
三日市
ジュニア体操教室

Your life with our HOSPITALITY

～ LIFE SPACE ライフ スペース ～

入会までの流れ

下記のご来店時に必要なものをお持ちの上、当施設のフロントへお越しください。
入会申込書をご記入後、料金をお支払いいただきます。その後、顔写真を撮影し、
お手続き完了です。

■ご来店時（初回）に必要なもの

１ ２ ３

キャッシュカード 月会費 入会金+手数料
または

通帳 + 金融機関お届印
(翌月からの引落金融機関のもの)

月初入会＝１ヶ月分
半月入会＝初月半月分+翌月分

初回入会金3,240円
初回事務手数料2,160円

４ ５

体操ﾕﾆﾌｫｰﾑ代 進級ワッペン代

指定Tシャツ+指定パンツ
初回レッスン時に級認定を
行いますので、フロントにて
ご購入下さい。(100円)

６

身分証明書
保護者の

運転免許証、健康保険証

各種お手続きについて

▮ 月会費引き落とし日について

月会費引き落とし日は、毎月14日です。
※14日が土日祝の場合、翌営業日に振替。

▮ 退会、コース変更・追加、休会について

コース変更・追加届、休会届は前月25日まで、退会は当月25日までとさせて
いただきます。お届けが遅れた場合は通常の月会費をいただきます。
届け出は、フロントにある指定用紙にご記入の上、お手続きください。

退 会 届
10月末日で退会される場合は、10月25日までに
（締め切り後の届出は翌月退会となります。）

コース変更・追加届
10月度から変更される場合は、9月25日までに
（手数料100円をいただきます。）

▶各種お届け出例

休 会 届
10月度を休会される場合は、9月25日までに
（休会費 1080円/月）

※締切以降、又はお電話での受付は一切お受けできませんので、
あらかじめご了承ください。（届出は代理の方でも受付できます。）

▮ その他諸注意について

●持ち物には全て名前の記入をお願い致します。（靴も含め）
●貴重品は自己管理でお願いいたします。紛失による責任は負いかねますので、
あらかじめご了承ください。

●会員カードの紛失、破損された場合は必ず再発行をお願いいたします。
再発行に際しましては、手数料200円が必要となります。

TEL.0721-62-1919

〒586-0048

大阪府河内長野市三日市町32-1
フォレスト三日市3階 エスカレーター横

営業時間 月～土 10:00～22:00 日・祝 10:00～19:00

ウェルネスフォレスト三日市

http://www.hos-wellness.com/

▮ 警報発令時について

●南河内地区に『暴風警報』及び『特別警報』が発令した場合は、当施設は
休館となります。詳細は発令時にHPをご確認ください。
天災による施設休館の際は、レッスンは実施しません。

～ LIFE SPACE 三日市 ～

～ HOS Junior Gymnastics School ～体操教室が選ばれる理由

◆子どもが体操を習うことで運動能力の基礎が作られ、
またバランス感覚や柔軟性が身について、ケガをしにくくなります。

◆小学校学習指導要領にある器械体操（鉄棒・マット・跳び箱）を
中心に実施することで学校での授業にも役立てることを目的とします。

◆HOS体操教室では、レベルが上がればバク転など高いレベルにも挑戦
していきます。

東大阪市、吹田市、京都宇治市、三重県名張市にて体操を展開中!!

また体操だけではなく、フットサル、スイミング、ダンス、空手、ボウリング等
お子様から大人の方までスクールを実施しております!!

「健康」と「快適」をテーマに「安心」と「安全」を提供します!!

