
● ペタンク体験 ● 柔道体験 ● 武術太極拳体験
● ダブルダッチ体験 ● スラックライン体験
● フープダンス体験 ● サッカーチャレンジ体験
● スケートボード体験 ● クライミング体験
● ３×３GAME.EXE in NISHIKYOGOKU
　（事前申込制・9月27日締切）
● バスケキッズフェスティバル
● エコブース ● スタンプラリー＆抽選会
● 地震体験コーナー（起震車） ● 飲食販売
● ワールドマスターズゲームズ2021関西
　・京都マラソン2018PRブース
● 京都サンガF.C.　● 京都ハンナリーズ　

各エリアのイベント

当日参加可能な楽しい
イベントがいっぱい!!
当日参加可能な楽しい
イベントがいっぱい!!

（持ち物：体育館シューズ）

※掲載内容は現時点での予定です。内容が変更となる場合はホームページで告知いたしますのであらかじめご了承ください。
お問合せ 京都市体育協会 事業運営課  TEL：075-313-9134　URL  http://www.kyoto-sports.or.jp/festa14th/

ハンナリーズアリーナエリア

メインステージエリア 園路エリア

京都アクアリーナエリア市民スポーツ会館エリア

この印刷物が不要になれば、「雑がみ」として古紙回収へ！

市民スポーツ会館

総合受付（市民スポーツ会館）



日　　程

場　　所

【第16回京都市民総合体育大会 合気道研修会】【第16回京都市民総合体育大会 合気道研修会】
平成29年11月19日（日）平成29年11月19日（日）

武道センター 旧武徳殿武道センター 旧武徳殿
集合時間 9：309：30

申込期間 平成29年10月1日（日）～平成29年11月13日（月）平成29年10月1日（日）～平成29年11月13日（月）
電話、FAX、メール電話、FAX、メール

氏名、性別、年齢、電話番号氏名、性別、年齢、電話番号
申込方法

申込必要事項

開始時間 10：0010：00

参加対象 京都市在住か
京都市在勤・在学の15歳以上
京都市在住か
京都市在勤・在学の15歳以上

参加料 500円500円 定　　員 20名20名

TEL／FAX：075-326-7575　Mail：aiki@zb.cyberhome.ne.jp

お申込み・お問合せ  京都市合気道連盟
　　　　　　　　　〒600-8879 京都市下京区西七条中野町5-2

【第16回京都市民総合体育大会 年齢別ボウリング競技大会】【第16回京都市民総合体育大会 年齢別ボウリング競技大会】

　〒607-8351 京都市山科区西野八幡田町8 小原方
　 TEL：090-1580-9959　FAX：075-581-2454
　 Mail：obarat@maia.eonet.ne.jp 

お申込み・お問合せ  
京都市ボウリング協会

日　　程 平成29年11月3日（金・祝）平成29年11月3日（金・祝）
集合時間 9：009：00

申込期間 平成29年10月1日（日）～平成29年10月24日（火）平成29年10月1日（日）～平成29年10月24日（火）

氏名、性別、年齢、生年月日、郵便番号、住所、
電話番号、参加部門
氏名、性別、年齢、生年月日、郵便番号、住所、
電話番号、参加部門

はがき、FAX、メール
※ 会場のしょうざんボウルでも申込を受け付けております。
はがき、FAX、メール
※ 会場のしょうざんボウルでも申込を受け付けております。

申込方法

申込必要事項

開始時間 9：309：30

参加対象 京都市在住か京都市在勤・在学の18歳以上京都市在住か京都市在勤・在学の18歳以上

内　　容 ６部門（29歳以下、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上）
男女混合個人戦４G
６部門（29歳以下、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上）
男女混合個人戦４G

参加料 2,000円2,000円 定　員 150名150名

場　所 しょうざんボウルしょうざんボウル

大相撲京都場所平成29年秋巡業

チケットぴあにて販売中  TEL:0570-07-8833（Pコード：835-912）　※完売の席種もございます

島津アリーナ京都（京都府立体育館）
京都市北区西大路通大将軍西200m

日
時

場
所

平成29年10月15日（日）
　　　　　　　8：00～15：00

開催場所：
西京極総合運動公園内 各施設

※いずれの試合も観戦チケットは有料です。別途販売店等でお買い求めください。

公益財団法人京都府体育協会  TEL：075-692-3455

©KyotoHannaryz/B-league©KYOTO.P.S.©Japan Women's Baseball League

ヴィクトリアシリーズ　第20戦 明治安田生命J2リーグ
第37節

B1リーグ

京都フローラ公式サイト
http://www.kyoto-flora.com/

京都サンガF.C.公式サイト
http://www.sanga-fc.jp/

京都ハンナリーズ公式サイト
https://hannaryz.jp/

京都フローラ京都フローラ 京都サンガF.C.京都サンガF.C. 京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ

