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橋本市運動公園からのご案内 営業期間中：プール管理棟 TEL 0736-33-2556
営業期間外：運動公園事務所 TEL 0736-33-1866

平成２７年７月８日(水)
●開場／１８時００分
●開演／１８時３０分
※この公演の入場料は、宝くじの助成により特別料金になっています。
※未就学児童の同伴・入場はご遠慮下さい。※駐車場はございます
が、数に限りがございますので公共交通機関をご利用いただくか、乗
り合わせの上ご来館いただきますようご協力をお願い申しあげます。

平成２７年8月8日(土)
●開場／14時30分
●開演／15時00分
●料金／大　　人 3，500円
　　　　高校生以下 1，500円
　　　［友の会３００円引］（1枚のみ）
　　　［当日券５００円増］

※未就学児入場可
※３歳以下ひざ上無料
※席が必要な場合はチケットの購入が必要です。

☆☆☆各申し込みは産業文化会館窓口にて受付中！！詳しくはお問い合わせください。☆☆☆

橋本市民プール

※小学3年生以下のお子様は、必ず保護者同伴(有料)で遊泳してください。
※軽食販売はありませんので、お弁当持参でお越しください。
※ＪＲ南海橋本駅からプールまで無料送迎バスを運行します。詳しくはＨＰ等でご確認ください。

利用料金
●大人(高校生以上) ..............820円
●小･中学生 ............................410円
●乳幼児 ......................................無料
●障がい者とその介護者 .........無料
●20名以上の団体................300円
(小中学生とその引率者を含む)

★お得な回数券もご利用ください。
(410円×6枚を2,050円で販売）

★7/10、 8/11、 8/31は
【ワンコインデー】
（大人500円、小人100円）です。

営業時間
10：00～17：00（期間中無休）
※7/29、8/4は、水泳大会開催のため、
終日50ｍプールが利用できません。

宝くじ文化公演 ＤＲＵＭ ＴＡＯ
百花繚乱 日本ドラム絵巻

フランコ ドラオ
×

宮本 亜門
×

コシノジュンコ

総指揮

構成・演出

衣　装

最強のコラボレーション。
日本のエンターテイメントは進化する。

■イベント
・アザレア映画鑑賞会
　『ＡＮＮＩＥ/アニー』

■募集
・運動公園フォトコンテスト
・運動公園杯グラウンドゴルフ大会
・夏休み短期走り方教室
・夏休み炎の卓球教室
・夏休み短期水泳教室
・各種教室

■お知らせ
・神野々緑地広場・キャンプ場臨時休業

橋本市産業文化会館
開館２５周年記念
Fantastic 

Dream
～モンゴル・ウランバートルサーカス団～

チケット発売中
（全席指定席）

日(水) 完売御礼

当日券はございません



夏休み短期水泳教室
橋本市温水プールレインボーからのご案内 TEL 0736-42-5077（月曜日休館）

※各クラス定員になり次
第、締め切らせて頂き
ます。

夏こそ… 身体をシェイプアップ☆☆
この機会に、あなたもぜひ始めてみませんか？？
☆7月～9月☆（講師の都合により変更または休講する場合がございます。）

※入場料は別途必要となります。※祝日・5週目はお休みです。（水中機能改善教室を除く）
※プログラムの詳細は、レインボー受付または、℡：0736-42-5077までお問い合わせ下さい。

火曜日 アクアウォーキング講座 14：00 ～ 14：30
ベビースイミング 14：30 ～ 15：00

水曜日 アクアビクス講座 13：15 ～ 13：45
木曜日 アクアウォーキング講座 13：15 ～ 13：45

金曜日 水中機能改善教室 13：15 ～ 14：00
パワーアップアクアウォーク 20：15 ～ 20：45

今年度は、2期開講！！
夏休み短期水泳教室、参加者募集☆☆

時　間 9 ： 0 0 ～ 1 0 ： 00
対　象 満4歳 ～ 中学生
定　員 各期 40名（先着）
受講料 3 , 2 4 0 円

内　容
水なれから、クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタ
フライの泳法と、大会に向けた練習(飛込み・
ターン)も行います。

