
オータム・チャレンジ・スポーツ2022イベント一覧 令和４年９月22日更新

会場所在区 会場名 イベント名 イベント内容 開催日 実施時間 対象 定員 費用 申込方法 申込締切日 開催団体ＵＲＬ 問合せ先名 問合せ先TEL 問合せ先FAX 問合せ先メール 会場住所・電話番号 会場最寄駅

北区
北スポーツセンター

（第1体育場）
バドミントン無料開放DAY バドミントン無料開放 10/10（月・祝）

①9：30～11：15

②12：30～14：15

③15：30～17：15

④17：30～19：15

どなたでも

※小学生以下の方は保護者同伴必須

バドミントン1コート

最大8名×4コート
無料

事前受付（抽選）

電話もしくは窓口受付

電話：06-6359-0700

10/3（月）

https://information.konamis

portsclub.jp/trust/osaka_sp

ortsclub/kita/

北スポーツセンター 06-6359-0700 06-6359-0701
yt.29080@konamis

ports.com

北区中津3-4-27

電話:06-6359-0700
阪急「中津」駅

北区
北スポーツセンター

（第2体育場）
卓球無料開放DAY 卓球無料開放 10/10（月・祝）

①9：30～11：15

②12：30～14：15

③15：30～17：15

④17：30～19：15

どなたでも

※小学生以下の方は保護者同伴必須

卓球1コート

最大6名×5台
無料

事前受付（抽選）

電話もしくは窓口受付

電話：06-6359-0700

10/3（月）

https://information.konamis

portsclub.jp/trust/osaka_sp

ortsclub/kita/

北スポーツセンター 06-6359-0700 06-6359-0701
yt.29080@konamis

ports.com

北区中津3-4-27

電話:06-6359-0700
阪急「中津」駅

北区 扇町プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝） 9：00～20：30 どなたでも 定員なし 無料 当日来館にて受付 当日受付

https://information.konamis

portsclub.jp/trust/osaka_sp

ortsclub/ogimachi/

扇町プール 06-6363-8911 06-6363-8913
yt.29080@konamis

ports.com

北区扇町1-1 扇町公園内

電話:06-6363-8911

JR「天満」大阪メトロ「扇

町」駅

北区 扇町プール アクアビクス・スペシャル

水の中で水の抵抗・浮力・水圧などを利用して

音楽に合わせて、身体を動かす有酸素運動を行

う

10/10（月・祝） 9：30～10：15 16歳以上の方 25名 無料
当日来館にて受付・先着順

（プールサイドにて受付）
当日受付

https://information.konamis

portsclub.jp/trust/osaka_sp

ortsclub/ogimachi/

扇町プール 06-6363-8911 06-6363-8913
yt.29080@konamis

ports.com

北区扇町1-1 扇町公園内

電話:06-6363-8911

JR「天満」大阪メトロ「扇

町」駅

都島区
都島スポーツセンター

（第1体育場）

オータム・チャレンジ・スポーツ

2022

※内容修正(9月22日付け)

