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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）

春休み短期水泳教室 参加者募集中
平成28年3月25・26・29・30・31日［計5日間］開催日時

※記載されている金額は、全て税込価格です。

●時　間　10：00 ～11：00　
●対　象　満4歳～中学生　（平成28年3月25日現在の満年齢）
●定　員　40名（電話予約可） ※先着順となります。
●参加費　3,240円 ※お申し込み後の返金はいたしません。
●お申込み　レインボー受付にてお申込みください。（参加費及び印鑑をご持参ください）

☆2月16日（火）13:30 ～　受付・電話予約開始☆

●開催日時　平成28年4月21日～7月21日(全12回)
毎週木曜 14：00～14：40 ※5月5日・6月30日（木）を除く

●対　　象　満65歳以上で運動が可能な男性・女性
●定　　員　先着20名（定員となり次第、締切りになります。）　●参  加  費　6,480円
●お申し込み　参加費・印鑑・年齢が確認出来る物をお持ちください。　

☆大好評☆シルバー水泳教室 第1期

4月5日㈫ 13：30～受付開始!!

一般遊泳のご案内
2時間有効(有効時間を30分以上超
過毎に延長料金100円頂きます)

橋本市内在住者 市外在住者
当日券 当日券

大　　人 高校生以上 510円 770円
小　　人 0歳～中学生 200円 300円
シルバー 満65歳以上 250円 510円

大人心身障がい者 高校生以上 250円 510円
小人心身障がい者 0歳～中学生 100円 200円
身障者介護人 20歳以上 1名様につきお１人様無料

◎スイミングキャップをご持参ください。
◎満65歳以上の方…ご本人と確認できるもの(免許証や健
康保険証等)及び、印鑑をご持参の上、受付までお越しくだ
さい。(使用料減免申請書をご記入頂き、証明書を発行させ
て頂きます。)
◎小学3年生以下の方は必ず保護者の同伴が必要となりま
す。小学3年生以下の方のみでは入場できません。

お得な回数券もあります!!入場料

火～土曜日…13：00～21：00
日曜・祝日…10：00～19：00
休　館　日…毎週月曜日(祝日と重なっても休館)

開館
時間

☆ベビースイミング・ウォーキング・アクアビクス・水中機能改善教室☆
（※入場料のみで受講できます）詳しくはレインボーにお問い合わせください♪

いちど水泳に挑戦してみたかった!きれいなフォームで泳いでみたかった！
そんな高齢者の方にも無理なく参加して頂ける教室です!!

■イベント
・運動公園フリーマーケット
■募集
・運動公園グラウンドゴルフ大会
・運動公園各種教室
・県立橋本体育館各種教室
・市民会館ヨガ教室

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28年
日　　時 開場13:30

開演14:003月12日（土）

平成28年3月26日（土）
●友の会 ６００円 ●前売券 ７００円（当日券８００円）
©2012 Screen Gems, Inc. and Spyglass Entertainment Funding, LLC. All Rights Reserved.

『君への誓い』
上映時間
104分

チケット
発売中

チケット
発売中

場所／橋本市産業文化会館大ホール
開場／13時45分
上映／14時
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北島佳奈ヴァイオリンコンサートK A N A  K I T A J I M A

●料　　金：［大人］５００円 ［友の会］４００円
　　　　　　［高校生以下］無料 ※未就学児入場可
●助　　成：（一財）地域創造
●制作協力：日本クラシック音楽事業協会

全席
自由席

☆☆☆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。☆☆☆

参加者全員に
スイミング
キャップ
プレゼント

一般開放

平成28年4月1日より、規則の改正にともない使用申請の申し込みが１年前より可能となります。（現在は６か月前からの受付）
つきましては、平成２８年１０月１日～平成２９年４月１日に使用希望の方は、平成２８年４月１日午前９時に窓口までお越しください。重要なお知らせ

吹替



橋本市運動公園からのご案内 TEL 0736-33-1866

橋本市民会館からのご案内 TEL 0736-33-6108（火曜日休館）

●開催日時：4/6,13,20,27　5/11,18,25　6/8,15,22（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
●場　　所：市民会館2階和室　　●参加費：6,480円（全10回）体験１回860円
●持  ち  物：飲み物・タオル・ヨガマット(教室で購入可)又は大きめのバスタオル等
●申込方法：申込書に記入の上、事務所にて 3/23(水)～受付中

橋本市民会館利用料改定のお知らせ
市の施設を利用されるときにお支払いいただい

ている利用料について、市民全体の負担の公平性
を保つための利用料の見直しを行い、約20％の引
き上げを行うこととなりました。引き続き皆さんに親
しまれ、便利で使いやすい施設となるよう努めてま
いりますので、ご理解のほどお願いします。
●新利用料の適用日 ： 平成28年４月１日以降の利
用から適用されます。新利用料など詳しくは、橋
本市民会館までお問い合わせください。

●開催日：3月8日火・22日火
●時　間：9：30～11：00
●参加費：1回300円
　　　　　（ポールレンタル代・保険代として）

暖かい日差しの春空の下、橋本市民プール前の園路で行います!!

