
宝が池のフットサルコート
人工芝が一新!
宝が池のフットサルコート
人工芝が一新!
通称「大和ハウスパーキング京都市宝が池フットサルコート」通称「大和ハウスパーキング京都市宝が池フットサルコート」

※ 施設のご利用には利用者登録が必要です。
　 登録済みの方は、施設予約案内システムからご予約ください。

お問合せ　公益財団法人京都市体育協会 
　　　　　TEL：075-313-9131

※ ネーミングライツを活用し、宝が池公園運動施設にあるフットサルコートの人工芝が新しくなりました☆※ ネーミングライツを活用し、宝が池公園運動施設にあるフットサルコートの人工芝が新しくなりました☆

宝ヶ池公園運動施設  TEL：075-712-3300お申込み
お問合せ

無料体験フットサル教室フットサル教室
月曜日 11月5日､12日､19日､26日
時 間 ① 小学1～3年生／16：00～17：00

② 小学4～6年生／17：00～18：15

リニューアルオ
ープン!

料金（1時間） 平　日 土日祝

8：00～17:00 4,100円 6,160円
17：00～21:00 6,160円 8,220円

〈総合案内〉市民スポーツ会館
〒615-0864　京都市右京区西京極新明町32番地
TEL：075-313-9131  FAX：075-313-9191
Mail：dash@kyoto-sports.or.jp
U R L：http://www.kyoto-sports.or.jp/

〈発行・編集〉

この印刷物が不要になれば、
「雑がみ」として古紙回収へ！
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京都市のスポーツ施設・イベント情報



第17回 京都市民総合体育大会

京都市太極拳ふれあい交流大会
平成31年1月26日（土）
武道センター
13：00　　　　　13：30 ～ 17：00
簡化24式太極拳、32式剣、
集団（60歳以上で5人以上）
京都市内在住か、在勤・在学の方
個人1種目 3,000円、集団1チーム5,000円 
※個人は1人1種目まで
11月1日（木）～１１月30日（金）
京都市武術太極拳協会までお問い合わせ頂
きましたら、後日申込書を送付いたしますの
で、ご返送ください。

11月23日（金･祝）
横大路運動公園　体育館
8：00　　　　11月9日（金）
申込用紙郵送又は、メール
※ 参加申込用紙、エントリー用紙は
　 京都市バレーボール協会のＨＰからダウンロード可能

（共通事項）

日　　程

日　　程

集合時間

集合時間

内　　容

参加対象

参 加 料

申込締切
申込期間

申込方法
申込方法

場　　所

場　　所

競技時間

京都市武術太極拳協会 京都市バレーボール協会
〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町70 京都府スポーツセンター内
TEL／FAX： 075-662-2662  Mail：kyoto-26taikyokuken@sky.plala.or.jp

〒601-1123京都市左京区静市市原町887-24 須賀原伸治  宛
TEL/FAX:075-711-8508　Mail：kcva@zeus.eonet.ne.jp

健康づくり! 
 仲間づくり!  
健康づくり! 
 仲間づくり!  ウオーキング!!ウオーキング!!

太閤堤と
萬福寺ウオーク

創立記念ウオーク
平安京を巡る②

東山もみじ
ウオーク

JR・宇治駅～府立宇治公園中の島
～宇治上神社～太閤堤～黄檗公園
～萬福寺～JR・六地蔵駅

◆ 集合場所：JR〈宇治駅〉10：00
◆ 距　　離：12ｋｍ 
◆ 解散場所：JR〈六地蔵駅〉14：30頃
◆ 参  加  費：500円
（中学生以下は無料）

コ
ー
ス

　　　  NPO法人京都府ウオーキング協会
 TEL:075-353-6464
 FAX:075-352-4600

お問合せ

弁当持参弁当持参弁当持参弁当持参

JR・京都駅～東寺～羅城門跡～西寺跡～
東大丸児童公園～妙心寺～平安京右京三
坊北辺並一条跡～大将軍八神社～大極殿
遺址～朝堂院大極殿跡～京都アスニー～
JR・円町駅