①体力測定、ニュースポーツ・障がい者スポー

ツの紹介

②スリーアイズ大会、ボッチャ体験会

10/10（月・祝）
①10：00～15：00

②11：00～15：00
どなたでも 50名 無料 ①②とも当日来館にて受付 当日受付

都島区スポーツ推進

委員協議会
06-6953-3796

osaka.chanoir@gm

ail.com

都島区中野町5-15-21

電話：06-6927-9124

大阪メトロ「都島」駅、JR

「桜ノ宮」駅

都島区
都島スポーツセンター

（第1体育場）
バドミントン無料開放DAY バドミントン無料開放 10/10（月・祝）

①15：00～16：45

②17：00～18：45

③19：00～20：45

どなたでも 各回60名 無料 当日来館にて受付・先着順 当日受付

https://information.konamis

portsclub.jp/trust/osaka_sp

ortsclub/miyako/

都島スポーツセン

ター
06-6927-9124 06-6927-9134

fh.02498@konammi

sports.com

都島区中野町5-15-21

電話：06-6927-9124

大阪メトロ「都島」駅

JR「桜ノ宮」駅

都島区
都島スポーツセンター

（第2体育場）
卓球無料開放DAY 卓球無料開放 10/10（月・祝）

①10：00～11：45

②12：30～14：15

③14：30～16：15

④16：30～18：15

⑤18：30～20：15

どなたでも 各回60名 無料 当日来館にて受付・先着順 当日受付

https://information.konamis

portsclub.jp/trust/osaka_sp

ortsclub/miyako/

都島スポーツセン

ター
06-6927-9124 06-6927-9134

fh.02498@konammi

sports.com

都島区中野町5-15-21

電話：06-6927-9124

大阪メトロ「都島」駅

JR「桜ノ宮」駅

都島区 都島屋内プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝）
9:00～20:30

最終入場時間20：00
どなたでも なし 無料 当日来館にて受付・先着順 当日受付

https://meijisp.jp/miyakoji

ma-pool/
都島屋内プール 06-6922-8005 06-6922-8007

shigeki_yamada@m

eijisp.jp

都島区都島本通4-12-7

電話:06-6922-8005

大阪メトロ「都島」駅、「野

江内代」駅

福島区
福島スポーツセンター

（体育場）
バドミントン・卓球無料開放DAY バドミントン・卓球 無料開放 10/10（月・祝）

①9：30～11：30

②12：30～14：30

③15：30～17：30

④18：30～20：30

どなたでも

①②③④

各回バドミントン12名

各回卓球20名

無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付

https://information.konam

isportsclub.jp/trust/osaka

_sportsclub/fukushima/

福島スポーツセン

ター
06-6468-0450 06-6468-0451

fh.02498@konammi

sports.com

福島区吉野3-17-23

電話：06-6468-0450
大阪メトロ「野田阪神」駅

福島区
福島スポーツセンター

（体育場）

スポーツ体験イベント

※内容変更（9月9日付け）

①ノルディックウォーク

②ボッチャの体験会
10/22（土）

①10：00～15：00

①12：00～16：00
どなたでも 定員なし 無料 当日来館にて受付 当日受付

福島区コミュニティ

協会
06-6468-1771

popye.olives@gmail

.com
大阪市福島区吉野3-17-23

地下鉄千日前線「野田阪神」

駅

福島区
下福島プール

（トレーニング場）
はじめての美・エクササイズ教室

10歳若く見える姿勢作りを合言葉に色々な音楽

に合わせエクササイズを行う
10/10（月・祝） 13：00～14：00 16歳以上 2名

1,000円

※別途トレーニン

グ場利用料必要

10/3（月）から来館にて受付・先着j順

https://information.konamis

portsclub.jp/trust/osaka_su

portsclub/shimofuku/

下福島プール 06-6444-3450 06-6444-3451
yt.29080@konamis

ports.com

福島区福島4-1-82下福公園

内

06-6444-3450

JR東西線「新福島」駅、JR環

状線「野田」駅、「福島」

駅、京阪「中之島」駅

福島区
下福島プール

（トレーニング場）
はじめてのパワーヨガ教室

ヨガのポーズを連続して行い、従来のヨガより

消費カロリーが多くシェイプアップに効果的
10/10（月・祝） 18：40～19：40 16歳以上 2名

1,000円

※別途トレーニン

グ場利用料必要

10/3（月）から来館にて受付・先着順

https://information.konamis

portsclub.jp/trust/osaka_su

portsclub/shimofuku/

下福島プール 06-6444-3450 06-6444-3451
yt.29080@konamis

ports.com

福島区福島4-1-82下福公園

内

06-6444-3450

JR東西線「新福島」駅、JR環

状線「野田」駅、「福島」

駅、京阪「中之島」駅

福島区
下福島プール

（トレーニング場）
トータルボディケア教室

有酸素運動とトレーニングを組み合わせ、効率