1期 7月21日火～7月25日土　
2期 7月28日火～8月 1日土 【各5日間】日程

レインボー☆おすすめ無料講座一覧

営業時間 火曜日～土曜日 13：00～21：00（7/21～8/30は10：00～）
日曜日・祝　日 10：00～19：00 （毎週月曜日は休館日です。）

橋本市運動公園からのご案内 TEL 0736-33-1866

［第1弾］9月7日月／［第2弾］9月8日火
18：00開会式 ※予備日9/9(水)、9/11（金）

８月１９日(水)９時から運動公園事務所（テニスコート管理棟）で受付
市外の方、電話申込みは8月20日(木)から受付可能（TEL33-1866）

今回はナイター照明で2ラウンドプレイ♪
●参加費　1人510円　　●定員　先着80名
※大会進行の都合上、参加人数を制限させていただきます。

橋本市運動公園及びその他の公社運営管理施設での催し・スポー
ツに集う人々や四季を通じた風景などの作品を募集しています。
どなたでも応募でき、応募数に制限ありません。ただし、作品は未発
表のものに限ります。 ●時　間　木曜17：30～18：40（全10回）

●参加料　4,110円（全10回)
●定　員　35名

7月7日火・21日火・8月4日火・18日火
朝8：00～9：30
●参加費　1人300円
　　　　　（レンタルポール不要の場合は100円)
●定　員　18名
　レンタルポールの数に限りがありますので事前にお申し込み下さい。

7/21・7/28
8/4・8/11・8/18 （※予備8/25）
●時　間　火曜17：30～18：40　
●対　象　小学1年生～6年生
●定　員　35名
●参加料　2,200円（全5回)
●場　所　運動公園グラウンド

運動公園杯
夕涼みグラウンドゴルフ大会
申込み
方法

ノルディックウォーキングで歩こう！！

橋本市運動公園フォトコンテストのご案内
定期教室（全10回）の第2期は
7月2日㈭スタート!!

写真サイズ
２L～Ａ４

応募締切
平成28年2月20日

夏休み短期走り方教室
限定 5 日間コース

橋本市民会館からのご案内 TEL 0736-33-6108（火曜日休館）

●期　間：平成27年7月～平成28年2月（全16回） 7/19(日)開講式
　　　　　隔週土曜日 14：00～16：00
●受講料：3,080円（全16回）
●対　象：小学3年生～中学3年生
●指　導：橋本狂言会

●開催日時：7/1・22・29  8/5・12・19・26  9/2・9・16 （各水曜日）
　　　　　①朝ヨガ10：00～11：30　②昼ヨガ13：30～15：00
　　　　　③夕ヨガ18：00～19：30　90分 各クラス定員30名
●場　所：市民会館2階和室
●参加費：6,170円（全10回）　体験１回820円
●持ち物：飲み物・タオル等・ヨガマット（教室で購入可）
●申込方法：申込書に記入の上、事務所にて受付中

２期 ヨガ教室
日本伝統芸能の世界をのぞいてみませんか！
狂言・小舞・謡から所作、礼儀作法も指導。
最終日は舞台発表会も開催。

こども狂言教室生徒募集中！ 生徒募集中！
癒しのヨガでリフレッシュ＆リラックス

神野々緑地広場・オートキャンプ場からのお知らせ TEL ０９０－９２１７―５８０４
７月３１日（金）～８月２日（日）の３日間、サマーボール２０１５開催のため、神野々緑地広場・キャンプ場は臨時休
業とさせていただきます。ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

参加者全員に
スイミング
キャップ
プレゼント



県立橋本体育館からのご案内 TEL 0736-32-9660（火曜日休館）

★気象警報発令時の主催教室等について
　教室開始2時間前の時点で、橋本市に警報(大雨・洪水・暴風・大雪・風雪)の内一つでも発令されている場合は教室を中止とします。