◆ 集合場所：ＪＲ〈京都駅〉中央口駅前広場10：00
◆ 距　　離：14㎞
◆ 解散場所：JR〈円町〉14：30頃
◆ 参 加  費：500円（中学生以下は無料）

コ
ー
ス

11月
18日
（日）

弁当持参弁当持参

JR・京都駅～五条公園～鴨川河川敷～岡
崎公園～南禅寺～若王子神社～霊鑑寺～
法然院～銀閣寺～地下鉄・今出川駅

◆ 集合場所：ＪＲ〈京都駅〉中央口駅前広場（東側）
　　　　　　10：00
◆ 距　　離：12ｋｍ 
◆ 解散場所：地下鉄〈今出川駅〉14：30頃
◆ 参 加  費：300円　（中学生以下は無料）

コ
ー
ス

11月
24日
（土）

11月
8日
（木）

バレーボールジュニア強化練習会

バレーボール審判講習会

参加対象

参加対象

参 加 料

参 加 料

京都市内の小学生によって構成されるチーム

京都市内在住か、在勤・在学の１８歳以上

4,000円／チーム

200円（資料代）

9：00 ～ 16：30

10：00～11：00（講義） 13：00～14：00（実技）

時　　間

時　　間

第47回  日本男子ソフトボールリーグ第47回  日本男子ソフトボールリーグ

決勝トーナメント決勝トーナメント

【応募方法】アンケート回答、〒住所、氏名、ふりがな、年齢、性別、電話番号を
　　ご記入の上、はがき、FAX、メール、又は応募フォームからご応募ください。
【応募締切】11月5日（月）必着
【応 募 先】 公益財団法人京都市体育協会
　「日本男子ソフトボールリーグ決勝トーナメント観戦チケットプレゼント係」
　　〒615-0864京都市右京区西京極新明町１番地
　　FAX：075-315-4521　Mail：dash@kyoto-sports.or.jp
【プレゼントに関するお問合せ】TEL：075‐315‐4581
【大会に関するお問合せ】京都府ソフトボール協会　TEL・FAX：075‐692‐3481

チケット販売情報 当日券：一般 1,000円／中高生700円　前売り：一般　800円／中高生500円
チケットぴあにて販売 Pコード：675-512　自動音声の電話受付：0570-02-9999

観戦チケットプレゼント!!観戦チケットプレゼント!!アンケートに
答えて

ご応募いただいた方の中から、抽選で25組100名様に「第47回日本男子
ソフトボールリーグ 決勝トーナメント」観戦チケットをプレゼントします！

アンケート：観戦に行きたいスポーツ・大会

※厳正なる抽選のうえ、当選の発表はチケットの発送を
　もって代えさせていただきます。

11月10日（土） 
  　 11日（日） 　　　　　　　　※予備日12日（月）
会　場：わかさスタジアム京都

1回戦
準決勝･決勝

お申込み
お問合せ

お申込み
お問合せ



卓球教室　レッスン受講について卓球スタジオのご案内卓球スタジオのご案内

お問合せ 卓球スタジオ：075-315-4583
（西京極総合運動公園  陸上競技場兼球技場内）

フリー ご利用について

【クラスレベル】

〈ご注意〉
　● クラスは３名以下の場合、開講できない
　　 場合があります。
　　 ※印の教室は、現在3名以下のため開講して
　　　 おりません。人数が集まり次第開講します。
　● 定員が満員の場合がありますので
　　 お問い合わせください。
　● 都合により講師を変更することがあります。
　● 振替は月1回のみできます。
 　（同月内・同時間レッスン、その他要件あり）
　　　　　　　※ 詳細はお問合せください。