京都フローラ
VS

埼玉アストライア
13:00 プレイボール

開催場所：わかさスタジアム京都

京都ハンナリーズ
VS

西宮ストークス
17:05ティップオフ

開催場所：ハンナリーズアリーナ

京都サンガF.C.
VS

ロアッソ熊本
15:00キックオフ

開催場所：陸上競技場兼球技場

お問合せ

プレミアムサタデー in Kyoto10月

14日（土）//もっと元気に、京都のプロチーム＆みんなでスポーツ//

京都のプロスポーツをみんなで応援しよう!!

当日開催イベント当日開催イベント 当日のチケット特典当日のチケット特典

● 体組成測定ブース
　 体脂肪率や筋量、基礎代謝などを測定できます！
　 自分の体の状態をチェックしてみましょう☆

● グルメロード
　 飲食販売もたくさん出店します！

当日開催されるいずれかの試合のチケットをお持ちの方は、
他の2試合も特典価格でご観戦いただけます。

京都サンガF.C.

京都ハンナリーズ

京都フローラ

SB自由席

2階自由席

内野席

席　種チーム 特 典 価 格
〈大人〉1,000円 〈小中高〉500円
　　　 ※シニア含む

〈大人〉1,000円 〈小中高〉500円

〈一般〉500円　※中学生以下は無料

提供：京都府体育協会、京都市体育協会



（　　　　　　　　　　　　　 ）（　　　　　　　　　　　　　 ）

第14回 みんなのスポーツフェスタ

京北ウオークⅡ桂川源流へのみちを行く

平成29年11月12日平成29年11月12日日 10：00スタート10：00スタート
日 時

① 京都駅 八条口 アバンティ前  サンクンガーデン
② ウッディー京北
① 京都駅 八条口 アバンティ前  サンクンガーデン
② ウッディー京北

申込方法

コース

集合場所

FAXまたはホームページ申込フォームから
　氏名・ふりがな・郵便番号・住所・電話番号・年齢
　参加コース・集合する場所を明記

FAXまたはホームページ申込フォームから
　氏名・ふりがな・郵便番号・住所・電話番号・年齢
　参加コース・集合する場所を明記

京北・近畿自然歩道コース（16km及び11km）京北・近畿自然歩道コース（16km及び11km）

募集締切

お申込み
お問合せ

平成29年10月25日（水）＜必着＞平成29年10月25日（水）＜必着＞
公益財団法人京都市体育協会　事業運営課
TEL：075-313-9134　FAX：075-313-6043　http://www.kyoto-sports.or.jp/kw2017
公益財団法人京都市体育協会　事業運営課
TEL：075-313-9134　FAX：075-313-6043　http://www.kyoto-sports.or.jp/kw2017

日本市民スポーツ連盟認定大会

宇津峡公園

定　員 200名 ※ 応募多数の場合抽選200名 ※ 応募多数の場合抽選

参加料 1,000円
（参加賞、京北鍋（豚汁）代含む）
1,000円
（参加賞、京北鍋（豚汁）代含む）

卓球フェスティバル
平野 早矢香 氏2012年 ロンドンオリンピック

卓球競技　女子団体銀メダリスト

スペシャルゲスト

日 程
時 間

内 容

平成29年11月4日（土）
①　9：30 ～ 12：00（18歳以上）
② 13：00 ～ 15：30（中学生以上）
　　　　　　　　　　※大人も可
・平野氏による講話 ・質問コーナー
・ワンポイントアドバイス
・抽選によるチャレンジマッチ等
※ 当日の進行状況により内容を変更する可能性があります。