HOSグループは大阪府・京都府・三重県・奈良県を中心に、運動・文化総合施設のトータルプロデュースしています。



料金のご案内

■ 入会金（初回のみ） 3,240円
■ 事務手数料（初回のみ） 2,160円
■ スクール月会費 週1回 6,480円

■ 休会費（１ヶ月） 1,080円
■ 会員証 再発行手数料 200円
■ コース変更手数料 100円

■ 進級ワッペン 100円
■ 指定Tシャツ 110㎝～M 2,160円
■ 指定ハーフパンツ 110㎝～M 2,300円

※上記金額はすべて税込価格となります。

▮ ジュニア体操教室 クラス表

進級テストについて

持ち物について

その他

◆指定Tシャツ・指定パンツ・水筒・タオル
※靴を履いてのレッスン参加はできません。
必ず裸足でご参加ください。

着替えはウェルネスフォレスト三日市をご利用ください。なお、お荷
物はロッカーには入れずにレッスン場までお持ちください。

●全ての持ち物には必ずお名前のご記入をお願い致します。(靴も含め）

●ゲーム類や不要な現金、貴重品、その他紛失して困るものはお持ちにならない

ようお願い致します。お持ちになられた場合は自己管理でお願い致します。

盗難・紛失等による責任は、館内及び駐車場・駐輪場を含め一切負いかねます。

●忘れ物の管理期間は１ヶ月間とさせていただいております。

●会員証の紛失、破損された場合は必ず再発行をお願い致します。

※再発行手数料：200円（税込）

●お車をご利用の保護者様

共用立体駐車場230台（フォレスト三日市４～６階）※高さ2.1ｍまで駐車可能

施設利用者は2時間まで無料 以後20分毎に100円

進級基準表

◆進級テストは9月・12月・3月・6月の4週目に実施します。

※当日欠席された場合は、翌月1週目をテスト予備週に
設定しております。

◆テスト合格者はフロントにて進級ワッペンを購入ください。

レッスンの振替について

◆レッスンの振替はございません。予めご了承ください。

1 巴（ともえ）～け上がり～飛行機跳び ロンダード～後転とび～宙返り

3 け上がり～とびこし降り
前方抱え込み宙返り
（ロイター板）

2 巴（ともえ）
後方抱え込み宙返り

前方抱え込み宙返り

5A け上がり 前転跳び横（8段） 後転跳び連続

4 け上がり～前回り戻り～後ろ回り 前転跳び縦（8段）
後方抱え込み宙返り
（ロイター板）

5C け上がり（補助付き） 側転跳び横（6段）
ロンダード～後転跳び

（補助付き）

5B け上がり（補助器具あり） 前転跳び横（7段） ロンダード～後転跳び

7 足かけあがり～後ろ回り（伸膝） 前転とび横（5段） 前転とび

6 逆上がり～前回り～後ろ回り 前転とび縦（5段）
後転とび

前転とび連続

9 前回り戻り
倒立倒れこみ（4段）
（ソフトマット）

ホップ～ロンダード
（側方回転1/4ひねり）

8 足かけ後ろ回り 倒立倒れこみ（5段） 側転連続

10 後ろ回り連続

開脚跳び横（7段）

側転

開脚跳び縦（7段）

開脚跳び横（8段）

開脚跳び縦（8段）

閉脚跳び横（5段）

閉脚跳び縦（5段）

台上前転（6段）

飛び込み前転

11 後ろ回り

開脚跳び横（6段）

伸膝後転開脚跳び縦（6段）

台上前転（5段）

12

逆上がり（坂付き）
開脚跳び横（5段） 壁倒立（10秒）

開脚跳び縦（5段） 倒立前転（補助付き）

逆上がり
台上前転（4段） 倒立ブリッジ（補助付き）

閉脚跳び横（4段）

13 足かけ上がり（補助つき）

開脚跳び横　（4段）
開脚前転

開脚前転連続

開脚跳び縦　（４段）
開脚後転

開脚後転連続

前回り

14
腕支持～前回り

開脚跳び（幼児4段）
後ろ回り

足抜き回り～足抜き戻り ブリッジ（10秒）

級 鉄棒 跳箱 マット

15

ぶらさがり

開脚跳び（幼児3段）

基礎

腕支持
前回り

曜日 時間 クラス 定員

対象年齢：年少～小学4年生まで（クラスによる制限無し）

土

L0T 12名

L1T 12名

11：15　～　12：10 L2T 12名

C6T 12名

D6T 12名

E6T 12名

9：15　～　10：10

10：15　～　11：10

月

C4T 12名

D4T 12名

E4T 12名

水

16：00　～　16：55

17：00　～　17：55

18：00　～　18：55

16：00　～　16：55

17：00　～　17：55

18：00　～　18：55


