
●ママとこどもの色彩知育レッスン（第1・3週：2歳～）
●色彩知育リトミック（第２・４週：0歳～）
●ママのための色彩知育レッスン（ ）大人・子育てママ・プレママ

お子さまが一緒でも OK

武蔵小杉スポーツラボ

実 施種目概要一覧

武蔵小杉スポーツラボのサイトはこちら！

https://msl39.jp
詳しい内容は各団体のWEBサイトより直接ご確認ください。

月2回 6,000円（税込） / 月1回 3,000円（税込）
●ママとこどもの色彩知育レッスン / ●色彩知育リトミック

月2回 5,000円（税込） / 月1回 2,500円（税込）
●ママのための色彩知育レッスン

毎週月曜日

各8組

実施日

実施クラス

定     員

COLOR EDUCATION 色彩知育

こども色彩知育教室

月会費 TOTAL SPORTS 総合スポーツ

詳細は決まり次第ホームページにてお知らせします。

●リトルクラス（3～5歳） / ●キッズクラス（6～9歳）
毎週月曜日

各25名

実施日

実施クラス

定     員

8,800円（税込） / オリジナルTシャツ・ポンポンスタートセット費

8,800円（税込）月会費

CHEER DANCE
BAY PRIDE チアダンススクール

チアダンス

年齢制限無し！ どなたでもOK！

毎週火～金曜日

個人からグループまで対応OK!

実施日

実施クラス

定     員

6,000円（税込）入会金

月会費

Table Tennis GYM  La.VIES
TABLE TENNIS 卓  球

●初回体験 ： 500円（税込）～ 〈オープン記念〉
●グループ 90分 ： 4,000円（税込）～
●プライベート 30分 ： 3,000円（税込）～

月会費
●入門クラス ： 6,600円（税込）
●中忍・上忍クラス ： 9,900円（税込）

●年中～1年生クラス / ●2~3年生クラス
毎週火・木曜日

各20～25名

実施日

実施クラス

定     員

入会金 7,700円（税別） / 月会費 7,700円（税込）入会金・月会費

800円（税別） ※スポーツ保険年会費

入会金 3,000円（税別） / 月会費 5,000円（税込）入会金・月会費

5,000円程度（サイズ別）初回空手着代

Angel 新体操クラブ
RHYTHMIC GYMNASTICS 新体操

●子供クラス（小学１～６年） / ●一般部（中学生以上）
毎週金曜日

なし（状況に応じて適宜に判断）

実施日

実施クラス

定     員

日本空手道東京錬武舘
KARATE 空手道

●未就園児クラス / ●幼児クラス
●小学生クラス / ●アクロバットクラス

毎週水・土・日曜日

各10～15名

実施日

実施クラス

●入門クラス（2歳～年少） / ●中忍クラス（年中～年長）
●上忍クラス（小学1～6年）実施クラス

定     員

入会金 7,700円（税別） / 年会費 3,300円（税込）
7,700円（税別）

入会金・年会費

月会費

GYM CONNECT
GYMNASTICS 体  操

毎週土曜日

各14名

実施日

定     員

忍者ナイン

月会費
●未就学児・小学生クラス ： 無料
●アスリートクラス ： 5,500円（税込）

●未就学児クラス / ●小学生クラス
●アスリートクラス（小学生対象）実施クラス

毎週土曜日

各20名

実施日

定     員

CORD ATHLETE CLUB
TOTAL SPORTS 総合スポーツ

入会金 11,000円（税別） / 施設使用料 1,100円（税込）入会金など

月会費
●年中・年長クラス ： 7,700円（税込）
●小学生クラス ： 9,350円（税込）

●年中・年長クラス / ●小学1～2年クラス
●小学3～4年クラス

2,200円（税別）年間教材費

実施クラス

毎週日曜日

各12名

実施日

定     員

HANASPO サッカー教室
SOCCER サッカー

毎週日曜日 秋口開催予定実施日

biima sports
KIDS SPORTS 総合キッズスポーツ



詳しいスケジュールは各団体のWEBサイトより直接ご確認ください。

こども色彩知育教室 BAY PRIDE Table Tennis GYM
La.VIES Angel 新体操クラブ GYM CONNECT

忍者ナイン日本空手道
東京錬武舘

CORD
ATHLETE CLUB biima sports HANASPO

サッカー教室
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月 火 水 木 金 土 日

9:30～10:10

10:20～11:05

ママとこどもの色彩知育
色彩知育リトミック

11:15～12:00

武蔵小杉スポーツラボ

週間スケジュール

ママのための色彩知育

9:30～14:30

Table Tennis GYM
La.VIES

9:30～14:30

Table Tennis GYM
La.VIES

UKAcademy
（ユニバーサルキッズ学童）

9:30～14:30

Table Tennis GYM
La.VIES

9:30～14:30

Table Tennis GYM
La.VIES

12:10～12:50
ママのための色彩知育

18:00～19:00
リトルクラス

18:00～18:55
年中～1年生クラス

19:00～20:00
2~3年生クラス

18:00～18:55
年中～1年生クラス

19:00～20:00
2~3年生クラス

19:00～20:00
子供クラス

19:00～20:30
一般部

18:00～19:00 
小学生クラス

16:00～17:00 
幼児クラス

16:00～17:00 
年中・年長クラス

17:00～18:00 
小学生クラス

18:00～19:00 
アクロバットクラス

9:00～10:00 
未就園児クラス

9:20～10:10 
入門クラス

13:00～14:00 
未就学児クラス

14:00～15:00 
小学生クラス

15:00～16:00 
アスリートクラス

10:20～11:05
中忍クラス

11:15～11:45
忍者バトル

11:50～12:50
上忍クラス

10:00～11:00 
幼児クラス

11:00～12:00 
小学生クラス

12:00～13:00 
アクロバットクラス

19:00～20:00
アクロバットクラス

19:00～20:00
キッズクラス

ママとこどもの色彩知育
色彩知育リトミック

biima sports
13:00～16:00
開催予定 

17:10～18:30 
小学1～2年クラス

18:40～20:00 
小学3～4年クラス