よくバランスの取れたボディメイクと、怪我を

しにくい身体づくりのケアを行う

10/10（月・祝） 19：50～20：50 16歳以上 2名

1,000円

※別途トレーニン

グ場利用料必要

10/3（月）から来館にて受付・先着j順

https://information.konamis

portsclub.jp/trust/osaka_su

portsclub/shimofuku/

下福島プール 06-6444-3450 06-6444-3451
yt.29080@konamis

ports.com

福島区福島4-1-82下福公園

内

06-6444-3450

JR東西線「新福島」駅、JR環

状線「野田」駅、「福島」

駅、京阪「中之島」駅

此花区

此花スポーツセンター

（第1体育場） バドミントン無料開放DAY バドミントン無料開放 10/10（月・祝）

①9：30～11:00

②11：30～13:00

③13：30～15:00

④15：30～17:00

⑤17：30～19:00

どなたでも

各回

バドミントン４面　10

名/面

無料

当日来館にて受付

申込は各回開始30分前に実施。各回定員を超えた場

合抽選

当日受付
此花スポーツセン

ター
06-6465-5800 06-6465-5816

yoshitomo_okamot

o@meijisp.jp
此花区西九条6-1-27

JR環状線・阪神線各「西九条

駅」から徒歩5分

此花区

此花スポーツセンター

（第2体育場） 卓球無料開放DAY 卓球無料開放 10/10（月・祝）

①9：30～11:00

②11：30～13:00

③13：30～15:00

④15：30～17:00

⑤17：30～19:00

どなたでも
各回

卓球6台　5名/台
無料

当日来館にて受付

申込は各回開始30分前に実施。各回定員を超えた場

合抽選

当日受付
此花スポーツセン

ター
06-6465-5800 06-6465-5816

yoshitomo_okamot

o@meijisp.jp
此花区西九条6-1-27

JR環状線・阪神線各「西九条

駅」から徒歩5分

此花区
此花屋内プール

（6階プールエリア）
プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝） 9：00～18：00

どなたでも
定員なし 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付

https://fitness21.or.jp/jigy

o-shitei/shitei_konohana/
此花屋内プール 06-6465-6700 06-6465-6750

j-

murakami@fitness2

1.or.jp

此花区西九条5-4-21

電話:06-6465-6700
JR･阪神「西九条」駅

此花区
此花屋内プール

（7階スタジオ）

インボディ測定会

※内容変更（8月30日付け）
体組成計での形態測定、簡易カウンセリング 10/10（月・祝）

10：00～13：00（12コ

マ）
16歳以上

12名（1人15分 12コ

マ）

無料

※但し、施設使用

料は必要

当日来館にて受付･先着順 当日受付
https://fitness21.or.jp/jigy

o-shitei/shitei_konohana/
此花屋内プール 06-6465-6700 06-6465-6750

j-

murakami@fitness2

1.or.jp

此花区西九条5-4-21

電話:06-6465-6700
JR･阪神「西九条」駅

中央区
中央スポーツセンター

（第1体育場）
硬式テニス無料開放DAY 硬式テニス無料開放 10/10（月・祝）

①9：00～11：00

②12：00～14：00

③15：00～17：00

④18：00～20：00

どなたでも

※中学生以下がご利用の場合、保護者

または引率者同伴必要

硬式テニス：各回最大

8名
無料

事前受付：10/1（土）から受付開始　電話にて申込

電話：06-6211-2010まで
10/9（日）

https://information.konamis

portsclub.jp/trust/osaka_sp

ortsclub/chuo/

中央スポーツセンタ

－
06-6211-2010 06-6211-2590

uh.98049@konamis

ports.com

中央区島之内2-12-31 中央

会館4階

電話：06-6211-2010

大阪メトロ「長堀橋」駅

中央区
中央スポーツセンター

（第2体育場）
卓球無料開放DAY 卓球無料開放 10/10（月・祝）

①9：00～11：00

②12：00～14：00

③15：00～17：00

④18：00～20：00

どなたでも

※中学生以下がご利用の場合、保護者

または引率者同伴必要

卓球：各回1台あたり

最大4名×5台
無料

事前受付：10/1（土）から受付開始　電話にて申込

電話：06-6211-2010まで
10/9（日）

https://information.konamis

portsclub.jp/trust/osaka_sp

ortsclub/chuo/

中央スポーツセンタ

－
06-6211-2010 06-6211-2590

uh.98049@konamis

ports.com

中央区島之内2-12-31 中央

会館4階

電話：06-6211-2010

大阪メトロ「長堀橋」駅

中央区 中央屋内プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝） 9:00～20:30 どなたでも 定員なし 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付
https://meijisp.jp/chuo-