夏休み炎の卓球教室

対　象：小学３年生～６年生
参加費：９００円(全４回)
　　　　３００円(当日１回参加)
定　員：２０名(先着順)　ラケット貸出可(先着順)
持ち物：体育館シューズ・飲み物・タオル等

開催日時：7/23㈭・7/30㈭・8/4㈫・8/11㈫
楽々めん棒エクササイズ教室

肩こり解消や姿勢の改善などが期待できます。
開催日時：10/9･16・23・30・11/6･13･20･27･12/4･11
場　所：トレーニングルーム
対　象：制限無し※先着２０名
参加費：5,140円(全10回)　720円(当日1回参加)
持ち物：上履き専用の靴・飲み物等
その他：めん棒貸出し有

金曜13：30

第15回 きのかわソフトバレーボール交流大会
開　催　日：８月 ２日　男子・女子・小学生の部 / 申込締切：7/11(土)まで
　　　　　　８月30日　混成(フリートリム)の部 / 申込締切：8/ 1(土)まで
参　加　費：1チーム４，０００円(小学生１，０００円)

チーム構成：小学生：４～６名(男女関係無)
　　　　　　男子・女子：４～６名
　　　　　　混成：４～６名(うち男性１～２名)

出場チーム募集！

ラテン系のリズムにのって踊るダンス系エクササイズ♪全10回の新クラス増設！！
開催日時：７～９月　①月曜13：30　②水曜19：15
場　所：トレーニングルーム・武道室
対　象：18歳以上の男女
定　員：月曜25名　水曜40名
参加費：月曜3,080円（全6回）　水曜5,140円(全10回)
持ち物：体育館シューズ・タオル・飲み物など

ズンバ～ZUMBA～教室無料体験
随時実施中

開催日時：7月～9月　14：00～15：15（75分）
場　所：トレーニングルーム
対　象：18歳以上の女性
定　員：40名（先着順）
参加費：4,110円（全6回）
持ち物：タオル・飲み物など

ベリーダンス教室無料体験
随時実施中

隔週土曜日
14：00

老若男女問わず、だれもが簡単に音楽にのりながら楽しく
実践できるプログラムです！
開催日時：7月～9月　11：00～12：00
対　象：18歳以上の男女
定　員：40名
参加費：6,170円（全10回）※年間4期開催予定

KaQiLa～カキラ～教室無料体験
随時実施中

木曜
11：00

普段使わない筋肉を伸ばしてリフレッシュ！
開催日時：月曜9：30／水曜9：30／水曜10：45★／水曜18：00★※
　　　　　木曜18：00／木曜19：15★／土曜11：00
　　　　　　（★＝パワー系ヨガ　　※＝全6回）
参加費：全10回5,140円／全6回3,080円

ヨガ教室無料体験
随時実施中 月・水・木・土曜

たっぷり90分間バレエバーを使って本格的にレッスン♪
開催日時：7月～9月(全6回)
場　所：武道室
定　員：20名（先着順）
参加費：4,110円
受付日：6月5日(金)10時～

バレエエクササイズ無料体験
随時実施中

隔週金曜日
10：30

開催日時：6/11～8/27
場　所：武道室
対　象：満４歳～小学１年生
参加費：5,140円(全10回)　※途中入会可
持ち物：体育館シューズ・タオル・飲み物など
その他：体験用バトン有。

キッズバトン教室 木曜
16：30

開催日時：7/1・8・15・22・8/26
　　　　　16：00～17：00
場　所：メインアリーナ
対　象：幼児４歳～小学６年生
参加費：一人300円
申込方法：当日、受付で参加費をお支払い下さい。
持ち物：体育館シューズ・タオル・飲み物など