申込方法 電話またはFAX（氏名・ふりがな・郵便番号・住所・電話番号・年齢・参加クラスを明記）

市民スポーツ会館　TEL：075-315-3741   FAX：075-313-9191

持ち物 運動しやすい服装、
卓球シューズ、ラケット

定 員 各クラス120名（先着順）※10月10日より電話・　窓口にて予約開始
2012年ロンドンオリンピック
卓球競技  女子団体銀メダリスト

平野 早矢香 氏

2012年ロンドンオリンピック
卓球競技  女子団体銀メダリスト

平野 早矢香 氏
参加料 無料

お申込み
お問合せ



競技場

主

主

補

補

31日（火） 13：00～21：00
13：00～17：00

15：00キックオフ

　　　 第95回関西学生サッカーリーグ （京都府サッカー協会）

第95回関西学生サッカーリーグ （京都府サッカー協会）

—

主

18：05ティップオフ

14：05ティップオフ

　　　　Ｂ１リーグ　京都ハンナリーズ vs 三遠ネオフェニックス
第49回元七親善バレーボール大会 （元七親善バレーボール）

　　　 平成29年度 秋季京都府高校野球大会 2次戦 （京都府高等学校野球連盟）
関西六大学準硬式野球 秋季リーグ戦 （関西六大学準硬式野球連盟）
　　　 平成29年度 秋季京都府高校野球大会 2次戦 （京都府高等学校野球連盟）
関西六大学準硬式野球 秋季リーグ戦 （関西六大学準硬式野球連盟）

日本女子プロ野球リーグ　2017ヴィクトリアシリーズ　 京都フローラ vs 埼玉アストライア
平成29年度 関西学生野球連盟 秋季リーグ戦〈関西学生野球連盟）
日本女子プロ野球リーグ　ジャパンカップ出場決定戦  レイア vs  年間順位3位チーム

第33回京都府小学生陸上競技選手権大会 予選会 （京都陸上競技協会）
第52回京都府高等学校ジュニア陸上競技対校選手権大会 （京都陸上競技協会）
　　　　第95回関西学生サッカーリーグ （京都府サッカー協会）
　　　　2017明治安田生命J2リーグ　第37節　京都サンガF.C. vs ロアッソ熊本
第20回全国小学生クロスカントリーリレー研修大会 京都府推薦チーム選考会 （京都陸上競技協会）

第13回京都市体育協会 会長杯ターゲット・バードゴルフ競技大会 （京都市ターゲット・バードゴルフ協会）

　　　 ジャパンラグビートップリーグ 第8節　（京都府ラグビーフットボール協会）
　　　　11：30～　近鉄ライナーズ vs リコーブラックラムズ
　　　　14：00～　トヨタ自動車ヴェルブリッツ vs サントリーサンゴリアス

　　　　関西学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦 （関西学生アメリカンフットボール連盟）
　　　　12：00～　同志社大学 vs 京都大学　15：00～　立命館大学 vs 関西大学

