2018年

８月

新着情報！

毎月20日ごろにお知らせします。

〒675-0003
神戸市垂水区小束山本町１-１-１フィッツマーケット２Ｆ

卓球教室＆練習会募集状況

卓 球 教 室
生徒募集中

開催時間

火
硬式フリー教室
（定員５名）

10：30～

空あり

12：00

＊別枠掲載あり
ラージ初級教室
（月極定員５名）

13：00～

時 間
10：30～12：00

弱点強化リーグ
（不定期定員12名）

空あり

13：30～16：30
＊別枠掲載あり

硬式コース（フリー）初級者対象

木
ラージ練習会
当日受付

月
8

受講料：お一人様１回1,400円
＊お支払いは当日 講師：中村

20日より受付開始！

日 曜日
時 間
7 火 13：00～14：30
14 火 13：00～14：30
21 火 13：00～14：30
28 火 13：00～14：30

月
8

定員
５名
５名
５名
５名

日 曜日
時 間
7
火 10：30～12：00
14 火 10：30～12：00

定員
５名
５名

21

５名

火

勝ちたい方限定！

初級者～上級者まで、レベルに応じて必要な技術を徹底して
多球練習を行い、ワンランクＵＰを目指します！さあ、この夏
ライバルに差をつけよう！

8

時

間

7

火

16：00～17：30

12名

火

16：00～17：30

12名

28

火

16：00～17：30

12名

レディース限定

（社会人対象）
リーグ戦又はエレベーター方式で試合を行い、その試合
の中で弱点を中村コーチが徹底チェックします。後半は
その弱点を徹底的に指導いたします！この画期的な試
合＆指導を是非経験してみてください。
第９回 弱点強化リーグ
８月 １日（水）13：30～16：30
参加費：お一人様2,500円
定員12名（先着順）

定員

21

10：30～12：00

受講料：お一人様１回1,400円
＊お支払いは当日 講師：中村

小中学生対象！夏休み限定企画！

曜日

募集終了

硬式コース（フリー）中～上級者対象

中村ひとみの

日

勝つための卓球教室
（月極定員５名）

募集終了

定員になるまでは１回ごとのお申込みも可能
です！

ライバルに差をつけよう！

月

募集終了

＊教室ではありません
硬式初級教室
（月極定員５名）

ラージコース（月極）初級者対象
定員
５名

金
硬式初級教室
（月極定員５名）

10：00～12：00

募集終了

＊別枠掲載あり

14：30

月 日 曜日
8 28 火

水
硬式中上級教室
（月極定員５名）

第10回 弱点強化リーグ
８月 ８日（水）13：30～16：30
参加費：お一人様2,500円
定員12名（先着順）

受講料：お一人様１回1,400円（税込）
＊お支払いは当日 講師：中村＋１名
垂水ＴＴスタジオからのお知らせ！
・８月４日（土）2013年ジャパンＯＰを優勝した「塩野真人
さん」による講習会を開催します！（別紙参照）
・８月10日（金）ネット界のカリスマ「ＷＲＭぐっちぃ」さん
による講習会を開催します！（別紙参照）
・植村卓球教室が開講！詳しくは裏面をご覧ください！
・８月５日（日）は、貸切のためご利用できません。
・８月（毎週月曜日開催）の垂水ＴＴリーグは１周年記念大会
です！是非ご参加ください（別紙参照）

第11回 弱点強化リーグ
８月22日（水）13：30～16：30
参加費：お一人様2,500円
定員12名（先着順）
第12回 弱点強化リーグ
８月29日（水）13：30～16：30
参加費：お一人様2,500円
定員12名（先着順）

レッスン・練習中の事故等につきましては、一切その責任は負えませんのでご了承ください。
戦歴：インターハイ団体３位（松本

ご予約は前日までに垂水ＴＴスタジオ店
頭又は、お電話でお申込みください。

こんにちは。中村です。
初級者教室は、卓球未経験の

TEL: 078-754-6133
（受付時間10：00～19：00）

方でも楽しんでいただける卓球
教室です。また、試合に勝つため
の教室もできました。一緒に
卓球を楽しみましょう！

講師：中村ひとみ

松南高）、シングルス出場。国体長
野県代表（２年連続出場）、全日本
選手権シングルス・ダブルス・ミッ
クス出場。兵庫県社会人選手権ダブ
ルス優勝（３連覇）。シングルス準
優勝。2018全国ラージ兵庫県予選
シングルス優勝。他

