
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●東急田園都市線「宮前平駅」から 

・バス：1 番又は 4 番乗り場から、「犬蔵」

で下車 

 

●JR「武蔵溝ノ口駅」・東急田園都市

線「溝の口駅」南口から 

・バス：2 番乗り場から、「犬蔵」で下車 

●東急田園都市線「高津駅」から 

・徒歩：8 分 

 

●東急田園都市線「二子新地駅」から 

・徒歩：7 分 

●小田急小田原線「新百合ヶ丘駅」南

口から 

・徒歩：7 分 

 

●バス：「市バス、小田急バス、東急バス

で「麻生スポーツセンター入口」下車 

 徒歩５分 

●JR・東急東横線「武蔵小杉駅」から 

・バス：北口バス乗り場から「とどろきアリ

ーナ前」又は「市営等々力グランド入

口」で下車 

・バス：横須賀線駅バス乗り場から「とど

ろきアリーナ前」で下車 

・徒歩：25 分 

 

●JR「武蔵溝ノ口駅」・東急田園都市

線「溝の口駅」から 

・バス：ノクティ側バス乗り場から「とどろき

アリーナ前」又は「市営等々力グランド

入口」で下車 

●JR「川崎駅」・京浜急行「京急川

崎駅」から 

・バス：川崎駅ラゾーナ広場バス乗り

場から、「武道館前」で下車 

 

●JR・東急東横線「武蔵小杉駅」か

ら 

・バス：「東横線小杉駅」から乗車し、

「武道館前」で下車 

●JR「川崎駅」・京浜急行「京急川

崎駅」から 

・バス：川崎駅ラゾーナ広場バス乗り

場から、「幸区役所入口」で下車 

 

●JR・東急東横線「武蔵小杉駅」か

ら 

・バス：北口バス乗り場から、「幸区

役所入口」で下車 

 

●JR「矢向駅」・「鹿島田駅」から 

・徒歩：20 分 

●JR「稲田堤駅」・京王相模原線「京王

稲田堤駅」から 

・徒歩：20 分 

・バス：「城下」バス停から乗車し、「南菅

中学校」で下車 

 

●小田急小田原線「読売ランド前駅」か

ら 

・徒歩：20 分 

・バス：「南菅中学校」で下車 

 

●JR「川崎駅」・京浜急行「京急

川崎駅」から 

・徒歩：15 分 

 

・バス：東口バス乗り場から、「教育

文化会館前」で下車 

■お知らせ■ 
１ 一部予約制の催しを除き、各会場での催しについては自由に

ご参加いただけますので、当日は直接会場へお越しくださ

い。 

２ 各催しに参加する場合は、運動に適した服装、上履き、ラケッ

ト、ボール、タオル、飲み物等を各自でご用意ください。 

３ 屋内施設の催しについては、一部年齢を制限させていただく

場合がございますのでご注意ください。 

４ 主催者が事業開催中に撮影した写真は、各施設が発行する広

報物に掲載するために使用することがあります。 

５ 各施設で感染症対策チェックシートのご記入をお願いいたし

ます。 

主催： 川崎市 

川崎市スポーツ推進委員連絡協議会・川崎市レクリエーション連盟 

TEL:813-6531 FAX:813-6532 

TEL:976-6350 FAX:976-6358 

TEL:951-1234 FAX:952-2447 

TEL:544-0493 FAX:544-0493 

TEL:798-5000 FAX:798-5005 

TEL:555-3011 FAX:556-0169 

TEL:946-6030 FAX:946-6032 

 

富⼠⾒公園 

 
カルッツかわさき 

TEL:222-5211 FAX:222-5122 

 

■お問い合わせ先■ 
 

 お問い合わせについては各施設へお願いします。 

 

市立幸高校 

東芝小向事業所 



 