※ポールの数に限りがございますので、事前にお申し込みください。

●ブース数　51区画　●出  店  料　1,000円～1,540円
●申込開始日　3月23日（水） 9：00～ 電話受付は3月24日（木）～
※定数に達し次第締め切ります。条件等、詳しくは要項でご
確認ください。

4月29日(金・祝)10：00～15：30 ［荒天時：4月30日（土）に順延］

   橋本市運動公園
フリーマーケット開催!!

［第1弾］4月12日火
8：30～ ※予備日4/19(火)
［第2弾］4月13日水
8：30～ ※予備日4/20(水)

2日連続で開催いたします。いずれか希望する日程でお
申込みください。3月15日（火）朝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、及び電話での
申し込みは3月16日（水）から受付可能（TEL33-1866）

きれいな芝生グラウンドで
3ラウンドプレイ♪
■参加費　1人510円
■定　員　各日先着120名

橋本市運動公園春季グラウンドゴルフ大会
申込み
方法

出
店
者
募
集

入場無料 ノルディックウォーキングで歩こう♪

●日　程：4月1日金・2日土・3日日
●時　間：10:30～12:00
●対　象：新小学1年生～新小学3年生
●定　員：先着25名　参加費2,000円
●申込み：3月11日(金)午前8時30分から

電話にて受付【TEL33-1866】
●内　容：低学年のお子様に走るための基本姿勢

等、初歩的な内容です。
新年度第1期走り方教室(全10回)は4月7日スタート
です。※参加費5,140円(全10回)
継続会員を優先して受付け、残り若干名は希望者の中
から抽選(3/25)とさせていただきます。参加希望者は
3月20日(日)～24日(木)にお電話でお申込みください。

橋本市の条例改正に伴い、平成28年4月1日から橋本市運動公園の利用料金は下記のとおりとなります。

テニスコート利用料 1面1時間 照明1面1時間 貸しラケット 1本 100円
貸しボール 4球 100円560円 560円

グラウンド利用料 午前9：00～12:00 午後12:00～17:00 夜間17：00～21:00 延長1時間につき
5,540円 9,250円 6,160円 1,840円

グラウンド付属設備 照明1時間（72灯） 照明1時間（36灯） 放送設備一式 陸上競技備品一式
3,690円 1,840円 1日2,460円 1日2,460円

少人数クラスなので小学生や初心者の方も基礎からしっかり学べます。
●入会金：2,050円（初回のみ必要）  ※3月中に入会手続きされた方は、無料
●定　員：各クラス12名　　●指　導：ウッドフィールドテニスカンパニー

橋本市運動公園
テニススクール生募集

受   講   料 （8回）税込

水
曜

9：30～11：00 一般初級 10,800円
11：00～12：30 一般初級 10,800円
18：00～19：00 ジュニア 8,640円
19：30～21：00 一般初級 12,960円

木
曜

9：30～11：00 一般初級 10,800円
11：00～12：30 一般初級 10,800円
17：00～18：00 ジュニア低 8,640円
18：00～19：00 ジュニア高 8,640円

金
曜

18：00～19：00 ジュニア 8,640円
19：30～21：00 一般初級 12,960円

土
曜

10：00～11：00 ジュニア低 8,640円
11：00～12：00 ジュニア高 8,640円
17：30～19：00 一般初級 12,960円
19：00～20：30 一般初級 12,960円

3月は、1回無料体験していただけます!!

春休み【3日間】
短期走り方教室

専用ポールを使って公園内を楽しく歩きましょう!
初心者の方は、公園職員がサポートします。

1期 ヨガ教室 生徒募集中！
癒しのヨガでリフレッシュ＆リラックス



県立橋本体育館からのご案内 TEL 0736-32-9660（火曜日休館）

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

　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。
★気象警報発令時の主催教室等について

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：4月～6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
●申込方法：3/17(木)　10:30～武道室前にて受付開始

KaQiLa～カキラ～教室無料体験
随時実施中

木曜
11：00

●開催日時：4～6月 ①月曜11:00 ②木曜14:00
③木曜18:00 ④木曜19:15 ⑤土曜9:30

●場　　所：武道室・トレーニングルーム
●対　　象：18歳以上の男女
●定　　員：50名(③は25名)
●参 加 費：5,140円（全10回）
●持 ち 物：体育館シューズ・タオル・飲み物など
●申込受付：3/10(木)13:30～全クラス受付開始