　　　　Ｂ１リーグ　京都ハンナリーズ vs 西宮ストークス

第5回近畿少年少女空手道選手権大会 （京都市空手道連盟）

第52回上京区バレーボール大会 （上京区体育振興会連合会）

　　　　Ｂ１リーグ　京都ハンナリーズ vs 琉球ゴールデンキングス

　　　　Ｂ１リーグ　京都ハンナリーズ vs 島根スサノオマジック

　　　 2017明治安田生命J2リーグ　第39節　京都サンガF.C. vs 横浜FC

第32回京都市小学校大文字駅伝大会　右京南支部予選会（京都市小学校長会右南支部）

全日本卓球選手権大会 一般の部 京都府予選 （京都卓球協会）

第96回全国高校サッカー選手権京都大会 兼 京都高校サッカー選手権大会 （京都府サッカー協会）

ハンナリーズアリーナ

わかさスタジアム京都

西京極総合運動公園 陸上競技場兼球技場

〒615-0864　京都府京都市右京区西京極新明町１

〒615-0864　京都府京都市右京区西京極新明町29

〒615-0864　京都府京都市右京区西京極新明町29
…陸上競技場兼球技場　　　…補助競技場

日

日

日

時間

時間

時間

内容

内容

内容

1日（日）
5日（木）

1日（日）

5日（木）～6日（金）

7日（土）～8日（日）

12日（木）～13日（金）

14日（土）

21日（土）～23日（月）

25日（水）

1日（日）

9日（月･祝）

14日（土）

15日（日）

19日（木）

13日（金）
14日（土）

7日（土）～8日（日）

22日（日）

15日（日）

25日（水）
28日（土）
29日（日）

21日（土）

21日（土）

28日（土）

29日（日）

14：05ティップオフ

8：00～17：00

9：30～21：00
8：00～17：00
9：30～21：00
8：00～17：00
13：00プレイボール

9：30～21：00
18：30プレイボール

9：30～17：00
8：00～17：00
9：00～17：00

10：00～17：00

8：00～17：00

19：05ティップオフ

17：05ティップオフ

10：00～17：00

8：00～21：00

9:30～16：00

19：05ティップオフ

8：00～17：00

9：00～17：00
9：10～14：30

補
補

補

主

主

補

補

補

主

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料
有料
有料

主
主

主

主

15：00キックオフ

—

右京区一般・シニアグラウンド・ゴルフ大会 （右京区体育振興会連合会）

5日（木）、6日（金）、10日（火）、11日（水）、16日（月）、
18日（水）、23日（月）～26日（木）、30日（月）

お問合せ／TEL：075‐315‐4583
開館時間 （月・火）10：00～18：00 （水・金）10：00～21：00 （木）10：00～20：00

9日（月・祝）、31日（火）

一般開放日 7：00～21：00 利用料金／一般（高校生以上）200円　中学生以下100円

大会情報2017年10月

月曜日〜金曜日まで、陸上競技場兼球技場のスタジオで行っております

10月休講日

卓球スタジオ ダッシュ
補

有料

有料



宝が池公園球技場 〒606-0923　京都府京都市左京区松ヶ崎東池ノ内町

※大会情報はやむなく変更される場合がありますので、予めご了承ください。

弓
道
場

旧
武
徳
殿

高円宮杯U-15サッカーリーグ2017  関西サンライズリーグ （京都府サッカー協会）

第33回京都地域クラブ対抗戦水泳競技大会（日本SC協会近畿支部）
第42回京都・滋賀マスターズ水泳大会（日本SC協会近畿支部）

FIA マスターズスイミングフェスティバル2017 （日本フィットネス産業協会）

京都アクアリーナ 〒615-0846 京都市右京区西京極徳大寺団子田町64番地

日 時間 競技場 内容

15日（日）
22日（日）

1日（日）
補
主

補

2017ムロオ関西大学Aリーグ （京都府ラグビーフットボール協会）
　12：00～　摂南大学 vs 近畿大学　　　　14：00～　天理大学 vs 関西学院大学

2017ムロオ関西大学Aリーグ （京都府ラグビーフットボール協会）
　12：00～　京都産業大学 vs 関西大学　　　　14：00～　立命館大学 vs 同志社大学

有料

有料

9：00～17：30
9：00～19：30
9：30～17：00

関西学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦（関西学生アメリカンフットボール連盟）
　12：00～　龍谷大学 vs 同志社大学　　　15：00～　立命館大学 vs 京都大学

関西学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦  （関西学生アメリカンフットボール連盟）
　11：00～　大谷大学 vs 大阪電気通信大学　　13：00～　京都薬科大学 vs 兵庫医科大学
　15：00～　阪南大学 vs 京都学園大学