pool/
中央屋内プール 06-6212-5473 06-6212-5474

rikimaru_yamane@

meijisp.jp

中央区島之内2-7-8

電話:06-6212-5473
大阪メトロ「長堀橋」駅

中央区
中央屋内プール

（会議室）
楽やん体操 簡単なストレッチや筋力トレーニング 10/10（月・祝） 10：00～10：15 16歳以上 15名 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付

https://meijisp.jp/chuo-

pool/
中央屋内プール 06-6212-5473 06-6212-5474

rikimaru_yamane@

meijisp.jp

中央区島之内2-7-8

電話:06-6212-5473
大阪メトロ「長堀橋」駅

中央区 大阪城弓道場 弓道体験教室
弓道に興味のある方に礼儀作法を含め弓道の初

歩を体験
10/10（月・祝）

①10:00～10:50

②11:00～11:50

③12:00～12:50

④13:10～14:00

⑤14:10～15:00

⑥15:10～16:00

中学生以上 各回10名

無料(弓道場個人

利用料金300円別

途必要）

事前申込(往復はがきに郵便番号、住所、氏名、年齢

を記入のうえ、中央区大阪城3-4大阪城弓道場あて

に送付)･先着順

9/10（土） www.osakajo-kyudojo.jp 大阪城弓道場 06-6941-9921 06-6941-9923
osakabushin@yaho

o.co.jp
中央区大阪城3-4

電話:06-6941-9921

JR「大阪城公園」駅又はJR･

大阪メトロ「森ノ宮」駅

中央区 大阪城公園太陽の広場
オータム・チャレンジ・スポーツ

2022ゲートボール大会

各コート6チームで編成し、リンク戦を行う。1

チーム3試合。初心者コーナー(参加賞)あり
10/30（日） 7：00～15：00

どなたでも

※12歳以下は保護者同伴
460名 1,000円

事前申込(連盟あて申込書を郵送及びFAX)・先着順

申込先：〒556-0013 大阪市浪速区戎本町1-7-23

FAX:06-6633-7639

※申込書については、大阪市ゲートボール連盟にお

問い合わせください。

9/1（木）
大阪市ゲートボール

連盟

06-6633-7639

(火･木)のみ
06-6633-7639

ebieikemen@yahoo

.co.jp
中央区大阪城3-11 JR「大阪城公園」駅

中央区 大阪城公園太陽の広場
第58回グラウンド・ゴルフ大会

オータム・チャレンジ・スポーツ
グラウンド･ゴルフ大会

11/15(火)

（雨天11/29)
9:00～16:00 60歳～ 560名 700円

事前申込(連合会あて往復はがき)･先着順

※往復はがきに、住所・氏名・年齢・性別・電話番

号をご記入のうえ、〒546-0021東住吉区照ヶ丘矢

田4-3-15　大阪市グラウンドゴルフ連合会　小野宛

に送付。

10/20(木) 　
大阪市グラウンド･

ゴルフ連合会
06-6704-5030 06-6704-5030 中央区大阪城3-11 JR「大阪城公園」駅
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会場所在区 会場名 イベント名 イベント内容 開催日 実施時間 対象 定員 費用 申込方法 申込締切日 開催団体ＵＲＬ 問合せ先名 問合せ先TEL 問合せ先FAX 問合せ先メール 会場住所・電話番号 会場最寄駅

