
・オリジナルプログラム　（月会費　一般　２，０００円　シニア・学割１，５００円で利用できます）

・ 月曜日から日曜日まで２２プログラム（運動系・文化系）に参加可

２ページに種目・時間の詳細掲載

・アドバンスプログラム ３ページに種目・時間の詳細掲載

・ トランポリン（キッズから大人まで障がい者も含め各コース）
＊昨年全国大会に出場する選手が出るまでクラブの力が付きました。

・ ジュニア育成テニス教室（小学４年生～６年生）１期～３期（年間）

・ 元気体操１期～３期　・WAKU WAKUジャズダンス　・書道教室等

・参加型プログラム
・ はつらつ健康体操の柴又会場と高砂会場地区が加わりました。

・ 季節に応じたイベント　七福神巡り・

・ 夏休み小学生対象のスポーツ教室　等

・学校連携事業

・ 周辺地域小学校生徒対象にランニング教室等で運動能力の向上支援

・公立学校施設活用促進事業

・都民参加型や区民参加型プログラム
・ ふれあいグラウンド・ゴルフ大会やふれあいフェスタ等

・その他
・ かつしか菖蒲まつりに舞台出演（気功）等

第９回かつしかふれあいRUNフェスタ２０２３ ２０２３年３月１２日（日）堀切水辺公園で開催

ポップコーンが出来る様子にくぎ付け

午前９時　１０Kmの部 スタート

今年度も会員皆様の健康維持のお手伝いになります様に進めて参ります。

＊ハーフマラソンマラソンの部では１時間５分台の大
会記録が出ました。

　当日は好天に恵まれ,親子参加等たく
さんの人が来場され、各販売店は早々に
完売となっておりました。

令和５年度が始まりました。４年ぶりにマスク着用が自主判断となりました。

オール水元のポップコーン販売も完売

全体で４１５２名のエントリーが有りました
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変　更　有　り