■多摩スポーツセンター ≪多摩区菅北浦 4－12－5≫ 
○大体育室  
★10:00～12:00･･･卓球開放【事前予約制/用具貸出無し】※定員:18 組 
★13:00～15:00･･･バドミントン開放【事前予約制/用具貸出無し】 

※定員:20 組 
★16:00～19:30･･･ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ教室体験【事前予約制/用具貸出無し】 

①16:00～17:00 (4 歳～小 1 年生) ②17:15～18:15 (小 2～4 年生) 
③18:30～19:30 (小 5 年生以上) ※定員各 30 名 

★16:00～19:30･･･フットサル教室体験【事前予約制】 
①16:00～17:00 (小 1～2 年生) ②17:15～18:15 (小 3～4 年生) 
③18:30～19:30 (高校生以上) ※定員各 30 名  

○小体育室【事前予約制】※各定員 30 名 
★13:30～14:30･･･ピラティス 
★14:45～15:45･･･30 歳以上の親子教室 
★16:00～17:00･･･エアロビクス  
○第 1 武道室【事前予約制】※各定員 30 名 
★09:15～10:25･･･お日さまヨガ(雨天の場合のみ) 
★14:30～16:30･･･ボッチャ体験  
○テニスコート  
★09:15～10:25･･･お日さまヨガ ※ 雨天の場合は第 1 武道室 

【事前予約制/ヨガマット貸出無し】定員 30 名 
★12:30～16:20･･･テニス教室【事前予約制/用具貸出無し】 

※ 雨天中止 
①12:30～13:20 (初心者体験/中学生以上) 
②13:30～14:20 (小学生体験) 
③14:30～15:20 (親子体験/小学生以上の子どもと親) 
④15:30～16:20 (中学生以上) ※定員各 16 名  

○プール【事前予約制/各入水定員 36 名】 
★09:00～10:30･･･ばしゃばしゃプール第一部 
★11:00～12:30･･･ばしゃばしゃプール第二部 

※ 第一部二部ともに水深 30 ㎝プール親子利用 
★13:15～13:45･･･アクアビクス 
★14:00～15:30･･･フリー利用 
★15:45～17:15･･･フリー利用 
★17:30～19:00･･･フリー利用  
○野球場 多摩区中学校大会 
 
○トレーニング室【事前予約制/各定員 10 名】 
★09:00～12:00 
★12:10～15:10 
★15:20～18:20 

■石川記念武道館 ≪幸区下平間357≫ 
○剣道場 
   9:30～11:30･･･剣道体験会 

14:00～16:00･･･なぎなた体験会 
18:00～20:00･･･少林寺拳法体験会 

 
○柔道場 

9:30～11:30･･･合気道体験会 
★12:00～13:30･･･護身術① (中学生以上/川崎市在住･在勤) 

【事前予約制 定員20名】 
14:00～16:00･･･空手体験会 

★16:30～17:30･･･護身術② (中学生以上/川崎市在住･在勤) 
【事前予約制 定員20名】 

18:00～20:00･･･柔道体験会 

■宮前スポーツセンター ≪宮前区犬蔵1－10－3≫ 
○大体育室【人数制限あり】 
   9:30～10:30･･･ストラックアウト、スラックライン、フリスビー(どなたでも) 

11:30～13:30･･･縁日(ヨーヨー釣り、射的など)(どなたでも) 
11:00～12:00/13:00～14:00･･･体力測定(どなたでも) 
14:30～15:30･･･トランポリン(どなたでも) 
17:30～20:30･･･スポーツデー卓球(小学生以上) 

 
○小体育室【人数制限あり】 

10:00～12:00･･･ユニバーサルスポーツデー(障害者スポーツデー) 
★13:30～14:30/15:00～16:00･･･ショートタイム体験(高校生以上)【事前予約制】 
★17:30～21:00･･･スポーツデーバスケットボール【事前予約制】 

①17:30～18:30 (小学生)    ②18:45～19:45 (中学生、小･中学生と保護者) 
③20:00～21:00 (高校生以上) 

