
1 2 総体 3 総体 4 はつらつ 5

6 総体 7 総体 8 9 総体 10 総体 11 総体 12

13 総体 14 総体 15 16 総体 17 総体 18 総体 19 総体

20 総体 21 総体 22 23 総体 24 総体 25 総体 26 総体

27 28 総体

1 2 総体 3 総体 4 総体 5

6 総体 7 総体 8 9 総体 10 総体 11 総体 12

13 総体 14 総体 15 16 総体 17 総体 18 総体 19

20 総体 21 22 23 総体 24 総体 25 総体 26

27 28 29 30 31

土

サブアリーナ サブアリーナ はつらつ体育館
①・②クラス ③・⑥クラス ②クラス

日 月 火 水 木 金

⑥クラス ①・②クラス ③・⑥クラス ②クラス
バスケット基礎 器械体操 器械体操/バスケ基礎 器械体操

ボール運動 ボール運動/バスケ基礎 ボール運動

サブアリーナ サブアリーナ サブアリーナ 多目的ルーム

多目的ルーム サブアリーナ サブアリーナ サブアリーナ サブアリーナ
④・⑤クラス ⑥クラス ①・②クラス ③・⑥クラス ②クラス

③・⑥クラス ②クラス ④・⑤クラス

バスケット基礎 スポンジテニス スポンジテニス/バスケ基礎 スポンジテニス

サブアリーナ ①　多目的ルーム サブアリーナ サブアリーナ

メインアリーナ

①・②クラス ③・⑥クラス ②クラス
器械体操 器械体操/バスケ基礎 器械体操

火 水 木 金

サブアリーナ サブアリーナ サブアリーナ

ボール運動 ボール運動/バスケ基礎

TOOAスポーツクラブ　  連絡先：0120-566-446

サブアリーナ
④・⑤クラス

ちゃいすぽクラス

サブアリーナ
④・⑤クラス

バスケット基礎 バスケット基礎

⑥クラス ⑥クラス

お楽しみ会 お楽しみ会/バスケ基礎 お楽しみ会

31日に振替 28日の振替日

別日振替を サブアリーナ サブアリーナ メインアリーナ
お願いします ①・②クラス ③・⑥クラス ②クラス

ちゃいすぽクラス

サブアリーナ
④・⑤クラス

サブアリーナ
①・②クラス

サブアリーナ
③・⑥クラス

サブアリーナ
②クラス

土

⑥クラス
バスケット基礎

日 月

バスケット基礎 基礎運動/器械体操 器械体操/バスケ基礎 器械体操 ちゃいすぽクラス

サブアリーナ

多目的ルーム
⑥クラス ②  サブアリーナ　

多目的ルーム
④・⑤クラス

ちゃいすぽクラス

ボール運動

サブアリーナ
④・⑤クラス

メインアリーナ
⑥クラス

バスケット基礎

ちゃいすぽクラス バスケット基礎 卓球 卓球/バスケ基礎 フットサル

④・⑤クラス ⑥クラス ①・②クラス ③・⑥クラス ②クラス
サブアリーナ サブアリーナ サブアリーナ サブアリーナ

④ 幼児クラス ：16：20～17：20

⑤ 小学生クラス：17：40～18：40① 幼児クラス ：15：40～16：50 （水のみ）

② 小学生クラス ：17：10～18：30

キッズクラス（水・金） チャレンジクラス（土日）

※ キッズクラス：多種目のスポーツを行います。 チャレンジクラス：基礎・器械体操を主に行います。

キッズクラス（木）

③ 幼児クラス：14：30～15：30

◆ ４月・５月の予定は、3月中旬にお知らせします。(^_^)/

注： 教室日程・内容は変更になることがあります。

⑥ 小学生クラス：17：20～18：40

バスケットボール

基礎クラス（月・木）

2月

３月

★ おしらせ ★

◆ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、教室の日程,内容等変更に

なることがあります。ご理解をお願いします。

★ ひみつの特訓塾(第4弾)開催 ★
～ 跳び箱・マット ～

幼児クラス：9:20～10:20 小学生クラス：10:30～11:40

サブアリーナ 苦手なこと練習してみよう～！

★ 月曜バスケクラスは、3月は3回となりますが、別日へ振替お願いします。

★ ３月の土日クラスは、3回となっております。春休み特訓塾へ振替をお願いします。

お間違えの無いよう、ご確認ください。

※お申し込みはLINEから！

★ 春休み特訓塾開催予定 ★
～ 詳細は後日 ～

幼児クラス：9:20～10:20 小学生クラス：10:30～11:40 サブアリーナ 苦手なこと練習してみよう～！
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