曜日 プログラム名 時　　間 会　　　場

1部  ９：００～10：0０ 水元学び交流館

2部 １０：15～１1：15 レクリエーションホール　※3

水元総合スポーツセンター

地域交流ホールA

水元総合スポーツセンター

テニスコート

水元学び交流館

レクリエーションホール　※3

1部 14:00～14:55 水元総合スポーツセンター

2部 15:00～15:55 第一・第二会議室

水元総合スポーツセンター

多目的広場

水元学び交流館

レクリエーションホール　※3

水元学び交流館

レクリエーションホール　※3

1部 9:00～9:50 水元総合スポーツセンター

2部 10:00～10:50 第一・第二会議室

水元総合スポーツセンター

フィットネススタジオ

水元総合スポーツセンター

多目的広場

水元総合スポーツセンター

第一・第二会議室

水元総合スポーツセンター

第一・第二会議室

水元総合スポーツセンター

第一・第二会議室

水元総合スポーツセンター

第一会議室

4月 オリジナルプログラム(月会費で参加自由なプログラム）

日

月

リフレッシュ健康体操 ３・１０・１７

マクラメ編み教室　　　　    ※１ 3 14:00～16:00

ナイター硬式テニス　　    　※２ ３・１０・１７・２４ 19:00～21:00

バドミントン １０・１７・２４ 19:00～21:00 葛美中学校 体育館　      　　  ※3

火

気功教室 ４・１１・１８・２５ 10：0０～１1：3０

健康吹矢 ４・１１・１８・２５

水

スナッグゴルフ ５・１９ 9:00～11:00

バウンドテニス ５・１２・１９・２６ 13:00～15:00

楽しい卓球 ５・１２・１９・２６

金

スナッグゴルフ １４・２８ 9:00～11:00

はつらつ健康体操

18:30～20:30

木

押し花教室　　　　　　         ※１

練功教室 ６・１３・２０・２７

ラケットテニス　　　　　　　　 ※3 １３・２０・２７

イス体操 １４・２８ 13：30～14：30

19:00～20:30

１４・２８

指導者都合の為中止

水元学び交流館　視聴覚室

スポーツ(健康)ダーツ ７・１４・２１・２８ 14:00～16:00

花の木小学校　体育館

健康ヨガ ６・１３・２０・２７ 19:00～20:00

スポーツ太鼓 ２・１６ 19:00～20:30 水元学び交流館　視聴覚室

現代俳画(水墨画)教室　　 　※１ 8 14:00～16:00

カローリング ８・１５ 14:00～16:00 飯塚小学校 体育館　　 　　 　  ※3

土

シェイプアップ・ウォーキング １・８・１５・２２ 9:00～9:40

10:30～11:30

パワー・ヨガ １・８・１５・２２ 9:50～10:50

金町地区センター 5Fホール 



曜日 プログラム名 時　　間 会　　　場

水元総合スポーツセンター

テニスコートA面・B面

Ⅰ　16:30～17:30 水元総合スポーツセンター

Ⅱ　17:30～18:30 サブアリーナ

Ⅰ　16:30～18:00 水元総合スポーツセンター

Ⅱ　18:10～20：00 サブアリーナ

水元総合スポーツセンター

サブアリーナ

水元総合スポーツセンター

第一・第二会議室

水元総合スポーツセンター

サブアリーナ

水元総合スポーツセンター

地域交流ホールA

水元総合スポーツセンター

サブアリーナ

水元総合スポーツセンター

サブアリーナ

Ⅰ 16:15～17:15 水元総合スポーツセンター

Ⅱ 17:15～18:15 サブアリーナ

Ⅰ 16:15～17:15 水元総合スポーツセンター

Ⅱ 17:15～18:15 サブアリーナ

☆

令和５年度から　はつらつ健康体操　柴又会場・高砂会場が加わりました。

曜日 プログラム名 日 費用 時　　間 会　　　場

はつらつ健康体操（柴又会場） 3500円

定員　２０人 （７回）

はつらつ健康体操（高砂会場） 3500円

定員　３０人 （７回）

柴又七福神めぐり

定員　２０人

※１

※２

※3

☆

☆

☆

火 WAKU WAKU ジャズダンス ４・１１・１８・２５ 9:15～11:00

4月 アドバンスプログラム(別費用で参加するプログラム）

日

月

ジュニア育成硬式テニス教室 (1期) 3・10・17・24 17:00～19:００

トランポリン・ジュニア       (1期) 3・10・17・24

トランポリン・クラブ　    　(通年) 3・10・17・24

柴又学び交流館　第４集会場

14:00～15:00

トランポリン・キッズ ７・１４・２１・２８ 15:00～１６：００

トランポリン・ジュニア     (1期) ７・１４・２１・２８

水 元気体操教室 ５・１９・２６
1部 16:30～17:20
2部 17:30～18:20

金

書道教室 ７・２１ 9:30～11:00

トランポリン・大人 ７・１４・２１・２８

障がい者トランポリン 3・10・17・24 18:40～19:40

日 9　（雨天
決行）

Am８時30分京成金町
駅前集合（３７分発）

高砂駅スタート～柴又周辺（七福神
巡り）～金町駅ゴール

500円

季節柄インフルエンザや花粉症対策等の健康管理には十分ご注意下さい。

各プログラム活動中の水分補給や汗拭き対策等はご自身でお願いします。

金
７・14・２
１・２８

13：30～14：30 高砂地区センターホール

注意事項
指導・準備の都合上【事前申し込み制】です。
参加当日、 材料費（実費）が必要です。

雨天、荒天等で中止となることがあります。
１７時以降については水元総合スポーツセンター受付（℡03-3609-8182）へお問い合わせ
願います。

室内履きの必要な施設です。室内運動に適したシューズの持参使用をお願いします。

スポーツプログラムは、動きやすい服装・シューズで参加願います。

トランポリン・クラブ　   　(通年) ７・１４・２１・２８

小学生の夜間プログラム（20時以降）の参加は必ず保護者もしくは成人の方に送迎をお願いします。

4月 参加型プログラム(別費用で参加するプログラム）

月
１０・１７・
２４

13：30～14：30



・ クラブ開設当初からのプログラムのノルディックウォーキングが３月末で休止となりました。

新しいプログラムを検討中ですが決定しましたらお知らせいたします。

・ ３月１２日（日）かつしかRUNフェスタが堀切水辺公園とその周辺で行われ

オール水元からはポップコーン販売。好評のうちに売れ切れました。

予定
・

オール水元スポーツクラブはトランポリン体験会で参加協力をします

・ ４月２６日（水）　オール水元スポーツクラブ定期総会
令和４年度の総括と令和５年度の方針等を論議・決定をします。

・事務局から

　

