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info@littlepine.nara.jp

リトルパイン 生駒

詳しくはWEBサイト
をご覧ください♪

運動不足が心配だけど

運動が苦手・・・

リトルパイン総合型
地域スポーツクラブ

全20回の半年間の教室（通年のクラスは1年更新）
のため、運動に対する苦手意識が強いお子さんでも
気軽に始めることができます。

2020年後期参加者募集！

パーソナル or
セミパーソナルレッスン
リトルパインの専任コーチによるレッスンです。
完全予約制。お友達同士での参加も可能です。

1人当たりの費用
（施設利用料・道具使用料込）
1人　4,000円～
2人　3,000円～

対応できる教室
・テニス
・マットボール
・リズム
・陸上

小学生 中学生10.11㈰スタート

23,000円（全20回分・施設使用料込・税込）
※年会費 ¥1,000・保険料 ¥1,000 別途必要
緑ヶ丘中学校
日曜日
①小学1年～6年　
②中学生以上　　 
各12名

バドミントン

子どもから大人までラケットの長さが変わらないス
ポーツです。用具準備不要でいつでも始められます。

10月～3月

コロナウィルス対策について
検温、運動前後のマスク、手洗いをお願いしています。
運動中のマスクの着用は熱中症のリスクもあるため、指定していません。
できるだけ周囲の人との距離をとりながら運動を行います。
スタッフは、毎日検温を実施、手洗いうがい等の徹底や体調管理を行っております。
施設の感染防止対策のための利用基準に沿って教室を開催しています

詳細はお問合わせください♪

各教室の案内は裏面をご覧ください

申込開始 ����

10/4㈰
無料体験会

18:15～19:30
19:40～20:55

後援：生駒市教育委員会

                  



小学1年～6年
小学1年～3年
小学4年～6年

19:15～20:25
18:30～19:40
19:45～20:55

水曜
月曜

中・高生小学生年長

小学生

小学生

小学生年長

中・高生小学生年中・年長

年中・年長

10.13㈫スタート

キッズテーブルテニス（卓球）教室

23,000円（年長・小学生）/29,000円（中高生）
（全20回分・施設使用料込・税込）
※年会費 ¥1,000/保険料 ¥1,000・高校生 ¥1,850 別途必要
生駒市体育協会総合 S.C.（旧総合公園）
火曜日
18:00～19:15　年長～小学6年生
19:30～20:45　中高生
各14名

小学生10.7㈬スタート

2１,000円
（全20回分・施設使用料込・税込）
※年会費 ¥1,000/保険料 ¥1,000 別途
滝寺スポーツ施設　多目的室
水曜日 16:50～17:50
小学生（1年～6年）
12名

キッズ空手

空手の動きで腕や足をしっかりと動かすこと
で、バランス感覚や体幹が鍛えられます。

体格差も気にならず、小柄な人も活躍しているスポーツです。
目でボールを追って動きを予測するため脳が活発に働きます。

小学生

キッズフットボール（サッカー）

3,500円（月額）
※年会費 ¥1,000/保険料 ¥1,000 別途必要
緑ヶ丘中学校・体育館
小学生（1年～6年）
毎週月・水曜日
各20名

体育館なので雨天に左右されません。
サッカーのボールを使用して練習します。

10.6㈫・10.29㈭スタート

キッズ陸上

23,000円（全20回分・施設使用料込・税込）
※年会費 ¥1,000/保険料 ¥1,000 別途必要
火曜 /生駒市体育協会総合 S.C.（旧総合公園）
木曜 /生駒小学校運動場
火曜日 18:00～19:15
木曜日 17:00～18:15
年長～小学6年生
25名

10.5㈪・10.6㈫・10.14㈬スタートキッズテニス

21,000円（年中・年長、クラス1）
31,500円（クラス2・3、中高生）
（全20回分・施設使用料込・税込）
※年会費 ¥1,000  保険料 ¥1,000 高校生 ¥1,850 別途必要
月・火曜 /生駒市体育協会総合 S.C.（旧総合公園）
水曜 /むかいやま公園テニスコート
月・火・水曜日
年中・年長、小 ,中 ,高生
各15名（年中・年長クラス6名）

大人気のテニス教室。俊敏性や瞬発力、さらに持久力などが
鍛えられます。

小学生10.29㈭スタート

29,000円（全20回分・施設使用料込・税込）
※年会費 ¥1,000/保険料 ¥1,000 別途必要
アコーディア・ガーデン帝塚山（阪奈道路沿い）
木曜日
1部 /16:30～17:30
2部 /17:40～18:40
小学生（1年～6年）