「フリー」・「フリー・PV」 の時間帯枠より、ご予約ください。
区　　分 一　般

450円
230円

4,500円

5,850円

350円
180円

3,500円

3,850円

350円／人

3,500円

小中高生

個人利用

1時間／回

1時間／回

追加30分
11回券
（1時間）
1ヶ月

フリーパス

11回券
（1時間）

グループ利用
（4名以上）

「フリー・PV」の時間帯枠の希望時間で予約。
ご希望の内容をマンツーマンでレッスンします。
  【受講料】30分 1,900円／回
　　　　　　　　　（回数券 8,500円／5回）

大会出場のための練習プログラム。

一通りマスターし、ゲームを楽しみたい方。

各ストローク+回転系の練習。

各ストローク基本練習が中心。

これから始められる方、基本を中心にした
練習。

900円 ／1回 （回数券4,050円／5回）
5,400円／月4回（月謝制）
7,200円／月4回（月謝制）

【開館時間】（月）10：00～18：00　（火）10：00～18：00　（水）10：00～21：00
　　　　　（木）10：00～20：00　（金）10：00～21：00
　　　　　定休日：（土）（日）（祝）

60分
90分
120分

上中級
中　級
初中級
初　級
入　門

2018年8月～

月

火

水

木

金

10：00

フリー･PV

フリー･PV

フリー･PV

フリー･PV

フリー･PV

フリー･PV

ダッシュクラブチーム
9人
田中

ダッシュクラブチーム
9人

フリー

フリー

フリー

フリー

フリー

フリー

フリー

フリー フリー

フリー

フリー･PV

フリー･PV

初級90分
8人
伊庭

初級90分
8人
伊庭

初級90分
8人
伊庭

初級90分
8人
伊庭

初級90分
8人
伊庭

初級90分
8人
伊庭

初級120分
8人
田阪奈

初級120分
8人
田阪奈

中級120分
8人
田阪奈

中級120分
8人
田阪奈

入門120分
8人
小野

入門120分
8人
小野

初級120分
8人
田中

初級120分
8人
田中

初中級120分
8人
田中

初中級120分
8人
田中

初中級120分
8人
阪田

初中級120分
8人
阪田

上中級120分
10人
藤原

上中級120分
10人
藤原

初中級120分
8人
藤原

初中級120分
8人
藤原

初中級120分
8人
田阪英

初中級120分
8人
田阪英

※レディース初級120分
8人
今西

※レディース初級120分
8人
今西

レディース上中級120分
8人
今西

レディース上中級120分
8人
今西

初中級120分
8人
田阪英

初中級120分
8人
田阪英

ジュニア教室120分
10人
阪田

初級120分
8人
小野

初級120分
8人
小野

初級60分
8人
藤原

初級60分
8人
藤原

初級60分
8人
田阪英

初級60分
8人
田阪英

中級60分
8人
田阪英

中級60分
8人
田阪英

中級90分
8人
中島

中級90分
8人
中島

中級90分
8人
中島

中級90分
8人
中島

上中級90分
8人
中島

上中級90分
8人
中島

中級60分
8人
田中

中級60分
8人
田中

初級120分
8人
藤原

初級120分
8人
藤原

初級60分
8人
藤原

初級60分
8人
藤原

11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00

【基本受講料】

【個人別 プライベートレッスン】

※ ジュニア教室： 水曜日18：00～20：00 のみ

※90分・120分教室を複数曜日受講する場合、割引あり。

11月3日
（土・祝

）

お申込み・お問合せ

入場料

貸靴料

注　意

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
T E L： 075-315-4800（営業時間 9：00～21：00 火曜日休館）
H　P： http://www.kyoto-aquarena.com/

一般（16歳以上）1,640円
小中学生 820円
幼児 無料 ※保護者同伴必須
1足410円（15㎝～32㎝）
手袋必須
一時退場はできません。
詳細はお問合せください。

京都アクアリーナ ～11/1(木) スケートリンクオープン～

オープニングイベント開催

フィギュアスケートエキシビジョン

カーリングまねっこ体験コーナー

スケートリンク 一般利用について

シンクロ体験会 手をつないで みんなで滑ろう!

