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「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  」のポイント

開館時間／９：００～２１：００
休 館 日／１２月２９日～１月３日
指定管理者「四電工グループ」

ＴＥＬ．0877‒21‒5800

お申込み
お問い合わせは

JR 丸亀駅
県道高松丸亀線

●丸亀市役所

●県立丸亀高校

丸亀市総合スポーツセンター
県道善通寺府中線

高松自動車道善通寺 I.C

県立丸亀
城西高校

●

丸亀警察署●
●

丸亀城（香川県立丸亀競技場）

1１０ｍ走
2ジャイアントフット走
3バランス歩き
4テニスボール投げ
5サッカーボール蹴り

楽しみながらからだを動かし、運動に取り組むきっかけを作ります。
参加者全員に、各種目の測定値を月齢に応じて５段階評価した成績表を進呈。
さらに、高得点者にはオリジナル金メダルをプレゼント！！お子さまの得意な種目を探しましょう。

「なかなかうまく跳べない」、「もっと上手になりたい！」「難しい技に挑戦したい！」
 そんなお子さんを対象に『なわとび教室』を開催いたします。
  みんなで楽しくなわとびしましょう！

今、流行のチアダンスにチャレンジしてみませんか？
踊るのが好きな子はもちろん、運動が苦手なお子様でも
簡単な動きから始めるので、安心して続けられます！
お友達や姉妹での参加もお待ちしています♪お気軽にご参加ください！

簡単にできるグラウンドゴルフを
体験してみよう！

※保護者の方同伴でご参加ください。
※運動に適した服・靴を着用してください。
※雨天の場合は、屋内で行います。 ※測定はお一人さま一回です。

※保護者の方同伴でご参加ください。
※運動に適した服・靴を着用してください。
※雨天の場合は、屋内で行います。 

2019.10.14月■祝 2019.11.24日

①  9：30～10：00
②10：00～10：30
③10：30～11：00
④11：00～11：30
⑤11：30～12：00

対　　象時　　間

申込方法

申込期間

参 加 資 格

参加費（税込）

エントリー
方法

4歳（10/8時点）～小学3年生
定　　員 各時間 25名

対　　象 小学１年生～６年生
定　　員 40名

時　間

9月2日（月）9：00から先着順
下記、管理事務室にて受付。（電話での受付も可）

9月2日（月）9：00から先着順
下記、管理事務室にて受付。
（電話での受付も可）

申込方法

※熱中症予防のため飲み物を忘れずに！

対　象 どなたでも楽しめます
受　付 当日、エントランス

ホール受付に
お越しください。

9月2日月10：00～11月10日日２３：５９まで
先着順のため定員になり次第締切ります

アシックス キッズスポーツチャレンジ®

スポーツフェスティバル in

10：40～11：40時　　間

※保護者の方同伴でご参加ください。
※運動に適した服・靴を着用してください。

対　　象 4歳～小学6年生
定　　員 各時間15名程度
定　　員 梶野 志穂 先生

（一社 ＰＡＭチアダンススクール代表）
場　　所 Pikaraスタジアム

第２トレーニングルーム
9月2日（月）9：00から先着順
右記、管理事務室にて受付。
（電話での受付も可）

申込方法

①10：15～11：00
②11：15～12：00

時　　間

9：30～12：30 ※雨天中止

全国統一かけっこチャレンジ2019

こどもから大人まで、誰でも参加できます！！

写真判定装置で
本格的にタイムを計時

記録証もプレゼント！

あなたの
全国順位がわかる！

全国統一
かけっこチャレンジで

できること

順位とかけっこ年齢をお知らせ

①写真判定装置を使用し、本格的にタイムを計ることができる！
②自分のゴール写真と、かけっこ記録証がもらえる！
③自分のタイムをWebへ入力することで、かけっこ年齢がわかる！
④全国のかけっこチャレンジ参加者の中での順位がわかる！
⑤かけっこ教室、準備運動教室で学べる！
⑥トップアスリートの世界記録を実感できる！

準備運動＆かけっこ教室
ベストタイムのため
秘訣を聞き出そう！

世界記録を体験！
トップアスリートの
世界記録を実感しよう

5歳以上※18歳未満の方は保護者の承諾が必要となります。
　　　　※小学生以下がご参加の場合は保護者同伴でご来場ください。
大人：1,100円　子供（5歳～18歳）：600円
※参加費は種目ごとに必要です。

エントリーはこちら
全国統一かけっこ
チャレンジ
オフィシャルサイト
（PC、スマートフォン）
http://www.kakekko-japan.com

こどもから大人まで誰でも気軽に参加できる「全国統一かけっこチャレンジ」で、
50m・100mのタイムを計ってみませんか！？
全国各地の陸上競技場で開催される全国規模の大会だから、あなたのタイムが、
全国のかけっこ仲間の中で何位なのか？が分かります！
ただ無心で走る、自己の記録にチャレンジ、こどもの成長を実感...等々、楽しみ方はいろいろ！
そう、あなたは“かけっこ”をするだけ！ぜひ、お気軽にご参加ください！！