当日参加可

ジュニアフットサルスクール 水曜
16：00

開催日時：10月～12月（第2期）
場　所：武道室
対　象：2歳～4歳(未就園児)の幼児とその保護者
参加費：1組5,140円(全10回)　※年間3期開催予定
持ち物：タオル・飲み物など
その他：一時預かりの託児ルームあり（有料）
申込方法：9/17(木) 9：00～事務所前にて受付開始  

ファミリースポーツ教室 木曜
①9：30②11：00

開催日時：7/13・9/14・10/19・11/9・11/30
　　　　　19：30～21：00
場　所：メインアリーナ
対　象：小学生～一般　
参加費：小学生300円, 中高生410円, 大人510円
申込方法：当日、受付で参加費をお支払い下さい。
持ち物：体育館シューズ・タオル・飲み物など（ラケット貸出可）

バドミントンサークル 月曜日
(当日参加型）

エアロビクス教室無料体験
随時実施中

クラス 定 員 内  容
月曜 １１：００ ５０名 初　級
木曜 １４：００ ５０名 初　級
木曜 １８：００ ２５名 初心者向
木曜 １9：15 ５０名 初　級
土曜 ９：３０ ５０名 初　級

●全１０回　５,１４０円
●託児利用別途必要
詳細・空き状況など
お問い合わせください
振替回数フリー！

詳しくはホームページで 『県立橋本体育館』で検索クリック県立橋本体育館

職場やママ友、仲良しグループでチームを作って参加しませんか



☆☆☆各申し込みは産業文化会館窓口にて受付中！！詳しくはお問い合わせください。☆☆☆

橋本市産業文化会館からのご案内 TEL 0736-42-5070（月曜日休館）

平成２７年8月22日（土）
開場／１３時４５分　上映／１４時
●友の会 ６００円 ●前売券 ７００円（当日券８００円）
場所／橋本市産業文化会館 大ホール
(C)2014 Columbia Pictures Industries, Inc. and Village Roadshow Films North 
America Inc./Village Roadshow Films (BVI) Limited. All Rights Reserved. Annie and 
related characters and elements: TM & (c)2014 Tribune Content Agency, LLC.

骨盤を整える簡単な動きで姿勢や筋肉を整えてい
きます。冷え性にも効果的です！！４月から新しく火曜
日の教室が増えました！！お得なチケットも販売中！
●参加費：チケット制　（有効期限３ヶ月）　
　　　　　６枚：５，０００円　１２枚：９，０００円　２０枚：１３，０００円
●対　象：女性（術後や持病等で不安のある方は医師にご相談の上お申し込み下さい）
●持ち物：運動しやすい服装、タオル、飲み物、ヨガマット持参可　
●定　員：各１５名　　●講　師：田伏 佳代

月　日 曜日 催し名 場所 時間 主催・お問合せ

7
18 土 JA共済アンパンマン交通安全キャラバン 全館 ①11：00～②14：00～ JA紀北かわかみ 42-5324

24～26 金～日 はしもとプレミアム商品券2015販売 ホール 10：00～16：30 はしもとプレミアム商品券2015実行委員会 32-0004
8 8 土 第15回橋本市教育フォーラム ホール 9：00～17：00 橋本市教育委員会学校教育課 33-6115

橋本市民会館　7月・8月の催しのご案内 TEL.0736-33-6108（休館・火曜日）

月　日 曜日 催し名 場所 時間 主催・お問合せ

7

5 日 第25回紀北邦楽同好会定期演奏会　ゆかた会（箏、三絃、尺八） 大ホール 12：30～ 紀北邦楽同好会（代表稲葉） 0736-32-0010
8 水 宝くじ文化公演「DRUM TAO百花繚乱 日本ドラム絵巻」 大ホール 18：30～ 橋本市産業文化会館 0736-42-5070
11 土 特別講演会「人口減少型社会に向けて～老い方、死に方が変わる～」（講師：高橋泰） 大ホール 14：30～ 橋本市民病院 事務局総務課 0736-37-1200
11・12 土・日 蘭・山野草展示会 ２階会議室 ㊏10：00～17：00㊐9：00～16：00 紀北愛蘭会 33-2389
19 日 ミナヅキ手作り市 全館 10：00～16：00 アプアファクトリー 0736-42-3300