15:45～16:30
場　所：サブリンク　対　象：小学生～大人
参加費：無 料（別途入場料）
持ち物：室内シューズ

14:45～15:30

14:00～14:30

場　所：サブリンク　
対　象：1人で滑れる小学生以上
参加費：無 料（別途入場料・貸靴代）

場　所：メインリンク
京都アクアリーナで練習されている
選手によるスケーティングショー

お楽しみ抽選会
11:00～13:00
　　受　付：メインリンク休憩コーナー前
13:30～
　　抽選会：サブリンク



大会情報2018年11月

ハンナリーズアリーナ 〒615-0864　京都市右京区西京極新明町１

わかさスタジアム京都 〒615-0864　京都市右京区西京極新明町29

西京極総合運動公園 陸上競技場兼球技場 〒615-0864　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 競技場

大　　会　　内　　容

大　　会　　内　　容

大　　会　　内　　容

補助競技場 一般開放日 利用料金／一般（高校生以上）200円
　　　　　中学生以下　　　100円
利用料金／一般（高校生以上）200円
　　　　　中学生以下　　　100円

※29日（木）は13:00から

  5日（月）、9日（金）、12日（月）、14日（水）～16日（金）、20日（火）、
22日（木）、26日（月）、27日（火）、29日（木）、30日（金）

8：00～21：00

3日（土・祝）
4日（日）
7日（水）
10日（土）
11日（日）
13日（火）
14日（水）
17日（土）
18日（日）
23日（金・祝）
24日（土）
25日（日）

3日（土・祝）
8日（木）
10日（土）〜11日（日）
17日（土）
18日（日）
23日（金・祝）〜24日（土）

1日（木）

3日（土・祝）

4日（日）

６日（火）
7日（水）
8日（木）

10日（土）

11日（日）

17日（土）

18日（日）

19日（月）
21日（水）
23日（金・祝）

24日（土）

25日（日）

10：30〜15：30
9：00〜17：00
19:05ティップオフ
18:05ティップオフ
14:05ティップオフ
9：00〜17：00
9：00〜17：00
8：00〜17：00
8：00〜22：00
8：00〜17：00
9：00〜21：00
8：00〜17：00

7：30〜14：30
13：00〜21：00
7：00〜21：00
8：00〜17：00
9：00〜17：00
7：00〜17：00

13：00〜17：00

10：00〜16：00

15：00キックオフ
9：00〜17：00
9：45〜17：00
13：00〜17：00
8：00〜17：00
15：00キックオフ
8：00〜17：00
11：30キックオフ
9：00〜17：00
8：00〜17：00
9：00〜12：00
13：00キックオフ
9：00〜17：00
13：00〜17：00
13：00〜17：00
9：00〜17：00

12：00〜

8：00〜17：00

第30回市民スポーツフェスティバル <ソフトバレーボール大会> （市民スポーツ振興室）
京都市中学校秋季新人大会 バレーボール競技 （京都市教育委員会）
　　　　Ｂ1リーグ　京都ハンナリーズ　vs　大阪エヴェッサ

　　　　Ｂ1リーグ　京都ハンナリーズ　vs　三遠ネオフェニックス

西京東支部 卓球・バドミントン交歓会 （京都市小学校PTA連絡協議会 西京東支部）
バレーボール交歓会 （市民スポーツクラブバレーボール交歓会）
京都こどもカーニバル2018 （京都市スポーツ少年団）
チャンピオン大会 <女子バレーボール> （市民スポーツ振興室）
京都市スポーツ少年団バレーボール秋季本部長杯 （京都市スポーツ少年団）
JFA 第24回全日本フットサル選手権大会 京都府大会 （京都府サッカー協会）
京都府U14育成センター（DC)ブロック交流大会 （京都府バスケットボール協会）