〈なわとび教室講師〉生山ヒジキさん
日本で唯一のプロなわとびプレーヤー。
フリースタイルロープパフォーマンスチー
ムなわとび小助の代表としても活動。
「2014年世界大会優勝。複数の世界記
録を樹立。
全国各地の小学校や児童館等にて出張
なわとび指導を行い、現在まで800ヶ所
以上のべ30万人の指導実績を持つプロ
なわとびプレーヤー。
その他、メディア・イベント出演等、なわ
とびの楽しさ・魅力を伝えている。」

香川県丸亀市金倉町830　FAX.0877‒21‒5801
ホームページ http://www.marukyou.jp/

（香川県立丸亀競技場）

参加
無料

〈子ども向け体力測定イベント〉

グラウンドゴルフ体験

〈プロなわとびプレーヤーの生山ヒジキさんが指導!!〉なわとび教室

主催：四電工グループ　協力：アシックスジャパン

要申込

要申込

要申込

要申込

ＰＡＭチアダンススクール キッズチア体験会
当日参加
ＯＫ！

ほかにも
楽しい

イベント満載！

大会開催日前には、当日の組・レーンを
メールアドレスへご連絡させていただ
きます。（当日も確認できます）
当日の開催有無は、公式サイトにてご
案内をさせていただきます。

●全国統一かけっこチャレンジオフィシャルサイトか
らエントリー
●Pikaraスタジアムでも直接エントリーを受け付け
ています

参加者全員に
ポンポン
プレゼント！

　

持久力UP、集中力UP
、リズム感UP、筋力U

P

なわとびはメリットが
いっぱい！！

キッズスポーツフェスティバルの
詳しい情報は
ピカラスタジアムのホーム
ページをご確認ください。
http://www.marukyou.jp/



作品見本

全4回 4,000円（税込）10月参加費

全4回 4,000円（税込）11月参加費

全4回 4,000円（税込）12月参加費

「　　　　　　　　」へ行ってみよう！
教室参加者・施設利用者大募集!!

※予約優先（電話予約可能）予約がなければ随時受付可能です。
※トレーニングルームの営業時間内につき利用可能です。（最終受付は２０時まで）

酸素カプセル
一般90分 3,500円
一般60分 2,500円
一般30分 1,500円

生徒・高齢者90分 3,000円
生徒・高齢者60分 2,000円
生徒・高齢者30分 1,000円

高気圧酸素の力でリフレッシュ＆パワーアップ！

料
　
　
　金

水素水
スポーツ後の乾いた体においしい水飲みませんか？

500ml 200円
アルミボトル 730円

１F北自販機にて販売中
定期券：1ヶ月飲み放題！
今なら2,000円

このチラシ持参で

500円引き！

水素水にオススメ！
その他用途にもご利用
頂けます。1日から始まり 15日から始まり

どちらか選べます

ス
ポ
ー
ツ
教
室
注
意
事
項

●定員に達していない教室に限り1回参加できます。
●有料プログラム受付開始日、9月17日9：00より受付いたします。
　定員になり次第、受付を終了いたしますのでご了承ください。
●教室は祝日や講師の都合などで一部日程、時間が変更になることがあります。
●いったん納入された受講料等は払い戻し致しかねます。また、クラス変更もできません。ご了承ください。
●表示金額は消費税が含まれています。
●お客様の個人情報はサービス提供のための郵便物、電話、電子メール等によるお知らせ、アフ
ターサービスおよびマーケティング（アンケートのお願い等）に使用いたします。
●ご本人の同意なしに第三者に開示、提供したりすることはありません。

会社の会議・
教室・スポーツ
大会等の
準備室に!!

知ってましたか？

駐車場完備 300円

トレーニング
ルーム

1回200円
更衣室、シャワー室、
ロッカールーム完備

9時～21時営業
ナイター完備１時間 510円

世界のトップアス
リートが走る公認競
技場で走ってみませ
んか？あなたも気分
はトップアスリート!!