24～26 金～日 はしもとプレミアム商品券2015販売 大ホール 10:00～16:30 はしもとプレミアム商品券2015実行委員会 0736-32-0004

8
8 土 橋本市産業文化会館開館２５周年記念 「Ｆａｎｔａｓｔｉｃ Ｄｒｅａｍモンゴル・ウランバートルサーカス団」 大ホール 15:00～ 橋本市産業文化会館 0736-42-5070
22 土 アザレア映画鑑賞会「ANNIE/アニー」 大ホール 14:00～ 橋本市産業文化会館 0736-42-5070
30 日 第４７回伊都地方吹奏楽祭 大ホール 13:00～ 橋本中学校　廣田 0736-32-0101

橋本市産業文化会館　７・８月の催しのご案内 TEL.0736-42-5070（休館・月曜日）

月　日 曜日 催し名 場所 時間 主催・お問合せ

7

3 金
第47回伊都地方特別支援学級・支援学校合同運動会 メインアリーナ 9：00 伊都地方特別支援教育研究会事務局 0736-42-2061
卓球強化練習会 サブアリーナ・武道室 9：00 伊都地方中体連卓球専門部（田村） 0736-32-0729

5 日 第15回伊都地方少年空手道大会 メインアリーナ 8：00 橋本空手道連盟（樋川） 0736-22-1500
11 土 平成27年度伊都地方中学校夏季総合体育大会(剣道の部) サブアリーナ 9：00 伊都地方中体連剣道専門部・紀見東中学校（西野）0736-37-0500
11・12 土・日 国体ハンドボール合宿 メインアリーナ 9：00 三谷俊二 090-8202-8315
13 月 それいけ！わんパーク サブアリーナ 10：00 橋本市役所福祉課 0736-33-1111
18 土 平成27年度伊都地方中学校夏季総合体育大会(柔道の部) 武道室 9：00 伊都地方中体連柔道専門部・高野口中学校(向山) 0736-42-5555

18・19 土・日
平成27年度伊都地方中学校夏季総合体育大会(バスケットボールの部) メインアリーナ 9：00 伊都地方中体連バスケットボール専門部・高野口中学校（中） 0736-42-5555
平成27年度伊都地方中学校夏季総合体育大会(卓球の部) サブアリーナ 9：00 伊都地方中体連卓球専門部・隅田中学校（田村） 0736-32-0729

20・21 月・火 平成27年度伊都地方中学校夏季総合体育大会(バレーボールの部) メインアリーナ 9：00 伊都地方中体連バレーボール専門部 0736-32-0729

25・26 土・日
和歌山県中学校総合体育大会(卓球の部) メインアリーナ 9：00 和歌山県中体連卓球専門部・隅田中学校(田村) 0736-32-0729
和歌山県中学校総合体育大会(柔道の部) サブアリーナ 9：00 和歌山県中体連柔道専門部・高野口中学校(向山) 0736-42-5555