エアロビクス教室無料体験
随時実施中

●開催日時：5月～7月
●場　　所：武道室
●対　　象：未就園児(満2歳～4歳)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：4/7(木) 9:00～事務所前にて受付開始  

●開催日時：5月～7月
●場　　所：武道室
●対　　象：未就園児(満2歳～4歳)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：4/7(木) 9:00～事務所前にて受付開始  

ファミリースポーツ教室

●日　　時：4月～6月
　　　　　　①金曜15:00～16:30　②土曜19:00～20:30
●対　　象：18歳以上の女性
●定　　員：①25名　②30名
●参 加 費：6,170円(全6回)※年間4期開催
●そ の 他：①のみ託児サービス有(有料)

フラダンス教室無料体験
随時実施中ヨガマルシェ無料体験

随時実施中
多種類のヨガの中から厳選したものを、毎回テーマに沿って
お届けするプログラムです！
●日　　時：4月～6月　9:45～10:45
●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
●申込方法：3/17(木)9:15～武道室前にて受付開始

木曜日
9：45

ズンバ～ZUMBA～教室無料体験
随時実施中

●開催日時：4～6月
　　　　　　①月曜13:30～　②水曜19:15～
●場　　所：①トレーニングルーム　②武道室
●対　　象：18歳以上の男女
●定　　員：①月曜25名　②水曜40名
●参 加 費：①3,080円（全6回）　②5,140円(全10回)
●持 ち 物：体育館シューズ・タオル・飲み物など

バレエエクササイズ無料体験
随時実施中

●開催日時：4～6月　10:30～12:00　(90分)
●参 加 費：4,110円(全6回)
●対　　象：18歳以上の男女
●定　　員：20名
●持 ち 物：バレエシューズまたは靴下(滑りにくいもの)
●申込受付：3/18(金)10:00～武道室前にて受付開始

キッズバトン教室無料体験
随時実施中

●開催日時：4月～6月
●場　　所：武道室
●対　　象：幼児４歳～小学１年生
●参 加 費：5,140円(全10回)　※年間4期開催予定
●持 ち 物：体育館シューズ・タオル・飲み物など
●そ の 他：体験用バトンあります。
●申込方法：3/17(木) 16:00～武道室前にて受付開始  

●開催日時：3/7 月曜日　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ください。
●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）

暖かくなり、代謝も上がってくる春はダイエットが効果的。この春運動を始めてみませんか？
春です！ 身体を動かしてみませんか？

☆新年度各教室受付開始日一覧表☆
教   室   名 開始時間 受付場所

エアロビクス 3/10(木) 13:30～

武道室前

ヨ　ガ

月 9:30クラス 3/14(月) 9:00～
水 9:30・10:45クラス 3/ 2(水) 9:00～ 
木18:00・19:15クラス 3/10(木) 17:45・18:45～
土11:00クラス 3/12(土) 10:30～

ズンバ
月13:30 3/14(月) 13:00～
水19:15 3/ 9(水) 18:45～

バレエ・エクササイズ 3/18(金) 10:00～
ベリーダンス 3/19(土) 13:30～

フラダンス
金15:00 3/18(金) 14:30～
土19:00 3/19(土) 18:30～

KaQiLa～カキラ～ 3/17(木) 10:30～
ヨガマルシェ 3/17(木) 9:15～
キッズバトン 3/17(木) 16:00～
卓球サークル 3/23(水) 9:00～ メイン

アリーナ
入口付近キッズスポーツトレーニング 3/ 2(水)～ 

ジュニアスポーツトレーニング 4/20(水) 15:30～

事務所前

太極拳 3/16(水) 13:00～
レクリエーション吹矢 3/24(木) 13:00～
トランポリン 3/ 6(日) 13:00～
ファミリースポーツ教室 4/ 7(木) 9:00～
楽々めん棒エクササイズ 4/15(金) 13:30～



月　日 曜日 催し名 場所 時間 主催・お問合せ

3

4 金 古佐田丘中学校予餞会 ホール 13:00～ 古佐田丘中学校 0736-32-0049

20 日 紀北工業高校吹奏楽部第5回定期演奏会 ホール 13:00～ 紀北工業高校 0736-32-1240

23 水 橋本高校映画鑑賞会 ホール 13:00～ 橋本高校 0736-32-0049

橋本市民会館　3月の催しのご案内 TEL.0736-33-6108（休館・火曜日）

橋本市運動公園　3月の大会・催しのご案内 TEL.0736-33-1866
月　日 曜日 大会名 場所 時間 主催・お問合せ

3

6 日 橋本伊都クラブ対抗＆ふれあいテニス大会 テニスコート6面 9：00～16：00 橋本伊都テニス協会（山本)