西区
西スポーツセンター

（第1体育場）
バドミントン無料開放DAY バドミントン無料開放 10/10（月・祝）

①10:00～11:30

②12:00～13:30

③14:00～15:30

④16:00～17:30

⑤18:00～19:30

どなたでも

※小学生以下は保護者同伴

各回バドミントン6面

8名/面
無料

当日申込(施設あて電話、各回1時間前から受付開

始)･先着順
当日受付

https://information.konam

isportsclub.jp/trust/osaka

_sportsclub/nishi/

西スポーツセンター 06-6538-3413 06-6538-3419
nisispo-

osashi@opas.jp

西区立売堀4-10-18

電話:06-6538-3413
大阪メトロ「阿波座」駅

西区
西スポーツセンター

（第2体育場）
卓球無料開放DAY 卓球無料開放 10/10（月・祝）

①10:00～11:30

②12:00～13:30

③14:00～15:30

④16:00～17:30

⑤18:00～19:30

どなたでも

※小学生以下は保護者同伴

各回卓球4台

8名/台
無料

当日申込(施設あて電話、各回1時間前から受付開

始)･先着順
当日受付

https://information.konam

isportsclub.jp/trust/osaka

_sportsclub/nishi/

西スポーツセンター 06-6538-3413 06-6538-3419
nisispo-

osashi@opas.jp

西区立売堀4-10-18

電話:06-6538-3413
大阪メトロ「阿波座」駅

西区
西屋内プール

（スタジオ）
シェイプアップエクササイズ

有酸素運動（エアロビクスダンス）と簡単な筋

力トレーニングを組み合わせ、短時間で高い脂

肪燃焼効果が期待できるプログラムを実施

※室内用シューズ必要

10/10（月・祝） 11：45～12：30 16歳以上 15名 330円
事前受付（西屋内プールへ電話申込み）

電話番号：06-6581-7601まで

10/9（日）
http://fitness21.or.jp 西屋内プール 06-6581-7601 06-6581-7602

k-

fukada@fitness21.o

r.jp

西区本田1-4-16

電話:06-6581-7601

大阪メトロ「阿波座」駅又は

「西長堀」駅

西区
西スポーツセンター

（第1体育場）

第7回 西区スリーアイズ大会

※新たに追加（8月24日付け）

スリーアイズ大会

試合方法はトーナメント戦で行う（表彰あり）
10/16（日） 10：00～13：00 どなたでも 16チーム  96名 無料

事前申込（代表者氏名・連絡先・チーム人数をご準

備の上、西区スポーツ推進委員協議会あてに電話・

FAX・メールいずれかにて申込）先着順

電話：06-6539-8075

FAX：06-6539-8073

メール：nisi.suposhin@gmail.com

9/22（木）
西区スポーツ推進委

員協議会
06-6539-8075 06-6539-8073

nisi.suposhin@gmai

l.com

西区立売堀4-10-18

電話:06-6538-3413
大阪メトロ「阿波座」駅

港区
港スポーツセンター

（第1・第2体育場）

みなとすぽーつくらぶスポーツ体験

会
卓球　ボッチャ　スリーアイズ他 10/10（月・祝） 10：00～16：00 どなたでも 80名～100名程度 無料 当日来館にて受付・先着順 当日受付

www.ssksports.com/shise

tsu/minato/

みなとすぽーつくら