・会計部からお願い

 【クラブハウス開設日・時】　　　月～土（祝日開設）　午前１０時～１２時　午後１時～５時　

日曜日は休み。毎月第二水曜日は休館日で４月12日は休館日になります

　　　  　ホームページアドレス　　　　all-mizumoto-sc.jp/

Tel. 03-５８７６-９１８８　　FaX.　０３－５８７６－９１８９　　　

報告

*マスク着用は自己判断となりましたが、花粉症も有りますので健康にはご注意下さい

４月１日（土）水元総合スポーツセンター・エスフォルタ７周年記念イベント

当日は好天に恵まれ参加者多数の下、元気に走っておられました。

新型コロナウィルス感染が３年以上続きましたが、近時少し落ち着いてきてマスク着用に
ついては３月１３日からご自身で判断する事になりました。　これまでマスク越しでの対面
から素顔で顔合わせした時に　・　・　・　・　・　😲　？？

完
売

クラブハウス　〒125-0032　東京都葛飾区水元1-２３-１　葛飾区水元総合スポーツセンター体育館内１階

＊ ４月から新年度になりました、年度会費2，000円を月会費と一緒にお支払いください。

＊ クラブを月単位で『休みたい時、やめたい時』は、金融機関へ手続き作業が有りますので、前月の１８日ま
でに事務局にご連絡をお願いします。

一般社団法人　オール水元スポーツクラブ クラブ案内ＱＲｺｰﾄﾞ

掲 示 板 ４月号 №11９

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%A9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&rlz=1T4VRHB_jaJP602JP603&tbm=isch&imgil=wccHdmyDB8Ws9M:;sajKeBT84qWMiM;http://illpop.com/png_sportshtm/tennis_a07.htm&source=iu&pf=m&fir=wccHdmyDB8Ws9M:,sajKeBT84qWMiM,_&usg=__A_5ENt-6x87kBI8ziN3qeA-lBh8%3D
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%A9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&rlz=1T4VRHB_jaJP602JP603&tbm=isch&imgil=wccHdmyDB8Ws9M:;sajKeBT84qWMiM;http://illpop.com/png_sportshtm/tennis_a07.htm&source=iu&pf=m&fir=wccHdmyDB8Ws9M:,sajKeBT84qWMiM,_&usg=__A_5ENt-6x87kBI8ziN3qeA-lBh8%3D
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=F8ZL%2b1qM&id=DE49FB9731227DB31FBB8605B1A3C0FA6E7CADF2&thid=OIP.F8ZL-1qM3jhV0Mj1EkXC_wEsEs&q=%e7%a7%8b%e3%81%ae%e8%8a%b1%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608036352740493726&selectedIndex=12
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=F8ZL%2b1qM&id=DE49FB9731227DB31FBB8605B1A3C0FA6E7CADF2&thid=OIP.F8ZL-1qM3jhV0Mj1EkXC_wEsEs&q=%e7%a7%8b%e3%81%ae%e8%8a%b1%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608036352740493726&selectedIndex=12
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=F8ZL%2b1qM&id=DE49FB9731227DB31FBB8605B1A3C0FA6E7CADF2&thid=OIP.F8ZL-1qM3jhV0Mj1EkXC_wEsEs&q=%e7%a7%8b%e3%81%ae%e8%8a%b1%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608036352740493726&selectedIndex=12
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=F8ZL%2b1qM&id=DE49FB9731227DB31FBB8605B1A3C0FA6E7CADF2&thid=OIP.F8ZL-1qM3jhV0Mj1EkXC_wEsEs&q=%e7%a7%8b%e3%81%ae%e8%8a%b1%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608036352740493726&selectedIndex=12



