
クラシックや童謡を小道 
具を使って体感し、音楽 
に合わせてエクササイズ 
を行います。 

 6月24日（土）よりお申込み受付開始！ 

磐田市アミューズ豊田から夏期講座のご案内 ※裏面もご覧ください 

※お申込みについては、裏面をご覧ください 

未就園児のお子様と 
保護者の方を対象と 
した運動教室です。 

※ヨガマットが必要になります。アミューズ豊田でも販売(1,600円)しております。 

産後、育児中のママをケアする
ヨガ教室です。運動不足解消、
リフレッシュしたい方、 
赤ちゃんと一緒に 
楽しみましょう♪ 

定員：各12組 

赤ちゃんの肌と心に 
触れて、お子さんと 
たくさんおしゃべり 
しましょう♪ 

定員：各15名 

誰もが楽しく出来る 
三味線を、いちから 
優しくお教えします。 

⑥0才児のための音楽教室 

定員：15組 

⑤親子運動あそび教室 

定員：10組の親子 

④ベビーマッサージ教室 

②津軽三味線教室 

①ママヨガ教室 

ポイントはゆったり呼吸！ 
初めてで不安な方でも 
安心して安全に参加 
できます！ 

③呼 吸 体 操 教 室 

定員：20名 ※ヨガマットが必要になります。アミューズ豊田でも販売(1,600円)しております。 

定員：10組の親子 

日程 曜日 クラス 時間 対象 受講料

¥9,240

18:30～19:15

19:15～20:00

月曜日

初級クラス

中級クラス

7/3～9/18

(全6回)
小学生～一般

/6回

日程 曜日 クラス 時間 対象 受講料

(全4回)

10:00～11:30
¥5,000

/4回
（教材費込）

7/5
7/12
9/6

9/13

ベビーマッサージ

クラス
水曜日

生後2ヶ月～

1才半頃までの

赤ちゃんとママ

日程 曜日 クラス 時間 対象 受講料

未就園児と

親御さん
10:00～11:00親子クラス

¥6,480

/6回
木曜日

7/6～9/21

(全6回)

日程 曜日 クラス 時間 対象 受講料

10:00～10:45

11:00～11:45

10:00クラス

11:00クラス

¥5,400

/5回

生後3ヶ月～

1才3ヶ月

くらいまで

金曜日
7/14～9/15

(全5回)

日程 曜日 クラス 時間 対象 受講料

7/11～10/3

(全10回) /10回
火曜日 呼吸体操クラス 60歳以上の方13:00～14:00

¥10,800

日程 曜日 クラス 時間 対象 受講料

(全3回)

月曜日
ベビー･キッズ

クラス
10:00～11:00

生後2ヶ月～歩き

だした子とママ
¥3,240

/3回

7/3
8/7
9/4

拡張メタファイル2.xlsx


磐田市アミューズ豊田から夏期講座のご案内 ※裏面もご覧ください 

⑨テニス教室 

定員：各15名 

テニスには魅力がいっぱい！ 
屋外テニスコートで元気に 
楽しみましょう♪ 

お問合せは 0538-36-3211 

磐田市アミューズ豊田 

磐田市上新屋304番地 

夏 期 講 座 の 申 込 み 方 法 など 

■受講料を添えて直接アミューズ豊田窓口へお申込下さい。 

  ※ ⑩ につきましては、お電話申込可能です。 

  

 

■各講座の受付は先着順とさせて頂きます。 

■一度お支払頂いた受講料などは、やむを得ない事情の場合を除き払い戻しは 

   いたしませんので、講座内容等をご確認 の上お申込みください。 

■応募人数が少ない講座は、お時間や曜日の変更または開講しない場合が 

    ございますので予めご了承ください。その際は必ずご連絡いたします。 

【開館時間】 AM 8:30～PM 9:30 

 

 【休館日】 ６月２６日（月） 磐田市アミューズ豊田 

指定管理者 ビル保善・共同ＪＶ 

■６月２４日（土）より、お申込受付スタート！ 

 

 

＊日 程＊ ７月２６日（水）１４：００～１５:００ 

 

 

 

  

  ＊内 容＊  ミニラケットとスポンジボールを使ってのいろいろなボール              

                       遊びを楽しみながら行います。 

＊参加費＊  親子１組 ３００円 （参加料は当日お支払いただきます）   

＊対 象＊ 初めてテニスをする年少～小学２年生のお子様と保護者  

＊持 物＊ 飲み物・タオル 

       室内シューズ（靴底をきれいにして来てください）   

＊場 所＊ アミューズ豊田 メインアリーナ 

心と体を健康美人に！ 
女性に人気のヨガ 
を気軽に始めて 
みませんか？ 

⑧ ヨ ガ 教 室 

定員：各20名 
※ヨガマットが必要になります。アミューズ豊田でも販売(1,600円)しております。 

⑩ ボールと遊ぼう！ファミリーエンジョイテニス 2017 

日程 曜日 クラス 時間 対象 受講料

7/17・8/21 陰　陽 ¥3,240
 9/11 (全3回) ヨーガクラス /3回

やさしい

7/11～10/3 ヨーガクラス

(全10回) 健康と美
ヨーガクラス

7/4～9/19 ダイエット

(全10回) 火曜日クラス

7/6～9/21 ダイエット
(全10回) 木曜日クラス

月曜日 10:00～11:15

一　般

火曜日   9:30～10:30

¥10,800
火曜日 10:40～11:40

火曜日

19:30～21:00

/10回

木曜日

日程 曜日 クラス 時間 対象 受講料

7/7～9/15 ジュニア ¥6,960

(全8回) 低学年クラス /8回

7/7～9/15 ジュニア ¥8,160

(全8回) 高学年クラス /8回

7/6～9/14 大人 ¥12,320
(全8回) ナイトクラス /8回

7/7～9/29 大人 ¥8,100
(チケット制) デイクラス /6回

小学4年生～

木曜日

18:00～19:00

19:00～20:30

19:00～20:30

10:00～11:30金曜日

金曜日

一　般

小学1～3年生
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