ぶ
090-5967-7770 06-6576-7645

bybai@iris.ocn.ne.j

p

港区田中3-1-128

電話:06-6576-4081
大阪メトロ「朝潮橋」駅

港区 大阪プール プール無料開放

①25ｍプール無料開放

②どなたでも参加できる水中運動

③クロール初級大人水泳教室

10/10（月・祝）

①9：00～21：00

②10：15～11：00

③11：00～11：50

①小学生以上

②③高校生（16歳）以上

①90名

②20名

③12名

無料 当日来館にて受付・先着順 当日受付

https://yahataya-

park.jp/osakapool/index.ht

ml

大阪プール 06-6571-2010 06-6571-2023

港区田中3-1-20

八幡屋公園内

電話：06-6571-2010

大阪メトロ「朝潮橋」駅

港区
丸善インテックアリーナ大

阪（サブアリーナ）
フットサル交歓会

フットサル交流会・フットサルクリニック

小学生以下の方、40歳以上の方、女性を対象

に、健康維持とフットサル普及を兼ねた交流

会・クリニックを開催

10/10（月・祝） 10:30～15:30

①小学生以下の部

②40歳以上の部

③女性の部（年代問わず）

①②③合わせて

100名

個人申込

500円

チーム申込

2,000円

事前申込･先着順

申込先:(一社)大阪府サッカー協会HP専用フォーム

http://osaka-fa.or.jp/

※フォームは後日掲載

10/1(土) https://osaka-fa.or.jp/
(一社）大阪府サッ

カー協会事務局
06-6441-5881 06-6441-5882

港区田中3-1-40

電話：06-6576-0800
大阪メトロ「朝潮橋」駅

大正区
大正スポーツセンター

（第1体育場）
バドミントン無料開放DAY バドミントン無料開放 10/10（月・祝） 10:00～16:00 どなたでも バドミントン4名×8面 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付

http://www.ssksports.co

m/shisetsu/taishou/

大正スポーツセン

ター
06-6555-8402 06-6555-8403

ssk-

taisho3@ssksports.

co.jp

大正区小林東3-3-25

電話：06-6555-8402

JR･大阪メトロ「大正」駅下

車、シティバス「小林」

大正区
大正スポーツセンター

（第2体育場）
卓球無料開放DAY 卓球無料開放 10/10（月・祝） 10:00～16:00 どなたでも 卓球2名×8台 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付

http://www.ssksports.co

m/shisetsu/taishou/

大正スポーツセン

ター
06-6555-8402 06-6555-8403

ssk-

taisho3@ssksports.

co.jp

大正区小林東3-3-25

電話：06-6555-8402

JR･大阪メトロ「大正」駅下

車、シティバス「小林」

大正区 大正屋内プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝） 9：00～20：30 どなたでも 90名 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付 大正屋内プール 06-6555-8950 06-6555-8403

ssk-

taisho3@ssksports.