 
○研修室１【人数制限あり】 

10:30～11:00/11:30～12:00･･･熱中症セミナー(どなたでも) 
14:00～14:30･･･食育セミナー『成長期の栄養』(小学生と保護者) 

 
○トレーニング室【人数制限あり】 
   9:00～21:30･･･無料開放(中学生以上/1人1回最大3時間まで) 
★10:00～15:00･･･ボルダリング体験(小学生以上)【事前予約制】 
 
○エントランス【人数制限あり】 
★10:00～12:00･･･ビニールプール(どなたでも)【事前予約制】 
 
〇区民サロン【人数制限あり】 

9:00～16:00…親子スペース(未就学児と保護者) 
 

■とどろきアリーナ ≪中原区等々力1－3≫ 
○サブアリーナ 

10:00～12:30･･･ニュースポーツ体験(フライングディスク・バッゴー・ 
ユニカール・シャッフルボード・ボッチャ) (年齢制限なし) 

10:00～13:00･･･卓球（年齢制限なし） 
13:30～15:00･･･バドミントン（年齢制限なし） 

★15:30～18:30･･･川崎ブレイフサンダースバスケットボール教室体験 
        (年中～小 1 年生の初心者、小 2 年生～中学生の経験者） 
       【事前予約制】 
 

○体育室 
★10:15～11:00･･･親子スポーツ(3､4 歳児と保護者) 

【事前予約優先/20 組】 
★11:30～12:15･･･やさしいヨガ (高校生以上)【事前予約優先/50 名】 
★12:45～13:30･･･ズンバ(高校生以上)【事前予約優先/50 名】 
★14:00～14:45･･･ボディコンバット 45 (高校生以上) 【事前予約優先/50 名】  
○研修室 
★10:00～10:45･･･健康体操(高校生以上)【事前予約優先/20 名】 
★11:15～12:00･･･ボディパンプ 45(高校生以上)【事前予約優先/23 名】 
★13:00～14:30･･･インボディ測定(高校生以上)【事前予約優先/15 名】 
 

○トレーニング室 
   9:00～21:30（中学生以上/1人1回最大3時間まで） 

■麻生スポーツセンター ≪麻生区上麻生３－６－１≫ 

【スポーツデー無料開放】 
○大体育室 

9:20～10:20･･･エアロビクス(定員80名) 
 
○第２武道室 

13:45～15:00･･･ヨガ(定員24名)  
15:20～16:35･･･ヨガ(定員24名) 

 
○小体育室 

18:45～19:45･･･エアロビクス(定員40名) 
 
○トレーニング室  

9:00～21:15（中学生以上/1人1回最大3時間まで） 
 

■幸スポーツセンター ≪幸区戸手本町1－11－3≫ 
○大体育室 

9:00～12:00･･･バドミントン無料開放 
(ラケット無料貸出有(シャトルは有料)) 

13:00～15:30･･･バドミントン・ストラックアウトチャレンジ 
16:15～18:30･･･フットサルドリブル測定会 

(小学校低学年の部/小学校高学年の部/一般の部) 
★18:45～20:00･･･護身術(中学生以上/川崎市在住･在勤) 

【事前予約制/定員20名】 
 

○小体育室 
   9:00～12:00･･･卓球(ラケット無料貸出有(ボールは有料)) 

13:00～15:30･･･卓球ストラックアウトチャレンジ(半面) 
ボッチャ体験会(半面) 

16:00～18:30･･･車いすバスケ体験会(小学生以上) 
19:00～20:00･･･バスケットボール無料開放(小学生以上) 

 
○トレーニング室  
   9:00～20:00 (中学生以上/1人1回最大3時間まで) 

武蔵溝ノ口 

武蔵小杉 

川崎 

鹿島田 

■カルッツかわさき ≪川崎区富士見1-1-4≫ 
○大体育室 バスケットボールクリニック/スポーツデー無料開放 
★ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾘﾆｯｸ【事前予約制/各定員30名】※要室内履き 

