
健康づくり宣言都市

2019年春季吹田市民平日テニス教室(硬式）実施要項

⒈ 趣旨 テニスを通じ市民の健康づくりの推進とテニス競技の普及及び振興図ることを目的とする。

⒉ 共催 吹田市 吹田市テニス連盟

⒊ 対象 吹田市内　在住者　もしくは　在勤者

⒋ 受講教室

定員
１５名
１５名
１５名
１５名
１５名
１５名
１５名
１５名
１５名
１５名

１５名

１５名

【期間】 ＊ 月曜山田教室 ４月1日～ 延べ10回

＊ 月曜南正雀教室 ４月1日～ 延べ10回

＊ 水曜教室 ４月3日～ 延べ10回

＊ 木曜教室 ４月４日～ 延べ10回

＊ 金曜教室 ４月５日～ 延べ10回

（5月1日～6日のみ休講、他の祝祭日は開催します。）
（各コースとも、雨天順延）
（各コースとも3回の雨天予備日を使用し10回実施する）
（木曜教室は予備日5回）

⒌ 受講料 各コース　6,000円
＊ 各教室の初日に、コート受付にて納入。
＊ 原則として一度納入された受講料はお返ししません。

時間

9:00～11:00月曜南正雀 Ⅰ部 南正雀テニスコート

南正雀テニスコート

受講教室(曜日）

月曜山田
Ⅰ部 9:00～11:00 山田テニスコート

初心・初級
中上級

Ⅱ部 11:00～13:00 山田テニスコート
初心・初級

初心・初級
中上級

水曜
Ⅰ部 9:00～11:00 南正雀テニスコート

初級
中上級

Ⅱ部 11:00～13:00

11:00～13:00 桃山台テニスコート

初級
中上級

木曜

Ⅰ部 9:00～11:00 桃山台テニスコート
初心・初級

中上級

会場 対象

中上級

金曜 Ⅰ部 9:00～11:00 南正雀テニスコート
初心・初級

中上級

Ⅱ部
中上級

初心・初級

３０名

３０名

３０名

３０名



⒍ 実技講師 吹田市テニス連盟　　指導員

⒎ 申し込み方法

＊３月５日（火）必着　往復はがき（応募は1人につき１教室1通）
【宛先】 〒564-0036 吹田市寿町1-1-1寿ビル3階

吹田市体育協会・平日教室係
＊定員を超えた場合は、公開抽選をします。 （吹田市総合運動場会議室）
＊詳細は別紙（申し込み方法）をご覧ください。

⒏ 問い合わせ先 公益社団法人　吹田市体育協会　　TEL　06-6381-9011

⒐ 備考
① 振替 ・月曜南正雀教室、水曜教室、金曜教室で振替　（２回限り）

・月曜山田教室はⅠ部Ⅱ部での振替　（２回限り）

② 教室開催中の負傷などについては、応急処置の他は主催者でその責を負いません。

③ 服装は運動のしやすいもの、靴はテニスシューズを着用してください。

山田・南正雀：砂入り人工芝コート 桃山台：ハードコート

④ 雨天や警報発令中による中止の決定
＊開始1時間前に決定しますので、下記のところで確認してください。
（市役所や体育協会に問い合わされても、教室の有無はわかりません。）

＊警報発令中は、市の体育施設は使用中止になります。

⑤ 桃山台テニスコート：専用駐車場が有りませんのでご注意ください。
南正雀テニスコート：駐車台数が少ないため乗り合わせ、自転車などでお越しください。
山田テニスコート：有料駐車場が有ります。