co.jp

大正区小林東3-3-25

電話:06-6555-8950

JR･大阪メトロ「大正」駅下

車、シティバス「小林」

大正区
千島体育館

（体育場）
バドミントン教室

午前：大阪市バドミントン協会推薦コーチによ

る指導

午後：参加者にるバドミントンゲーム

10/9（日） 9：00～16：30
大阪市内　在住・在勤・在学の中学生

以上の方
200名

高校生以上1,000

円

中学生800円

事前申込(協会あて申込書又は住所・氏名・年齢・当

日連絡可能な電話番号・バトミントン経験　上級・

中級・初心者を記入のうえFAX）・先着順

9/22（木）
大阪市バドミントン

協会
090-7753-0194 06-7182-8802

8415rpjv@jcom.zaq

.ne.jp

大正区千島2-7-93

電話：06-6553-7800

JR・大阪メトロ「大正駅」か

ら

大阪シティバス「大正区役所

前」

天王寺区
天王寺スポーツセンター

（第1体育場）
バドミントン無料開放DAY バドミントン無料開放 10/10（月・祝）

①10：00～11：45

②13：00～14：45

③15：00～16：45

どなたでも
各回バドミントン8面

4名/面
無料 当日来館にて受付・先着順 当日受付

http://www.ogsports.co.jp/

corp/accept/facility/detail.p

hp?id=3

天王寺スポーツセン

ター
06-6765-0043 06-6765-0083

sanada@ogsports.c

o.jp

天王寺区真田山町5-109

電話:06-6765-0043

JR･大阪メトロ「玉造」駅、

「鶴橋」駅

天王寺区
天王寺スポーツセンター

（第2体育場）
卓球無料開放DAY 卓球無料開放 10/10（月・祝）

①10：00～11：45

②13：00～14：45

③15：00～16：45

どなたでも 各回卓球6台  4名/台 無料 当日来館にて受付・先着順 当日受付

http://www.ogsports.co.jp/

corp/accept/facility/detail.p

hp?id=3

天王寺スポーツセン

ター
06-6765-0043 06-6765-0083

sanada@ogsports.c

o.jp

天王寺区真田山町5-109

電話:06-6765-0043

JR･大阪メトロ「玉造」駅、

「鶴橋」駅

天王寺区
天王寺スポーツセンター

（第1・第2体育場）

天王寺区オータムチャレンジ・ス

ポーツ2022

①大人･子どもテニス

②大人･子どもバドミントン、卓球、ソフトバ

レーボール、フリーテニス、スリーアイズ、

ファミリーバドミントン

11/6（日）
①9：30～12：00

②13：00～16：30

小学生以上

※低学年は保護者同伴
①②各種目20名 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付

天王寺区体育厚生ス

ポーツ推進委員協議

会

090-3492-8657 06-6771-1094
kataoka0113@gmai

l.com

天王寺区真田山町5-109

電話:06-6765-0043

JR･大阪メトロ「玉造」駅又

は「鶴橋」駅

天王寺区 真田山プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝）
9：00～20:30

（最終受付20：00まで）
どなたでも 約100名 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付

https://www.ogsports.co.jp

/corp/accept/facility/detail.

php?id=3

天王寺スポーツセン

ター
06-6765-0043 06-6765-0083

sanada@ogsports.c

o.jp

天王寺区真田山町5-109

電話:06-6765-0043

JR･大阪メトロ「玉造」駅、

「鶴橋」駅

浪速区
浪速スポーツセンター

（第1・第2体育場）

2022年度強化選手育成講習会

バトントワーリング無料体験レッス

ン

大阪バトントワーリング競技大会優勝選手によ

る講習会。希望のコースを選択し受講。

講習会開催中に無料体験コーナーを設ける(1人

30分)

10/10（月・祝） 10:30～15:30

①強化選手育成講習会は大阪バトン協

会登録者。

②無料体験レッスンは3歳以上どなたで

も可

①講習会100名

②無料体験レッスンは

随時受け入れ(同時間

に10名程度)

②体験レッスンは

参加費無料

①強化選手育成講習会は大阪バトン協会HPから事

前申込･先着順

②体験レッスンは当日来館にて受付

①9/27

（月）
www.osaka-baton.org 大阪バトン協会 06-6765-3131 06-6765-3131

info@osaka-

baton.org

浪速区難波中3-8-8

電話:06-6643-6444

南海、大阪メトロ、近鉄、JR

「なんば」駅

浪速区 浪速屋内プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝） 9:00～20：30 どなたでも なし 無料 当日来館にて受付・先着順 当日受付
https://meijisp.jp/naniwa-