※60分以上のご利用に限ります
※その他キャンペーンとの併用不可

回数券始めました！
5枚綴り　60分

有効期限：購入日より1年間 有効期限
2019年12月28日

一般　10,000円
学生・
シニア　8,000円

Pikaraスタジアム管理事務室にて参加申込み用紙をご記入の上、参加料を添えて申し込みく
ださい。　〈注意〉教室をお休みした場合は、後日お花セットをお渡しします。振替などは出来
ませんので、ご了承ください。

場所 Pikaraスタジアム会議室

時間 19：00～21：00※作成が終わり次第解散します。

受付
方法

講師 與原 千織  先生

9月13日（金）までに、お申込みください。

こどもの心と
体を運動で育む レッスンキッズ

９月２０日金
作品名〈キャラメルラテ〉

フラワーアレンジメント教室

10月 1日・8日・22日・29日
11月 5日・12日・19日・26日
12月 3日・10日・17日・24日

　18：30～20：00
②〈小学4年～6年生対象〉
　  （チャレンジクラス：定員10名）

棒高跳クリニック
難しそう・怖そうに見える棒高跳びですが、そんなことはありません！！
小さい頃から基礎・基本をしっかりと学ぶことで、
安全に楽しく競技することができます！
まずは、棒高跳びのポール（棒）を握るところから・・
ドキドキの体験を、高く跳べる楽しさを体感してみませんか？？

めざせ！鳥人！！

講師・四電工陸上競技部　　藤田　裕太郎

場所・Pikaraスタジアム　　 主競技場

＊今年度、スポーツ保険に加入の方は別途800円が必要です。
＊入会金などは必要ありません。月謝のみ管理事務室へ毎月お支払いください。
＊参加料は月の練習回数×1,000円です。　＊体験参加、1回ずつの参加は1,200円です。

受付方法・管理事務室受付にて申込み用紙記入の上、参加
料を添えてお申込みください。

　　　　　キャンセルの場合、返金は致しかねますので、
ご了承ください。

準 備 物・運動できる服装・運動シューズ・飲み物等

実
施
日

時 間
対 象

※対象学年外の
　子の参加は
　要相談

　17：00～18：00
①〈小学1年～３年生対象〉
　 （体験・初級クラス：定員20名）

初心者向

90分

ステップ
エアロビクス教室

開催日 10/4．25
 11/1．8．15．22．29
 12/6．13．20
時 間 14：45～15：45
定 員 25名　
対 象 16歳以上

ステップ台を利用したエアロビクス教室
です。脂肪燃焼、心肺持久力、足腰が強く
なる効果に期待が出来ます。

金骨盤底筋体操からの
体幹トレーニング

開催日 10/4．25
 11/1．8．15．22．29
 12/6．13．20
時 間 12：30～13：15
定 員 20名　
対 象 16歳以上

女性に嬉しい骨盤のゆがみを整え美脚、
くびれづくり！骨盤底筋体操から体幹(イ
ンナーユニット)を活性化し、背骨や骨
盤、股関節等 正しい姿勢に戻します。

金ジョギングエアロ
開催日 10/3．24．31
 11/7．14．21．28
 12/5．12．19
時 間 19：30～20：30
定 員 25名　
対 象 16歳以上

走る動きと、エアロビクスを組み合わせ
た教室です。脂肪燃焼効果抜群のランニ
ングとエアロビクスのいいとこ取り！楽し
く体を動かしましょう！

木

パンチ＆キック
エクササイズ

開催日 10/2．23．30
 11/6．13．20．27
 12/4．11．18
時 間 19：45～20：45
定 員 25名　
対 象 16歳以上

エアロビクスにパンチやキックが入った
格闘系の教室です。シェイプアップにオ
ススメです♪

水ピラティス
開催日 10/2．23．30
 11/6．13．20．27
 12/4．11．18
時 間 17：40～18：40
定 員 20名　
対 象 16歳以上

姿勢改善、怪我の予防、リハビリに効果
があると言われているピラティスの教室
です。無理なく筋力アップすることで、元
気な身体作りをお手伝いします。

水

45分

パンチＤＥエアロ
開催日 10/1．8．15．29
 11/5．12．19．26
 12/3．10
時 間 10：00～11：00
定 員 25名　
対 象 16歳以上

パンチとキックを組み合わせたエアロビ
クス教室です。初心者向けで、ストレス解
消にも効果的★

火ノルディック
ウォーキング

開催日 10/7．28
 11/11．18．25
 12/2．9．16．23
時 間 9：30～11：00
定 員 15名　
対 象 16歳以上

ポールを使うことで全身を動かし運動不
足、メタボ対策にもオススメです。歩く習
慣を身につけませんか？

月

～肩膝腰痛さよなら～
スッキリ体操教室

開催日 10/3．24．31
 11/7．14．21．28
 12/5．12．19
時 間 10：00～11：00
定 員 20名　
対 象 16歳以上

体の見直しを行い、疲れにくい体作りをお手
伝いします。3ヶ月間、体操や筋力トレーニン
グなどで姿勢を改善し、肩・腰・膝などの痛み
の軽減に取り組み、疲れにくい体を作ります。