第30回市民スポーツフェスティバル <ソフトボール ・ 壮年ソフトボール大会> （市民スポーツ振興室）
第28回京都製作所旗争奪少年野球大会 （京都製作所）
　　　　第47回日本男子ソフトボールリーグ 決勝トーナメント（京都府ソフトボール大会）
関西六大学準硬式野球 新人戦 （関西六大学準硬式野球連盟）
第24回京都野球祭 （京都府野球連盟）
第14回 「京都市長旗」 争奪 京都リトルシニア野球大会 （京都リトルシニア）

第33回京都市小学校「大文字駅伝大会」 西京東支部 予選会 （京都市小学校長会 西京東支部）
第30回市民スポーツフェスティバル 〈リレーカーニバル ・ ジョギング大会〉 （市民スポーツ振興室）
第30回市民スポーツフェスティバル 〈グラウンド・ゴルフ大会〉 （市民スポーツ振興室）
　　　　2018明治安田生命J2リーグ　第40節　京都サンガF.C. vs 愛媛FC
第96回関西学生サッカーリーグ （関西学生サッカー連盟）
第70回京都府私立中学校高等学校総合体育大会 陸上競技の部 （京都陸上競技協会）
第33回京都市小学校「大文字駅伝大会」 南支部 予選会 （京都市小学校長会 南支部）
京都市TBG協会会長杯 （京都市ターゲット・バードゴルフ協会）
　　　　2018明治安田生命J2リーグ　第41節　京都サンガF.C. vs ジェフユナイテッド千葉
第7回京都陸協記録会 （京都陸上競技協会）
　　　　第97回全国高校サッカー選手権大会 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）
　　　　第96回関西学生サッカーリーグ （関西学生サッカー連盟）
京都市中学研修記録会 （京都陸上競技協会）
京都市中学校秋季 〈新人〉  総合体育大会 サッカー競技（京都市教育委員会）
　　　　第97回全国高校サッカー選手権大会 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）
第96回関西学生サッカーリーグ （関西学生サッカー連盟）
第33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 右京南支部）
第33回京都市小学校「大文字駅伝大会」 下京・東山支部 予選会 （京都市小学校長会 下京・東山支部）
第53回京都フットボールリーグ 〈モルテンチャレンジカップ〉  （京都府サッカー協会）
　　　　2018 ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ （関西ラグビーフットボール協会）
　　　　　12：00～ 立命館大学 vs 関西学院大学　　　14：00～ 京都産業大学 vs 天理大学
第8回京都陸協記録会 （京都陸上競技協会）

主

主

補

補

主

主

主

主

主

主
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補

補

補

補

補

補

補

補

補

補
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卓球スタジオ ダッシュ

開館時間／（月・火）10：00～18：00 （水・金）10：00～21：00 （木）10：00～20：00

陸上競技場兼球技場内のスタジオで、卓球のフリー利用や、各種レッスンを実施しています
お問合せ／TEL：075‐315‐4583

2日（金）・6日（火）・22日（木）・23日（金･祝）・26日（月）11月休講日

主 補



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。2018年11月

体育館 一般開放体育館 一般開放 利用登録・予約は不要、当日の受付のみで気軽に体育館をご利用いただけます!

ハンナリーズアリーナ
お問合せ：公益財団法人京都市体育協会 事業運営課 
　　　　　TEL：075-313-9134（平日8:30～17:00）
当日お問合せ：市民スポーツ会館 TEL 075-315-3741