①10:00～12:00 (小学生)  ②14:00～16:00 (中学生) 
･スポーツデー バスケットボールタイム(各定員50名) ※要室内履き 

①17:30～19:00 (小中学生) ②19:00～21:00 (16歳以上) 
 

○小体育室 (16歳以上/各定員50名) 
   9:30～10:30･･･太極拳 

10:40～11:10･･･ほほえみ元気体操 
11:20～11:50･･･健康体操 
14:00～15:00･･･グループファイト ※要室内履き 
16:00～17:00･･･ZUMBA ※要室内履き 

 
○トレーニング室 無料開放(各定員20名) 
   9:00～21:30 (中学生以上) ※要室内履き 

①9:00～12:00 ②13:00～16:00 ③17:00～21:30 
※12:00～13:00・16:00～17:00は換気・消毒のため利用中止 

「★」印のイベントは事前予約が必要です。各施設へ御連絡ください。 

 
○武道室 市民体力テスト/カローリング・ボッチャ体験会 
  10:00～12:00(受付11:30まで)･･･市民体力テスト 
                  ※要室内履き 

13:30～15:00･･･カローリング・ボッチャ体験会 
                ※要室内履き 
 
○弓道場 (用具貸出無し) 

9:00～17:15･･･スポーツの日弓道大会 
17:15～21:30･･･無料開放(中学生以上/利用証お持ちの方) 

 
○研修室 教室体験会 

9:30～10:30…よちよち親子元気ファミリー 
(1～2歳の親子/定員10組) ※要室内履き 

11:00～12:00…わんぱく親子体操名人 
(2歳～年少の親子/定員10組) ※要室内履き 

13:00～14:00…ピラティス(16歳以上/定員25名) 
14:30～15:30…フラダンス(16歳以上/定員25名) 

新百合ヶ丘 

■高津スポーツセンター ≪高津区二子3－15－1≫  7月2日(金)9:00～来館にて受付開始 
○大体育室 【用具貸出あり(有料・数に限りがあります。)】 
★ 9:00～16:30･･･スポーツデー無料開放【グループでの事前予約制】 

バドミントン(小学生以上/定員 1 グループ 10 名まで) 
卓球(小学生以上/定員 10 組 20 名まで) 
①9:00～10:00 ②10:15～11:15  ③11:30～12:30 

  ②13:00～14:00 ⑤14:15～15:15  ⑥15:30～16:30   
○小体育室 【すべて予約制】 
★09:00～ 9:50･･･ZUMBA(どなたでも/定員 40 名) 承認No.16492 
★10:10～11:10･･･自遊自在からだで遊ぼう(小学生/定員 20 名) 
★11:30～12:30･･･ファミリーで一緒にスポーツしよう 
         (幼児と保護者) /定員 20 組 
★13:00～14:30･･･テニスピックルボール(親子) /定員 12 組 
★15:00～16:30･･･ 障害者スポーツ/定員 20 人 
         卓球バレー・バッコウ・ボッチャなど 

(障害者手帳をお持ちの方と付き添いの方) 
 

 
 
 
○武道室 ※すべて予約制 

9:00～ 9:50･･･高齢者向け体操(高齢者) /定員 15 名 
10:10～11:00･･･キッズ空手(幼児) /定員 20 名 
11:30～12:20･･･骨盤姿勢改善(大人向け) /定員 15 名 

 
〇３階ユニバーサル広場 ※雨天の場合は武道室 
★17:00～18:00･･･サンセットヨガ(どなたでも) 
  【予約制/定員 20 名】 

※ヨガマットをお持ちの方はご持参ください。 
 
〇トレーニング室 ※当日先着順 

9:00～18:00 (中学生以上)/定員 20 名 
  ※詳細はお問い合わせください。 

 