木

全9回 4,500円 講師：
福田　倫文

ピラティス
開催日 10/21．28
 11/11．18．25
 12/2．9．16．23
時 間 11：30～12：30
定 員 20名　
対 象 16歳以上

姿勢改善、怪我の予防、リハビリに効果
があると言われているピラティスの教室
です。無理なく筋力をアップすることで、
元気な体作りをお手伝いします。

月

全9回 4,500円 講師：
KAZUKO

全10回 3,750円 講師：
ＡＫＩ 全10回 5,000円 講師：

ＫＡＺＵＫＯ

からだメイキング
開催日 10/2．23．30
 11/6．13．20．27
 12/4．11．18
時 間 18：50～19：35
定 員 25名　
対 象 16歳以上

簡単なストレッチと、トレーニングを行う
教室です。体幹を鍛えて、芯から体を引
き締めます！

水

全10回 3,750円 講師：
湊　トオル 全10回 3,750円 講師：

湊　トオル

マインドフルネスヨガ
開催日 10/7．21．28
 11/11．18．25
 12/2．9．16．23
時 間 19：45～20：45
定 員 20名　
対 象 16歳以上

ヨガを行いながら、感情やストレスのコ
ントロールを行い、元気な体と心づくり
のお手伝いをします。

月

全10回 5,000円 講師：
眞鍋　崇子 全10回 5,000円 講師：

湊　トオル

ダイエット教室
開催日 10/1．8．29
 11/5．12．19．26
 12/3．10．24
時 間 14：00～15：30
定 員 10名　
対 象 １６歳以上

脂肪燃焼を本気で目的としている方を対
象とした教室です。ダイエット、メタボ対
策にもオススメです。少人数制なので、個
人にあった指導を受けることが出来ます。

火

45分 45分

美筋トレーニング
開催日 10/1．8．29
 11/5．12．19．26
 12/3．10．24
時 間 17：30～18：15
定 員 20名　
対 象 16歳以上

クラッシックバレエや、ヨガのストレッチ
方法で、しなやかに！また、筋力トレーニン
グで美しい体づくりを目指す教室です。

火

全10回 5,000円 講師：
福田　倫文

パンチＤＥエアロ
開催日 10/3．24．31
 11/7．14．21．28
 12/5．12．19
時 間 9：30～10：30
定 員 25名　
対 象 16歳以上

パンチとキックを組み合わせたエアロビ
クス教室です。初心者向けで、ストレス解
消にも効果的★

木

全10回 5,000円 講師：
湊　トオル

全10回 5,000円 講師：
伊藤　直哉

フットセラピー
開催日 10/4．25
 11/1．8．15．22．29
 12/6．13．20
時 間 11：00～11：30
定 員 25名　
対 象 １６歳以上

足をマッサージしリンパの流れを良くし
ます。冷え、むくみ、乾燥の改善にオスス
メです。

金

30分

初心者向

全10回 5,000円 講師：
湊　トオル 全10回 2,500円 講師：

白玖 真由美 全10回 3,750円 講師：
八田 奈緒美 全10回 5,000円 講師：

白玖 真由美

発育理論に基づき、年長～
小学2年生の時期に必要な
動きづくりを行い、運動能
力の基礎をつくります。

運動が得意になる教室（1部・２部）
開催日 10/7・21・28
 11/11・18・25
 12/2・9・16・23

時　間 1部 16：00～17：00
 2部 17：30～18：30
定　員 20名
対　象 年長～小2

※小3以上も
　参加可能

月 参加料
1,000円×月回数

キッズのエアロビクス教室
です。リズム感を養い、運動
機能の向上を促します。

Pikaraスタジアムこどもエアロビクスクラブ
開催日 10/1・8・15・22・29
 11/5・12・19・26
 12/3・10・17・24

時　間 16：30～17：15
定　員 15名
対　象 年少～小2

火 参加料
500円×月回数

楽しくゲーム感覚で行える運動を
通じて体育を好きになるための
教室です。学校で行う体力測定の
記録アップも目指していきます。

体育が得意になる教室（1部・２部）
開催日 10/2・23・30
 11/6・13・20・27
 12/4・11・18・25

時　間 1部 17：00～18：00
 2部 18：30～19：30
定　員 20名
対　象 小3～小6

※中学生も
　参加可能

水 参加料
1,000円×月回数

様々な動き作りにチャレンジしなが
ら、走る動き作りに取り組む教室で
す。速く走ることから、いろいろな
競技に生かせる動きまで行います。

走るのが得意になる教室
開催日 10/3・24・31
 11/7・14・21・28
 12/5・12・19・26

時　間 1部 17：00～18：00
 2部 18：15～19：15
定　員 10名
対　象 小1～小6

木 参加料
1,000円×月回数

①他の教室参加の方は500円引き！
②1人が2つ以上作る場合、
　1つにつき500円引き！

小学生から
参加ＯＫ！

割引
情報！！

参加料
お花代・花材込み 3,500円（税込）

NE
W！

11月以降の教室については、消費税増税のため参加料が変動する可能性がございます。　


