
年少～年長 （土）午前９時１０分～９時５５分 15

小学生 （土）午前１０時～１０時５０分 15

年少～年長 （土）午前１１時～１１時５０分 15

年中以上（大人も参加可） （日）午前１０時～午後３時（月1回開催） 550円/回

年中～小学生 （月）午後６時３０分～７時30分 15

年少～年長 （水）午後４時３０分～５時２０分 15

小学生 （水）午後５時３０分～６時３０分 15

小学生（低学年） （木）午後４時～４時５０分

小学生（高学年） （木）午後５時～５時５０分

13歳以上 毎月第二、四土曜日午後２時～４時 20 1,000円/回

（木）午後４時～４時５０分 15

（木）午後５時～５時５０分 15

（木）午後６時～６時５０分 15

小学生 （木）午後７時～８時 10

年少 （日）午前９時１５分～１０時 10 6,300円/6回コース

年中 （日）午前１０時１０分～１１時 12

年長 （日）午前１１時１０～１２時 12

小学生 （日）午後１２時１０分～１時 12

年中長 （日）午後２時～午後２時５０分 12

目的別クラス （日）午後３時～３時５０分 12

年長～小学3年生 （金）午後５時～午後５時５０分 14

年少～年長 （金）午後６時～午後６時５０分 14

小学生（1～6年） （金）午後7時～午後７時５０分 15

2～3歳児 （土）午後４時４５分～午後５時３５分 12

年少～年長 （土）午後５時４５分～午後６時３５分 14

年長～小学3年生 （土）午後６時４５分～午後７時３５分 14

幼児～小学生 （日）午後２時１０分～３時１０分 15 1,100円/回

年少 （土）午前９時３０分～１０時 12 900円/回

年中長 （土）午前１０時１０分～１１時 15

小学生（1～2年） （土）午前１１時１０分～１２時 15

小学生（3～6年） （土）午後１２時１０分～１時 15

スキルアップ （土）午後１時１０分～２時１０分 15

おとなのフットサル （土）午後２時１５分～３時３０分 15 1,300円/回

幼児クラス 年少～年長 （火）午後４時～４時５０分 15

小学生クラス 小学生 （火）午後５時～５時５０分 15

初めて野球 年中～年長と保護者 （土）午後１時１０分～２時 15

野球教室（初心者） 年長～小学生（初心者） （土）午後２時１０分～３時１０分 15

野球が上手くなる 小学生（経験者） （土）午後３時２０分～４時２０分 15

木曜日幼児クラス 幼児（年少～年長） （木）午後４時～５時 15

木曜日小学生クラス 小学生（1～6年） （木）午後５時～６時 15

金曜日幼児クラス 幼児（年少～年長） （金）午後４時～５時 15

金曜日小学生クラス 小学生（1～6年） （金）午後５時～６時 15

金曜日選抜クラス 小学生（3～6年） （金）午後５時～６時 20

幼児～小学生 （土）午後２時４５分～３時４５分（第2.4隔週開催） 15 4,400円/月

小学生以上 （日）午後３時１０分～４時１０分 15 1,100円/回

年中～年長 （金）午後４時～４時４５分（4月～10月） 10 5,000円/3回券

小学生 （金）午後５時～午後６時（4月～10月） 20 5,500円/3回券

年中～年長 （木）午後４時～４時４５分（4月～10月） 10 5,000円/3回券

小学生 （木）午後５時～６時（4月～10月） 20 5,500円/3回券
明石小学校

フットサル教室
（火曜日コース）

しながわシティバスケットクリニック

フィールドホッケー―

月島第一小学校

空手（月曜日コース）

会場

1,300円/回

曜日/時間 定員 金額

4,400円/月

ダーツ

1,100円/回

4,400円/月

1,100円/回

空手（水曜日コース）
4,400円/月

寺子屋
（宿題・漢字検定受験）

児童体操
(日曜日コース) 6,000円/6回コース

児童体操
(木曜日コース)