＊雨天時と警報発令中の問い合わせ先

桃山台テニスコート TEL　０６－６８３２－５９５０

南正雀テニスコート TEL　０６－６３１７－３９１４

山田テニスコート TEL　０６－６８７６－４３３９

＊個人情報保護法に基づき参加者の氏名・住所につきましては目的以外には使用しません。

吹田市テニス連盟のホームページで、教室・大会の予定や、連盟の活動状況をご覧いただけます。
http://suita-tennis.net/

http://suita-tennis.net/


吹田市民平日テニス教室(硬式）申し込み方法

●2019年3月５日（火）必着　往復ハガキにて応募
(応募者多数の場合は、3月9日10時・総合運動場にて公開抽選）

●2019年3月11日（月）以降 応募者へ返信ハガキで受付の可否を通知　
(受講キャンセルの場合は、返信ハガキに記載のＴＥＬまで連絡）

●定員に満たない教室は、3月11日～18日まで往復ハガキにて二次募集

●4月の教室開催初日・15分前までに、受講費￥６０００支払い。
（初日不参加の場合も、ご連絡を！）

●教室スタート
　　　

＊注意　各教室の対象クラスごとのコース名でお申込みください。

募集人数 コース名

15名 A　コース

15名 B　コース

15名 C　コース

15名 D　コース

15名 E　コース

15名 F　コース

15名 G　コース

15名 H　コース

15名 I　コース

15名 J　コース

15名 O　コース

15名 P　コース

＊往復はがき（応募は1人につき１教室１通）
複数教室をお申し込みの場合も、それぞれ別のハガキでお願いします。

往信－表面 返信－裏面 返信-表面 往信-裏面

564-0036 　　　　〇〇〇ー〇〇〇〇 ①コース名
往信 　返信 （第２希望まで）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※何も記入しない 　(1)　　　　（2） 
　　吹田市寿町1-1-1 　　　　 でください。 　返信先（応募者）の ②氏名

寿ビル３階 　・郵便番号 ③年齢・性別
　・住所 ④住所

　　吹田市体育協会 　・氏名 ⑤電話番号
　　　　　平日テニス教室係 ⑥市外在住で、

市内在勤者は会社名を

ご記入ください。

南正雀テニスコート

9:00～11:00

Ⅱ部

11:00～13:00 桃山台テニスコート

南正雀テニスコート

南正雀テニスコート

【記入例】

金曜 Ⅰ部 9:00～11:00

水曜
Ⅰ部

11:00～13:00

月曜南正雀

木曜

Ⅰ部 9:00～11:00 桃山台テニスコート

Ⅱ部

9:00～11:00Ⅰ部

山田テニスコートⅠ部 9:00～11:00

11:00～13:00

南正雀テニスコート

【募集の流れ】

受講教室(曜日） 時間 会場

月曜山田

　初心・初級

　中上級

Ⅱ部 山田テニスコート

【教室】

対象クラス

　初心・初級
　中上級

　初心・初級
　中上級

M　コース

Ｎ　コース

30名

30名

30名

30名

K　コース

L　コース

　初心・初級

　中上級

　初心・初級

　中上級

　初級

　中上級

　初級

　中上級

　初心・初級

　中上級



教室名 教室チーフ

月曜南正雀教室 田端 田端 井上タミコ 長田 福重

月曜山田教室１部 和田 櫛渕 加山 和田 相澤

月曜山田教室２部 和田 櫛渕 中西 和田 古賀

水曜教室１部 濱真知子 濱真知子 大島 長田 四軒町

水曜教室２部 濱真知子 濱真知子 大島 長田 四軒町

海原 内山 曽我 立田宏

井上和美 今田 中条 立田信子

海原 内山 曽我 立田宏

井上和美 今田 中条 立田信子

金曜教室 海原章雄 内山 井上和美 海原章雄 今田

＊諸事情により指導員の変更もあります。＊担当コートは未確定です。

指導員

平日教室指導員

木曜教室１部

木曜教室２部

今田

今田



           

健康づくり宣言都市                                               ２１世紀は人権の世紀 

平成３１年度春季吹田市民火曜桃山台テニス教室（硬式）実施要項 

 

1 主 旨  テニスを通じ市民の健康づくりの推進とテニス競技の普及及び振興を図ることを

目的とする。 

2 主 催 公益社団法人 吹田市体育協会 

3 主   管  吹田市テニス連盟 

4 対 象  吹田市内在住・在勤の者（学生は除く） 

5 受講コース 

コース(曜日)   時 間 会 場 定 員 対 象 者 

火曜桃山台 9：00～11：00 桃山台コート ６０名 初心者から上級者まで 

       ◇期 間   火曜桃山台 ４月２日（火）～延べ１０回 

（雨天順延、予備日５回） 

  ◇問い合せ先 公益社団法人 吹田市体育協会 

ＴＥＬ：０６－６３８１－９０１１ 

6 参 加 料 ６,０００円 

7 実 技 指 導  吹田市テニス連盟 指導員 

8 申 込 方 法  ３月１２日（火）に参加料を持参のうえ、下記の時間帯に総合運動場会議室へ  

        【火曜桃山台】 午前 10時 00分～午前 10時 15分 

＊ 定員を超えた場合は抽選します。 

＊ 申し込みについては、ひとり１名までとします。 

9 備 考  (1)教室開催中の負傷等については、応急処置の外は主催者でその責を負いません。 

           (2)雨天等による中止の決定は、開始１時間前にしますので下記のところで確認し

て下さい。 

           (3)申込み後の参加料は、原則として返金いたしません。 

           (4)服装は運動のしやすいもの、靴はテニスシューズ（ハードコート用）を着用 

して下さい。 

 

（個人情報保護法に基づき参加者の氏名・住所等につきましては目的以外には使用しません。） 

 

★ 雨天時の問い合わせ先 

桃山台テニスコート      ＴＥＬ：６８３２－５９５０ 

 

 

 