28・29 火・水 和歌山県中学校総合体育大会(バレーボールの部) メイン・サブアリーナ 9：00 和歌山県中体連バレーボール専門部 0736-32-0729
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2 日 第15回きのかわソフトバレーボール交流大会 メイン・サブアリーナ 9：00 和歌山県立橋本体育館 0736-32-9660
3 月 JA紀北かわかみ女性フェスタ サブアリーナ 13：00 JA紀北かわかみ女性会 0736-42-2325
5～7 水～金 ダンススタジオキャンデ・ダンス合宿 武道室 ダンススタジオキャンデ 06-6877-6611
8・9 土・日 実技講習（バレーボール） メインアリーナ 9：00 和歌山県バレーボール協会(マスノ) 090-3971-5110
10・11 月・火 和歌山県高校夏季紀北リーグ メインアリーナ 9：00 紀北工業高等学校(澤田) 0736-32-1240
15・16 土・日 実技講習（バレーボール） メインアリーナ 9：00 和歌山県バレーボール協会(マスノ) 090-3971-5110
18 火 卓球強化練習会 メインアリーナ 9：00 伊都地方中体連卓球専門部（田村） 0736-32-0729
19 水 紀北地区合同練習会 サブ・武・トレ 8：00 橋本高等学校(馬場) 0736-32-0049
20 木 サマーキャンプ2015 in　橋本 メインアリーナ 8：00 古佐田ヶ丘中学校(古久保) 0736-32-0049
22・23 土・日 第41回自然体バレー塾 サブアリーナ 9：00 岸田整骨院(岸田) 0736-37-3623
27・28 木・金 清教学園・マーチング練習 メインアリーナ 9：00 清教学園高等学校(山本) 0721-62-6828
29・30 土・日 第29回和歌山県高等学校空手道選手権大会 サブアリーナ 8：00 和歌山県高体連空手道専門部・紀北農芸高校(樋川) 0736-22-1500
31 月 精華高等学校・マーチング練習 メインアリーナ 9：00 精華高等学校(中森) 072-234-3391

和歌山県立橋本体育館　7・8月の大会・催しのご案内 TEL.0736-32-9660（休館・火曜日）

月　日 曜日 大会名 場所 時間 主催・お問合せ
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4･5 土・日 スポーツ少年団和歌山県交流大会（少年サッカー) グラウンド 9：00～17：00 和歌山県サッカー協会
11 土 伊都地方中学校総合体育大会（陸上競技）※予備日7/12 グラウンド 9：00～17：00 伊都地方中体連陸上競技専門部

18･19 土・日 伊都地方中学校総合体育大会（ソフトテニス）※予備日7/20・21 テニスコート9面 8：00～17：00 伊都地方中体連ソフトテニス専門部
19 日 全国社会人サッカー選手権　関西大会 グラウンド 9：00～17：00 和歌山県社会人サッカー連盟（中村）

25･26 土・日 金剛三市交流小学生サッカー大会 グラウンド 9：00～17：00 橋本市役所企画経営室
27・28 月・火 和歌山県中学校総合体育大会（ソフトテニス）※予備日7/29 テニスコート9面 8：00～17：00 和歌山県中体連ソフトテニス専門部
28･29 火・水 和歌山県中学校総合体育大会（サッカー）※予備日7/30 グラウンド 9：00～17：00 和歌山県中体連・和歌山県サッカー協会
29 水 橋本市・高野町内小学校学童水泳記録会　　※予備日7/30 50ｍプール 9：30～16：00 橋本市小学校体育連盟
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1 土 河内長野市市民スポーツ大会（陸上競技) グラウンド 9：00～17：00 NPO法人河内長野市総合スポーツ振興会
2 日 和歌山県サッカー選手権大会　1種大会　※予備日8/9 グラウンド 9：00～17：00 和歌山県社会人サッカー連盟（中村）
4 火 前畑秀子・古川勝記念水泳大会 50ｍプール 8：30～17：00 橋本市水泳協会
13 木 きのくに杯（小中学生ソフトテニス大会）※予備日8/14 テニスコート12面 8：00～19：00 橋本市ソフトテニス協会
18・19 火・水 GOSENカップ中学生ソフトテニス大会 テニスコート12面 8：00～17：00 伊都地方中学校ソフトテニス顧問会
29 土 橋本市低学年招待少年サッカー大会 グラウンド 9：00～17：00 橋本市少年サッカー協会
30 日 和歌山県社会人サッカー　2部リーグ グラウンド 9：00～17：00 和歌山県社会人サッカー連盟（中村）

橋本市運動公園　7・8月の大会・催しのご案内 TEL.0736-33-1866

火・金曜日（各月４回）10：30～11：15

無料体験
申込ＯＫ『ANNIE/アニー』

上映時間114分 吹替

骨盤ダイエット

チケット
発売中