ハワイアンフラ

マンスリースペシャルレッスン

対象プログラム名

Mizutori Sports Club 
体操教室

リ
ン
ク

チアダンス

年少～年長

かけっこ教室
*4月～10月/11月～3月

で時間の変更あり

野球教室

10 3,520円/月

フットサル・サッカー教室
（土曜日コース）

6,930円/月

6600円/月

プログラム開催日

サッカー
教室

https://oedo.tokyo.jp/?page_id=1488
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=2294
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=1481
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=419
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=1137
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=1486
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=3751
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=3756
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=2301
http://wakon-soccer.com/contact
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=3758
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=1729
mailto:tksm.weekend@gmail.com
mailto:athletics@oedo.tokyo.jo
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=5705
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=5703
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=5710


会場曜日/時間 定員 金額対象プログラム名
リ
ン
ク

プログラム開催日

幼児フットサル 年少～年長 （水）午後３時～３時５０分 20

小学生フットサル 小学生（1～2年） （水）午後３時５５分～４時４５分 25

フットサルクリニック 小学生（3～6年） （水）午後４時５５分～５時５５分 20

年少 （日）午後１２時３０分～１時 12 900円/回

年中～年長 （日）午後１時１０分～２時分 15

サッカーチーム （日）午後２時１０分～３時１０分 15

小学生 （日）午後３時１５分～４時５分 15

未就学児～小学生 （木）午後６時３０分～７時３０分 晴海中学校 1,300円/回

初級者クラス 3,000円/期

経験者クラス 4,000円/期

中学生以上 （土）午後7時～8時30分 4,000円/期

幼児（初心者）① （土）午後１時～１時４５分 20

幼児（初級）② （土）午後２時～２時４５分 20

幼児（初心～初級）③ （土）午後２時４５分～３時３０分 20

幼児（初心～初級）④ （土）午後３時～３時４５分 10

幼児（初心～初級）⑤ （土）午後３時４５分～４時３０分 20

幼児（初心～初級）Y （土）午後２時３０分～３時１５分（第２・４・５週開催） 10

小学生（初心者）A （土）午後１時３０分～２時１５分 20

小学生（初心者）B （土）午後１時４０分～２時２５分 20

小学生（初心～初級）C （土）午後２時１５分～３時 20

小学生（初級～中級）D （土）午後４時～午後４時４５分 20

小学生（中級者）E-1 （土）午後４時３０分～５時１５分 20

小学生（中級者）E-2 （土）午後４時４５分～５時３０分 20

小学生（初心者）S （土）午後３時１５分～４時（第２・４・５週開催） 10

競泳部 小学生 （日）午後２時３０分～４時 10 500円/回

年中～小学生 （火）午前１０時～１１時 月島第三小学校 4,950円/月

年中～年長 （日）午後１時１５分～２時１５分

小学生 （日）午後２時３０分～３時３０分

（火）午前１０時～１１時

（金）午前１０時～１１時

中学生以上 （木）午前１０時～１２時 勝どき区民館前集合 700円/回

高校生以上 （火）午前１０時３０分～１１時３０分 勝どき区民館 2,000円/月

（木）午前９時３０分～１０時３０分

（日）午後１時３０分～２時３０分

（木）午前１０時４５分～１１時４５分

（日）午後２時４５分～３時４５分

更新： 2022年3月31日

　　　　【プログラム紹介ページ】　　　　　　　　　【お問い合わせ】

明石小学校

期間一括払い
800円×回数月島第三小学校スイミング

いけいけ
水泳塾
（幼児）

いけいけ
水泳塾

（小学生）

60歳以上女性 佃区民館 2,000円/月

ポールでウォーキング

１５歳以上 月島社会教育会館 1，000円/回

やさしい瞑想

ファミリーテニス

大人のテニス

５００円/回

やわら護身術（合気道）

フラッグフットボール

キッズテニス（幼児）
豊海小学校

　貯筋運動教室

ウクレレ教室（初心者）

やさしいヨガ

*スケジュールは施設の使用状況及び天候、講師の都合などにより変更になることがあります。あらかじめクラブのホームページをご参照の上　ご参加ください。

キッズテニス（小学生）

4,400円/月4回

（土）午後５時１５分,～６時４５分
中央小学校

明正小学校
1,100円/回

フットサル教室
（水曜日コース）

フットサル・サッカー教室
（日曜日コース）

メールによるお問い合わせ

フォームによるお問い合わせ

https://oedo.tokyo.jp/?page_id=1615
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=1484
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=2311
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=404
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=389
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=395
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=410
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=402
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=412
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=416
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=408
mailto:tksm.weekend@gmail.com
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=1102
https://oedo.tokyo.jp/?page_id=5708