開放場所 利用種目

11月25日（日）18:00～21:00
バスケットボール ※種目限定、用具持参

〈利用料金〉一般（高校生以上）200円、中学生以下 100円

開放日時

宝が池公園球技場 〒606-0923　京都市左京区松ヶ崎東池ノ内町

横大路体育館 〒612-8263　京都市伏見区横大路下ノ坪1

京都市武道センター 〒606-8323　京都市左京区聖護院円頓美町46-2

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

…主競技場　　…補助競技場　　…旧武徳殿　　…弓道場　　…相撲場

：メインリンク　　：サブプール　　：アーチェリー場

日

日

日

日

時　間

時　間

時　間

時　間

競技場

競技場

大　　会　　内　　容

大　　会　　内　　容

大　　会　　内　　容

大　　会　　内　　容

補主 弓

3日（土・祝）〜4日（日）
10日（土）〜11日（日）
17日（土）
18日（日）
24日（土）
25日（日）

3日（土・祝）
4日（日）
10日（土）
11日（日）
17日（土）
18日（日）

23日（金・祝）

24日（土）
25日（日）

3日（土･祝）

４日（日）

9日（金）

11日（日）

17日（土）

18日（日）

23日（金・祝）

4日（日）

10日（土）

17日（土）

18日（日）
25日（日）

8：00〜17：00
9：00〜17：00
9：00〜21：00
9：00〜21：00
9：00〜21：00
9：00〜15：00

9：00〜17：00
8：00〜17：00
9：30〜17：00
13：00〜17：00
9：00〜17：00
11：30〜

12：00〜

10：00〜17：00
8：00〜17：00

9：00〜17：00
9：00〜17：00
9：00〜21：00
9：00〜17：00
9：00〜17：00
11：00〜21：00
9：00〜17：00
9：00〜17：00
9：00〜17：00
9：00〜17：00

9：40〜17：00

7:30〜12:00
9:00〜17:00
13：00〜17：00
9:00〜19:30
9:00〜18:00

京都市中学校秋季総合体育大会 バスケットボール競技 （京都市教育委員会）
京都市中学校秋季新人大会 バドミントン競技 （京都市教育委員会）
京都府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）
後期団体リーグ戦 〈しもつき〉バドミントン大会 （新日本スポーツ連盟 京都バドミントン協議会）
京都府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）
伏見区体育振興会連合会創立65周年記念事業 第5回伏見区民ソフトバレーボール大会〈一般・壮年〉 （伏見区体育振興会連合会）

第98回全国高等学校ラグビーフットボール大会 京都府予選 （京都府ラグビーフットボール協会）
JFA 第42回全日本U-12サッカー選手権大会 京都府大会 （京都府サッカー協会）
第29回関西学生ラクロスリーグ戦 （日本ラクロス協会）
　　　　第98回全国高等学校ラグビーフットボール大会 京都府予選 （京都府ラグビーフットボール協会）
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）
　　　　2018ジャパンラグビー トップチャレンジリーグ 2ndステージ Bグループ 第1節 （京都府ラグビーフットボール協会）
　　　　2018 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〜 京都産業大学 vs 京都府立大学　　14：00〜 同志社大学 vs 桃山学院大学
京都醍醐ライイオンズクラブカップ 第16回ガールズフットボールリーグ U-12 （京都府サッカー協会）
支部選抜チャレンジフェスティバル U-10 （京都府サッカー協会）

全国高等学校弓道選抜大会 ・ 近畿高等学校弓道選抜大会 京都府団体2次予選会 （京都府高体連弓道専門部）
第54回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会 <剣道> （京都府高体連剣道専門部）
第24回京都市体育協会長杯弓道大会 （京都市弓道協会）
管内矯正職員剣道奨励大会 （京都府剣道連盟）
第60回京都府剣道優勝大会 （京都府剣道連盟）
第274回 新空手道交流大会 in 京都 （KSS健生館）
京都府高等学校剣道選手権大会 （京都府剣道連盟）
2018 全日本太道選手権大会 （日本太道連盟 奥旨塾）
右武館秋季錬成大会 （京都府剣道連盟）
京都府剣道道場連盟指導者大会 （京都府剣道連盟）

第10回マスターズ全国通信アーチェリー大会 2018京都府大会
兼 第41回京都府民総合体育大会マスターズ大会 （京都府アーチェリー連盟）
京都府高等学校／中学校総合体育大会スケート競技会 〈フィギュア〉 （京都府スケート連盟）
アイスダンス・マスターズ大会 第11回上野芝カップ （上野芝杯実行委員会）
平成30年度 第2回京都府小中学生大会 （京都府アーチェリー連盟）
第41回京都府民総合体育大会 水泳競技大会 （京都水泳協会）
京都地域 Ａ級チャレンジ大会 （日本ＳＣ協会近畿支部）