13 日 県社会人サッカーシニア５０フェスタ グラウンド 9：00～17：00 和歌山県社会人サッカー連盟

20 日 県社会人サッカー紀和大会 グラウンド 9：00～17：00 和歌山県社会人サッカー連盟

21 月（祝） 橋本市少年サッカーお別れ大会 グラウンド 9：00～17：00 橋本市少年サッカー協会

24～27 木～日 橋本市陸上競技合宿 グラウンド 9：00～17：00 橋本市陸上競技協会

和歌山県立橋本体育館　3月の大会・催しのご案内 TEL.0736-32-9660（休館・火曜日）
月　日 曜日 催し名 場所 時間 主催・お問合せ

3

5･6 土･日 紀の国バレーボール交流大会 メイン･サブアリーナ 9:00～ 紀の国バレーボール実行委員会(山本) 090-8578-1650

12･13 土･日 女子ジュニアオールスター招待試合(バスケットボール) メインアリーナ 9:00～ 紀ノ川中学校(本田) 073-433-3125

14 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

19 土 キッズサッカーフェスティバル サブアリーナ 9:00～ 和歌山県サッカー協会(福本) 090-8388-2004

27 日 人形劇団おむすび座　地獄八景亡者戯Ⅱじんたろうと眠り竜の巻 武道室 13:15～ 橋本おやこNPO 0736-32-5043

25～31 金～木 MITANI　CUP･ハンドボール大会 メイン･サブアリーナ 9:00～ 三谷　俊二 090-8208-8315

橋本市産業文化会館　3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

3

4～6 金～日 新作振袖大展示会 大ホール 10：00～19：00（日曜のみ１７時まで） かせ屋　岩出店 0736-67-3711

6 日 春蘭早花展示会 ３Ｆ会議室 10：00～ 紀の川蘭友会 0736-32-7591

12 土 北島佳奈　ヴァイオリンコンサート 大ホール 14：00～ 橋本市産業文化会館 0736-42-5070

20 日
ヤマハ音楽教室　スプリングコンサート 大ホール

14：30～17：00予定
服部楽器店橋本店 0736-33-1506

21 月（祝） 10：00～18：00予定

26 土 アザレア映画鑑賞会　『君への誓い』 大ホール 14：00～ 橋本市産業文化会館 0736-42-5070

26・27 土・日 春蘭展 ３Ｆ会議室 10：00～ 紀の川蘭友会 0736-32-7591

27 日 第19回プロムナードコンサート 大ホール 15：00～ 高野口中学校 0736-42-5555

事務局からのお知らせ TEL 0736-33-2317

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

この度、橋本市の条例改正に
伴い、平成28年4月1日から学文
路スポーツセンター（テニスコー
ト・体育館）並びに住吉運動公園
の使用料は右記のとおりとなり
ます。

■神野々緑地キャンプ場
デイキャンプを楽しんでいただくため、タープ、バーベキューグリルをレンタルします。
●タープ １張り ２００円
●バーベキューグリル（炭焼きグリル）　１台 ２００円 ※焼き網は除きます。
●利用期間　１月６日から１２月２５日の間無休
●共同流し台、トイレ有

この度、橋本市の条例改正に伴い、平成28年4月1日から神野々緑地の使用料は下記のとおりとなります。

施　設　使　用　料　金
施　　設　　名 午　前 

（8：00～12：00）
午　後

（13：00～17：00）
夜　間

（18：00～22：00）
照明設備使用料
(１区分あたり）

学文路
スポーツセンター

体 育 館 1,020円 1,020円 1,020円 510円
テニスコート 1,120円 1,120円 2,250円

施　　設　　名 午　前
（8：00～12：00）

午　後
（12：00～17：00）

夜　間
（17：00～22：00）

住吉運動公園
多目的グラウンド 610円 610円 貸出しなし
テニスコート 1,120円 1,120円 2,250円

※住吉運動公園の使用料は、市外の個
人又は団体が利用する場合は金額を
５割加算する。

■芝生広場（グラウンドゴルフ場）
大勢の方のご利用をお待ちしております。
●クラブ・ボール １セット １００円
●スコアカード・鉛筆 無料
●利用期間　１月６日から１２月２５日の間無休

キャンプ場使用料
期　　　　　間 利用区分 利　用　時　間 単　位 使 用 料

夏季（４月１日から１０月３１日まで） 宿　　泊 １０時から翌１０時まで １区画 3,690円
宿泊以外 １０時から２０時まで １区画 2,460円冬季（１１月１日から３月３１日まで） １０時から１７時まで １区画

延長 １時間ごと １区画 610円
グラウンドゴルフ使用料

利　用　時　間 単　　位 １ラウンド（８ホール） フリーラウンド（２４ホール以上）
９時から２０時まで １人 120円 360円