好きな日を選択できる卓球教室！

神戸卓球クラブ主催
の卓球教室です！

なかなか上手にならない・・・試合に勝てない・・・
少しアドバイスしてもらえれば・・・そんな方に！
水曜日

8月/1・8・15・22・29

金曜日

祝日はお休みいたします。都合により開催できない日がご
ざいます。
①10：00～11：30
定員５名
②12：00～13：30

定員５名

8月/3・10・24・31

①10：00～11：30

定員５名

＊8/17日はお休みします。

②12：00～13：30

定員５名

入会金なし。曜日・時間・回数ともにご自由にお選びいただけます。

受講料：お一人様１回1,400円（税込）

＊お支払いは当日

神戸卓球クラブの講師１名が指導いたします。
＊神戸卓球クラブの非会員の方でも受講できます。

ご予約は前日までに店頭又はお電話でお申し込みください。
TEL:078-754-6133 垂水ＴＴスタジオまで。
（予約受付時間：10：00～19：00）
ラケット・ウェア・卓球シューズはご持参ください。
火曜日グループレッスン

講師：森コーチ

社会人対象（中～上級者向き）

曜 日

定員

木 14：00～16：00

毎週木曜日

６名

16 木 14：00～16：00

毎週木曜日

６名

・①②③の月極募集を行っております（祝日はお休みします）

23 木 14：00～16：00

毎週木曜日

６名

・空きがでれば１回ごとの受講も可能です。
・参加人数が２名以下の場合は、受講時間は１時間となります。

30 木 14：00～16：00

毎週木曜日

６名

時

間

曜

日

定員

月

日

曜

8

9

①10：30～12：00

毎週火曜日

６名

②13：00～14：30

毎週火曜日

６名

月極募集 ・事前にお休みを取ることも可能です。

受講料：お１人様１回1,400円（卓球場使用料込み） フリー
個人レッスン
時

時

木曜日グループレッスン

間

・お好きな日を選んで受講できます（祝日はお休みします）
・週ごとに優先して受講できる週極も受け付けます。
・参加人数が２名以下の場合は、受講時間は１時間となります。

間

15：00～16：00

曜

日

（第１週目は定員となっております）

定員

毎週火曜日

受講料：お１人様１回2,000円（卓球場使用料込み）

１名
講師：植村コーチ

毎週月.土
勝てば昇格、負ければ降格のエレベーターゲーム！
１セットマッチでどんどん試合をしていただきます！！
18：30～21：30
とにかく疲れますが（笑）ものすごく練習になりますよ！
どなた様でもご参加できますので、ぜひチャレンジして
ください。
参加料はお１人様 ７００円
お申込みは不要！直接ご来場ください！
ポイント争奪戦！スタート！

エレベーターゲームについて
18：30～

練習時間

19：00～

エレベーターゲーム開始！

20：45

合図により次のゲームで終了！
ポイントが決定します。

21：00～21：30

指名試合

（自由に試合可能）

2018年上半期は3/31～9/29で開催いたします。（下半期は10/1～3/30）。オールゲーム
での参加ポイントや入賞ポイントの合計によりチャンピオンを決定いたします！
チャンピオンに輝いた選手には超豪華景品をプレゼントいたします！もちろん優勝者以外にも２
位～10位までの方や、レディース賞、最多参加賞、連続参加賞、飛び賞などなど、たくさんの賞
をご用意しておりますので、期間の途中からでも充分お楽しみいただけます。
優勝者景品：お好みのラケット、ラバー２枚、ウェア、パンツ、ソックス、シューズ、バッグな
ど卓球用品一式プレゼント！（１位～３０位まで景品あり）
＊必ず卓球ウェアを着用してください。ラケット、シューズもご持参ください。
＊練習中の事故などにつきましては一切責任を負えませんのでご了承ください。

毎週金曜日
一人でも参加できる練習会です！「練習相手や練習場所がなかなか見つ
からない方 」「試合前で練習がしたい方！」「急に卓球がしたくなった方！」
など、参加者同士でワイワイ卓球を楽しむこの練習会がおすすめです！

＊卓球教室ではありません。指導はございませんのでご了承ください。

参加料：500円（税込）

＊お支払いは当日

＊必ず運動のできる服装と、ラケット、シューズをご持参ください。
＊練習中の事故などにつきましては一切責任を負えませんのでご了承ください。

19：00～21：00