弓

弓

主

主

武

武

武

武

主 補

主 補

弓

弓

主

主

補

補

主 補 武 弓 相



宝が池のフットサルコート
人工芝が一新!
宝が池のフットサルコート
人工芝が一新!
通称「大和ハウスパーキング京都市宝が池フットサルコート」通称「大和ハウスパーキング京都市宝が池フットサルコート」

※ 施設のご利用には利用者登録が必要です。
　 登録済みの方は、施設予約案内システムからご予約ください。

お問合せ　公益財団法人京都市体育協会 
　　　　　TEL：075-313-9131

※ ネーミングライツを活用し、宝が池公園運動施設にあるフットサルコートの人工芝が新しくなりました☆※ ネーミングライツを活用し、宝が池公園運動施設にあるフットサルコートの人工芝が新しくなりました☆

宝ヶ池公園運動施設  TEL：075-712-3300お申込み
お問合せ

無料体験フットサル教室フットサル教室
月曜日 11月5日､12日､19日､26日
時 間 ① 小学1～3年生／16：00～17：00

② 小学4～6年生／17：00～18：15

リニューアルオ
ープン!

料金（1時間） 平　日 土日祝

8：00～17:00 4,100円 6,160円
17：00～21:00 6,160円 8,220円

この印刷物が不要になれば、
「雑がみ」として古紙回収へ！

2018

11
vol.158

ダッシュ!
京都市のスポーツ施設・イベント情報

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

至 亀岡

嵐山

桂

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

（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

ミズノスクール 11月のピックアップ!!

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 

11月17日（土）19:00〜21:00

※体験がある教室は、初めて参加される方１回限り。

スポーツがしたいけど相手がいない…という
お悩みを解消！お一人様でもお友達とでも、
気軽にご参加いただけます☆

スポーツがしたいけど相手がいない…という
お悩みを解消！お一人様でもお友達とでも、
気軽にご参加いただけます☆

各1,080円各1,080円料  金ハンナリーズアリーナハンナリーズアリーナ場  所

バドミントン30名／フットサル20名（先着）バドミントン30名／フットサル20名（先着）定  員

西京極総合運動公園

Jr.ソフトテニス教室Jr.ソフトテニス教室

バドミントン・フットサル交流会バドミントン・フットサル交流会
11月18日（日）
①幼児クラス　 9:15～10:45
②小学生クラス 11:00～12:30
①幼児クラス　 9:15～10:45
②小学生クラス 11:00～12:30

各1,080円各1,080円料  金

ハンナリーズアリーナ2F多目的室ハンナリーズアリーナ2F多目的室場  所

各20名（先着）各20名（先着）定  員

てつぼう教室てつぼう教室苦手克服! 苦手克服! 個人参加個人参加

宝が池公園クラブハウス
２F多目的室
宝が池公園クラブハウス
２F多目的室

場  所

16歳以上16歳以上対  象

2,880円／月4回（月謝）2,880円／月4回（月謝）料  金

20名（先着）20名（先着）定  員

9：30～10：309：30～10：30時  間

横大路運動公園 体育館横大路運動公園 体育館場  所

小学4年生〜中学生小学4年生〜中学生対  象

3,590円／月3回（月謝）3,590円／月3回（月謝）料  金

24名（先着）24名（先着）定  員

19:00〜21:0019:00〜21:00時  間

水曜日 11月7日、14日、21日、28日水曜日 11月7日、14日、21日、28日 水曜日 11月7日、14日、21日水曜日 11月7日、14日、21日

宝が池公園運動施設

はじめてのピラティス教室はじめてのピラティス教室

お申込み･お問合せ：宝が池公園運動施設 TEL：075-712-3300

市民スポーツ会館  TEL：075-315-3741お申込み
お問合せ

体験500円
※要予約

体験500円
※要予約

医療法人 同仁会（社団）

http://www.dojinkai.com