第31回京都市ダンススポーツ競技会兼第16回京都市民総合体育大会 （京都市ダンススポーツ連盟）

第35回京都府小学生バレーボール選手権大会 （京都府バレーボール協会）

京都市中学校秋季総合体育大会 バスケットボール競技 （京都市中体連）

社会人バスケットボールリーグ （京都府バスケットボール協会）
第12回 「若龍杯」 空手道選手権大会 （空手道昇気館）

社会人バスケットボールリーグ （京都府バスケットボール協会）

第43回近畿地区空手道選手権大会 （京都府空手道連盟）

第27回 千葉真一総裁杯 少年少女オープン空手道大会 （京都少年少女空手道錬成振興会）

横大路体育館

京都市武道センター

〒612-8263　京都府京都市伏見区横大路下ノ坪１

〒606-8323　京都府京都市左京区聖護院円頓美町46-2

…メインプール　　　…サブプール

…主競技場　　…補助競技場

日

日

日 時間

時間

時間

内容

内容

内容

1日（日）

1日（日）
7日（土）～9日（月･祝）

21日（土）～22日（日）

29日（日）

1日（日）

7日（土）
9日（月･祝）
28日（土）
29日（日）

28日（土）

15日（日）

２１日（土）

28日（土）
22日（日）

29日（日）

9：00～19：00
9：00～21：00

9：00～21：00

8：00～17：00

9：00～17：00
9：00～12：00
9：00～17：00
9：00～15：00
9：00～17：00

9：00～21：00

9：00～21：00

10：00～17：00

9：00～17：00
8：00～22：00

9：00～17：00

補

補

平成29年度京都府高等学校柔道選手権大会 （個人） 
兼 第59回近畿高等学校柔道新人大会 京都府予選 （京都市柔道連盟）

平安神宮奉納太極拳演武 （京都市武術太極拳協会）

主

主

主

補
主

主

補

補

有料

第62回京都府職域柔道大会 （京都市柔道連盟）
第16回京都市民総合体育大会 なぎなた競技会 （京都なぎなた連盟）
第40回京都府実業団剣道大会 （京都市剣道協会）
第57回京都市学童柔道大会 （京都市柔道連盟）
第27回 千葉真一総裁杯 少年少女オープン空手道大会 （京都少年少女空手道錬成振興会）
第40回京都府民総合体育大会 弓道競技 （京都府弓道連盟）
全国高等学校弓道選抜大会 京都府個人予選会 （京都府高体連）

9：00～17：00
9：00～17：00

9日（月･祝）
29日（日）

8：00～17：00 セレマカップ第50回京都少年サッカー選手権大会 U-12京都府・地区リーグ（京都府サッカー協会）

9日（月･祝）

14日（土）

28日（土）

—

—

—

—

9：00～17：00

7日（土）

8日（日）

15日（日）

29日（日）

21日（土）

22日（日） —

8：00～17：00

9：00～17：00

10：00～17：00
セレマカップ第50回京都少年サッカー選手権大会 U-12京都府・地区リーグ （京都府サッカー協会）

第34回 関西女子ジュニアユースサッカー大会 （京都府サッカー協会）

第24回関西クラブチームラクロスリーグ戦 （日本ラクロス協会）

2017ムロオ関西大学Aリーグ （京都府ラグビーフットボール協会）
　12：00～　京都産業大学 vs 関西学院大学　　14：00～　同志社大学 vs 摂南大学有料

競技場
主
競
技
場･
補
助
競
技
場



京都駅から市バス73系統
地下鉄東西線「太秦天神川」駅から市バス80系統
地下鉄烏丸線「四条」駅から市バス32系統
京阪「祇園四条」駅から市バス80系統

地下鉄「四条」駅下車、阪急電鉄「烏丸」駅乗換
→「西京極」駅下車すぐ

→「西京極運動公園前」下車すぐ
地下鉄東西線「太秦天神川」駅から市バス84系統
地下鉄東西線「西大路御池」駅から市バス特27系統
京都駅八条口から市バス84系統

→「西京極駅前」下車すぐ

2017
10月号
2017
10月号

京都市のスポーツ施設・イベント情報京都市のスポーツ施設・イベント情報 Vol.145Vol.145

QZd([QZd([

● ビームライフル・ピストル体験
● エアースカッシュ体験
● 跳び箱・鉄棒教室

● テニス教室～プレイ＆ステイ（応募締切済）
● 車いすバスケットボール体験会
　（事前申込制・9月29日締切）

● ボルダリング体験（持ち物:体育館シューズ）
● アーチェリー体験
●  ミズノ流忍者学校 (13：00～15：00）

● オープニングセレモニー ● 演奏 ● ダンス
● 太極拳　● お笑いLIVE　● チアダンス
● ダブルダッチ　　● フープダンス　　
● ゴスペル　● ベリーダンス　　
● ワールドマスターズゲームズ2021関西大会ＰＲ
● 京都ハンナリーズ（選手出演予定）
● 音楽LIVE　● 合唱

● 弓道体験 ● ゲートボール体験 ● 3Ｂ体操体験
● ペタンク体験 ● 柔道体験 ● 武術太極拳体験
● ダブルダッチ体験 ● スラックライン体験
● フープダンス体験 ● サッカーチャレンジ体験
● スケートボード体験 ● クライミング体験
● ３×３GAME.EXE in NISHIKYOGOKU
　（事前申込制・9月27日締切）
● バスケキッズフェスティバル
● エコブース ● スタンプラリー＆抽選会
● 地震体験コーナー（起震車） ● 飲食販売
● ワールドマスターズゲームズ2021関西
　・京都マラソン2018PRブース
● 京都サンガF.C.　● 京都ハンナリーズ　

各エリアのイベント

当日参加可能な楽しい
イベントがいっぱい!!
当日参加可能な楽しい
イベントがいっぱい!!