キッズゴルフ

フェアプレー精神を学びながらゴルフの楽し
さを学びます。

小学生

6,600円（月額）
※年会費 ¥6,600/保険料 ¥1,000 別途必要
生駒南第二小学校・多目的室
小学生（1年～6年）
毎週月曜日
小学1年～3年　18:00～19:00
小学4年～6年　19:10～20:10

チアダンス

バンビシャス奈良のホームゲームや地域イベント
へ出演し、チアリーダーの育成を行います！

運動の基礎となる陸上競技。スタートダッシュの練習やリ
レーをしながら、走るコツを身につけます。

10.19㈮スタート

18,000円（全20回分・施設使用料込・税込）
※年会費 ¥1,000/保険料 ¥1,000 別途必要
緑ヶ丘中学校・体育館
月曜日　18:10～19:10
年中・年長
10名

キッズフットボール（サッカー）

アクティブチャイルドプログラムの運動基礎＋サッカー
を行います。

年中・年長10.2㈮スタート

19,000円
（全20回分・施設使用料込・税込）
※年会費 ¥1,000/保険料 ¥1,000 別途必要
生駒市体育協会総合 S.C.
金曜日
①年中・年長　15:40～16:40
②小学1年～3年 16:50～17:50
各20名

キッズリズム

バトン歴18年の講師が指導！柔軟性・敏捷性・リズム
感・バトン技術を養います。年中・年長クラスはリズム運
動メインのクラスです。男の子も大歓迎！

年中・年長10.23㈮スタート

21,000円（全20回分・施設使用料込・税込）
※年会費 ¥1,000・保険料 ¥1,000 別途必要
生駒市体育協会総合 S.C.（旧総合公園）
金曜日（全20回 /マット10回・ボール10回）
年中・年長クラス…15:40～16:40
小学生クラス（1～3年生）…16:50～17:50
各18名 ※小学生クラス…4年生以上も希望者受付可

マット＆ボール

ボール運動では基礎となる動きや技術を身につけていき
ます。マット運動では小学校でも役立つ体操の基礎が身に
つきます。遊びの要素を取り入れたプログラムで、運動が
苦手なお子様でも楽しみながら取り組むことができます。

※奈良県ジュニア強化コーチ及び
日本スポーツ協会テニスコーチ指導・監修

クラス2（初～中級）/17:00～18:30
クラス1（初心者）/18:30～19:30
年中・年長 /15:40～16:40
クラス1（初心者）/16:40～17:40
クラス2（初～中級）/17:00～18:30
クラス3（中～上級）※/17:40～19:10 
中高生クラス /18:40～20:10
クラス1（初心者1～3年）/15:40～16:40
クラス2（初～中級）/15:40～17:10
クラス1（初心者4～6年）/17:10～18:10
クラス3（中～上級）※/17:00～18:30

月曜

火曜

水曜

※クラス3はクラブ会員継続者
または同等のレベル。

木曜日
コンディショントレーニ
ングや立ち幅跳び、ボー
ル投げなども行います。

火曜日
奈良県の陸上競技の普
及を目指すNARA-Xの
指導者による教室。

指導：バンビシャス奈良

①リズム運動 
②バトントワリング

年中・年長10.14㈬スタート

23,000円（全20回・施設使用料込・税込）
※年会費 ¥1,000/保険料 ¥1,000 別途必要
【ゴルフ】アコーディア・ガーデン帝塚山
【テニス】むかいやま公園テニスコート
水曜日（全20回 /ゴルフ10回・テニス10回）
15:40～16:40
年中・年長
6名

ゴルフ＆テニス

実際のゴルフ練習場を使用し、ルールやプレーに対
する姿勢を学びます。
テニスではラケットの持ち方から指導を行い、ミニ
ゲームができるまでを目指します。

別料金で
ラウンドを
周ることも
できます♪

※JFA公認サッカー講師
　JSPO公認アクティブチャイルドプログラム講師
　の教室です

9/15㈫ 申込スタート
右記フォームまたはホームページの申込みフォームよりご希
望の教室、またはイベントを選択し必要事項を入力してくだ
さい。申込順となりますので、定員となった場合はキャンセル
待ちとなります。各教室定員人数は前期継続者を含みます。

PC・スマホ共用
http://ws.formzu.net /fgen/S38441703/
スマホ専用 
http://ws.formzu.net /sfgen/S38441703/
携帯電話専用 
http://ws.formzu.net /mfgen/S38441703/

各
教
室
の

申
込
方
法

※教室の開催内容・場所・曜日等、変更がある場合があります

PC・スマホ共用 スマホ用 携帯電話専用 




