２０１８年 テニスフェスティバル in TOKYO

【夏休み親子テニス教室】
お子様（小学生）だけの参加も可 参加は無料です
今年の夏は親子でテニスを初めてみませんか 優しいコーチが親切丁寧に指導いたします。
●名 称：２０１８テニスフェスティバル in TOKYO 親子テニス教室
●主 催：東京都テニス事業協会／公益社団法人日本テニス事業協会
●後 援：東京都テニス協会
●協 賛：株式会社ダンロップスポーツ 城南信用金庫
●開催日：開催日時は各会場で異なりますので、ご注意ください。
① 平成３０年７月１６日（月） 9:00～10:00
室内コート 3 面・貸しラケットあり
レックインドアテニススクール上石神井 （西武新宿線「上石神井駅」下車 徒歩５分）
練馬区上石神井 4-11-9
電話 03-5927-0909
ＦＡＸ03-5927-0973
② 平成３０年７月１６日（月） 8:30～9:30
室内コート 1 面・貸しラケット 15 本
南町田インターナショナルテニスカレッジ （田園都市線「南町田駅」下車 徒歩 10 分）
町田市南町田 3-23-11
電話 042-796-1168
ＦＡＸ042-795-5675
③ 平成３０年７月２７日（金） 15:40～16:40
アウトコート 2 面・貸しラケット 10 本
南部テニススクール
（都営大江戸線「光が丘駅」A1 出口より 徒歩 7 分）
練馬区田柄 5-3-24
電話 03-3990-8000
ＦＡＸ03-3999-8094
④ 平成３０年７月２９日（日） 12:30～14：00
アウトコート 1 面・貸しラケット 10 本
セブンカルチャークラブ大井町
（JR 京浜東北線・東急大井町線・東京臨海高速鉄道りんかい線
「大井町駅」下車 徒歩１分 駅前イトーヨーカドー屋上）
品川区大井 1-3-6 イトーヨーカドー大井町店内 電話 03-3777-6621 ＦＡＸ03-5709-8225
⑤ 平成３０年８月１日（水） 9：20～11：40
室内コート 2 面・貸しラケット 10 本
八王子テニスアカデミー （JR「八王子駅」北口７番バス乗り場より「新川口」下車）
八王子市犬目町 1092-1
電話 042-659-6450
ＦＡＸ042-659-6451
⑥ 平成３０年８月２日（木） 14:00～15：20
アウトコート 2 面・貸しラケットあり
テニススクール東京グリーンヒルズ
（都営浅草線「西馬込駅」下車 徒歩 5 分）
大田区仲池上 1-9-10
電話 03-3755-3900
ＦＡＸ03-3755-3901
⑦ 平成３０年８月５日（日） 14:30～15:30
アウトコート 1.5 面・貸しラケット 20 本
千歳テニスクラブ（小田急線「祖師ケ谷大蔵駅」下車 徒歩 10 分 または
京王線「千歳烏山駅」下車 バス 10 分「塚戸小学校前」下車徒歩 5 分）
世田谷区千歳台 2-14-7
電話 03-3484-0482
ＦＡＸ03-3484-0721
⑧ 平成３０年８月７日（火） 12:45～13：45 アウトコート 3 面・貸しラケット 10 本
セブンカルチャークラブ武蔵境
（JR 中央線・
「武蔵境駅」下車 徒歩 1 分）
武蔵野市境南町 2-3-6 イトーヨーカ堂５F
電話 0422-31-4114 ＦＡＸ0422-31-4360
⑨ 平成 30 年 8 月 11 日(土) 13：30～15：00 インドアコート 2 面・貸ラケット 15 本
明治神宮外苑テニスクラブ (青山 1 丁目,外苑前下車 徒歩 5 分)
港区北青山 2-1-15
電話 03-3401-0389 FAX 03-3401-6109
⑩ 平成３０年８月１２日（日） 10:00～12:00／13:00～15:00
室内コート 2 面・貸しラケット 30 本
コートピア大泉テニスクラブ
（西武池袋線「大泉学園駅」下車 徒歩 15 分）
練馬区大泉学園町 2-20-17
電話 03-3921-3233
ＦＡＸ03-3921-3208
⑪ 平成３０年８月 1３日（月） 15:00～16:00
室内コート 1 面・貸しラケット 10 本
ネオインドアテニス西新井（東武スカイツリーライン「西新井駅西口駅」下車 徒歩 8 分
東武バス北千住西新井車庫行き/系統北 02 「関原 3 丁目」バス停下車 徒歩 0 分）
東京都足立区西新井本町 5-3-25
電話 03-3840-0600
ＦＡＸ03-3840-0037

⑫ 平成３０年８月１５日（水） 15:40～16:40
室内コート 1 面・貸しラケット 10 本
平成３０年８月１６日（木） 15:30～16:30
ジュエインドアテニス（
「橋本駅」北口よりバス・町田ターミナルまたは
町田バスセンター行き「小山郵便局」下車 徒歩 3 分）
町田市小山町 747 番地
電話 042-797-2849
ＦＡＸ042-797-4482
⑬ 平成３０年８月１６日（木） 13:00～14:10
アウトコート 2 面・貸しラケット 10 本
有明ジュニアテニスアカデミー（りんかい線「国際展示場」下車 徒歩 5 分
ゆりかもめ「有明テニスの森」下車 徒歩 5 分）
江東区有明 2-2-22
電話 03-3570-7676
ＦＡＸ03-3529-6060
⑭ 平成３０年８月１６日（木） 14:30～16:00
室内コート 2 面・貸しラケット 20 本
緑ヶ丘テニスガーデン （京王線「仙川駅」下車 徒歩 12 分）
三鷹市北野 4-5-38
電話 03-3307-2101
ＦＡＸ03-3307-2102
●対 象：未経験並びに初心者の親子（お子様は小学生）おじいちゃん・おばあちゃんでもＯＫ！
●定 員：各会場にお問い合わせください（お子様だけの参加も可）
●受講料：無 料
●指 導：東京都テニス事業協会所属事業所コーチ
●服 装：運動のできる服装、硬式ラケット（貸しラケット・シューズ等各会場にお問い合わせください）
、タオル等
●申込み：参加希望会場のテニスクラブ・スクールにて受付をいたします。
先着順ですので、電話で確認の上、ご来場またはＦＡＸでお申込みください。
●天 候：室内コートは、雨天でも開催いたします。
（アウトコートは、雨天中止になります。要電話確認）
●駐車場：お車でのご来場は、各会場にお問い合わせください。
●お願い：プレー中の傷害については応急の処置は致しますが、その後の責任は負いかねますのでご承知おき下さい
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