（持ち物：体育館シューズ）

※掲載内容は現時点での予定です。内容が変更となる場合はホームページで告知いたしますのであらかじめご了承ください。
お問合せ 京都市体育協会 事業運営課  TEL：075-313-9134　URL  http://www.kyoto-sports.or.jp/festa14th/

ハンナリーズアリーナエリア

メインステージエリア 園路エリア

京都アクアリーナエリア市民スポーツ会館エリア

（公財）京都市体育協会賛助会員担当  

TEL:075-315-4561
http://www.kyoto-sports.or.jp/support_sports/membership/

法人･団体／1口 10,000円から

個　　 人／1口    5,000円から

京都市体育協会では京都のスポーツを将来にわたって
応援していただける団体・法人、個人のみなさまを賛助
会員として募集しています。みなさまからご寄附いただ
いた賛助会員の年会費は、京都のスポーツの普及・振興
を目的とした事業に使用させていただきます。

賛 助 会 員 募 集 中

お申込み･詳細

会費

公益財団法人京都市体育協会公益財団法人京都市体育協会

田中セツ子
京都結婚塾

TEL：075-681-7575
http://www.tanakasetsuko.com

公益社団法人

京都府鍼灸マッサージ師会
TEL:075-803-6078
https://ksmk.jp

ミズノスクール 10月のピックアップ!!

10月16日、23日、30日 月曜日 9：00～12：00
（9：00 ～ 11：00指導／11：00 ～ 12：00フリー利用）
10月16日、23日、30日 月曜日 9：00～12：00
（9：00 ～ 11：00指導／11：00 ～ 12：00フリー利用）

日時

市民スポーツ会館市民スポーツ会館場所

24名（先着順）
　※10月1日より予約開始
24名（先着順）
　※10月1日より予約開始

定員

16歳以上16歳以上 対象
4,500円／月3回4,500円／月3回
16歳以上16歳以上

料金

初心者の方～経験者の方まで、どなたでもご参加いただけます☆
新規バドミントン教室 開講！新規バドミントン教室 開講！

西京極総合運動公園

お申込み･お問合せ：市民スポーツ会館  TEL：075-315-3741 1,080円1,080円料金

横大路運動公園

お申込み･お問合せ：横大路運動公園   TEL：075-611-9796

横大路運動公園体育館  トレーニングルーム横大路運動公園体育館  トレーニングルーム場所

各教室30名（先着）各教室30名（先着）定員 16歳以上16歳以上対象
各日程１回につき
　① 月曜教室 970円　② 火曜教室 1,050円
　　　　　　　　　※ 参加希望の方は事前にご連絡ください。

各日程１回につき
　① 月曜教室 970円　② 火曜教室 1,050円
　　　　　　　　　※ 参加希望の方は事前にご連絡ください。

料金

NEW!

※「ダッシュ！を見た」で、通常体験料1,000円が無料になります。

ヨガ教室・やさしいヨガ教室ヨガ教室・やさしいヨガ教室
① ヨガ教室  月曜日
　　10月 2日、16日、23日 10:00～11:00
② やさしいヨガ教室  火曜日
　　10月10日、17日、24日 14:00～15:30

① ヨガ教室  月曜日
　　10月 2日、16日、23日 10:00～11:00
② やさしいヨガ教室  火曜日
　　10月10日、17日、24日 14:00～15:30

日時

京都アクアリーナ スケートリンクオープンイベント開催!
京都アクアリーナのスケートリンクがいよいよ 11月1日からオープンします！
オープン記念イベントとして下記の日程でオープン記念イベントを行います☆

日程 平成29年11月3日（金・祝） 時間 9：00～17：00
スケートエキシビションやホッケー体験などの催しを予定。詳しくはHPをご確認ください。

お問合せ
京都アクアリーナ
T E  L：075-315-4800　（営業時間：9：00～21：00 ）
休館日：火曜日 （祝日の場合は翌平日） HP：http://www.kyoto-aquarena.com/

〒615-0846
京都市右京区西京極徳大寺団子田町64番地