sc/
浪速屋内プール 06-6643-6446 06-6643-6447

daisuke_araki@mei

jisp.jp

浪速区難波中3-8-8

電話:06-6643-6446

南海、大阪メトロ、近鉄、JR

「なんば」駅

浪速区
浪速屋内プール

(2F会議室)
体力測定会

握力、長座体前屈、開眼片足立ち、上体起こし

を基に現体力を測る
10/10（月・祝）

10：00～10：15

10：15～10：30

10：30～10：45

10：45～11：00

65歳以上の方 各回2名　合計8名 無料

事前申込(6階セントラルスポーツ浪速屋内プール窓

口にて)･先着順 10/9（日）
https://meijisp.jp/naniwa-

sc/
浪速屋内プール 06-6643-6446 06-6643-6447

daisuke_araki@mei

jisp.jp

浪速区難波中3-8-8

電話:06-6643-6446

南海、大阪メトロ、近鉄、JR

「なんば」駅

浪速区
浪速屋内プール

(2F会議室)
介護予防教室

脳を活性化させるトレーニング、リズム体操、

自重負荷筋力トレーニング
10/10（月・祝） 13:00～14:30 65歳以上の方 10名 無料

事前申込(6階セントラルスポーツ浪速屋内プール窓

口にて)･先着順 10/9（日）
https://meijisp.jp/naniwa-

sc/
浪速屋内プール 06-6643-6446 06-6643-6447

daisuke_araki@mei

jisp.jp

浪速区難波中3-8-8

電話:06-6643-6446

南海、大阪メトロ、近鉄、JR

「なんば」駅

浪速区 浪速アイススケート場 スポーツの日イベント

イベント当日は終日滑走・観覧ともに無料（貸

靴利用者は貸靴代が別途必要）

①ワンコインスケート教室

②浪速アイススケート場練習生（フィギュアの

ジュニア選手等）によるフィギュアエキシビ

ジョン）

10/10（月・祝）

①第1部 12：00～13：00

　第2部 13：30～14：30

②13：15～13：30

どなたでも

※但し、貸出可能な貸靴サイズが

15.5cmの為、滑走は満3歳以上推奨

（幼児滑走時保護者の同伴付滑走が必

要）

①第1部、第2部各50名

（先着順）

①500円

②無料

貸靴代は有料

当日来館にて受付･先着順 当日受付
https://meijisp.jp/naniwa-

sc/

浪速アイススケート

場
06-6643-6448 06-6643-6449

tomohiro_yamane@

meijisp.jp

浪速区難波中3-8-8

電話：06-6643-6448

南海、大阪メトロ、近鉄、JR

「なんば」駅

西淀川区
西淀川スポーツセンター

（第1体育場）
バドミントン・卓球無料開放DAY バドミントン・卓球の無料開放 10/10（月・祝）

①10:00～11:45

②12:00～13:45

③14:00～15:45

④16:00～17:45

⑤18:00～19:45

どなたでも

※小学校低学年及び未就学児は保護者

同伴必要

30～40名程度

（卓球台10台、バドミ

ントン2面が全て埋ま

れば受付終了）

無料
当日来館にて受付

（各回整理券配布で先着順）
当日受付

https://sumispo.jp/nishiyo

do/

西淀川スポーツセン

ター
06-6472-9200 06-6472-9210

nyodspo-

osashi@opas.jp

西淀川区野里2-10-35

電話:06-6472-9200
JR「御幣島」駅

西淀川区 西淀川屋内プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝）
9：00～18：00

（最終受付17：30）
どなたでも 定員なし 無料 当日来館にて受付 当日受付 https://fitness21.or.jp 西淀川屋内プール 06-6474-9940 06-6474-9241

k-

yoshimoto@fitness

21.or.jp

西淀川区大和田2-5-7

電話:06-6474-9940
阪神なんば線「福」駅

西淀川区
西淀川屋内プール

（スタジオ）
体成分測定会（インボディー） 筋肉量や体脂肪、内臓脂肪レベル等の測定 10/10（月・祝）

15：00～17：00（12コ

マ）
高校生以上（16歳以上）

12名

（1人15分 12コマ）
無料 当日来館にて受付 当日受付 https://fitness21.or.jp 西淀川屋内プール 06-6474-9940 06-6474-9241

k-

yoshimoto@fitness

21.or.jp

西淀川区大和田2-5-7

電話:06-6474-9940
阪神なんば線「福」駅

淀川区
淀川スポーツセンター

（第1体育館）

区民体力テスト・ニュースポーツ体

験会

①「新体力テスト」基準に基づき、それぞれの

年齢別に体力テストを実施

②ニュースポーツ（ボッチャ、スリーアイズ、

ラダーゲッターなど）を紹介、体験教室の実施

10/9（日）
①9：30～13：.00

②14：00～16：00
どなたでも 200名 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付

淀川スポーツセン

ター
06-6350-4555 06-6350-4556

shingo.5234@ezwe

b.ne.jp

淀川区西宮原2-1-3 ソーラ

21新大阪内

06-6350-4555

JR.大阪メトロ御堂筋線「新

大阪駅」
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オータム・チャレンジ・スポーツ2022イベント一覧 令和４年９月22日更新

会場所在区 会場名 イベント名 イベント内容 開催日 実施時間 対象 定員 費用 申込方法 申込締切日 開催団体ＵＲＬ 問合せ先名 問合せ先TEL 問合せ先FAX 問合せ先メール 会場住所・電話番号 会場最寄駅

淀川区
淀川スポーツセンター

（多目的室）

健康チェック

※9月22日付けで中止になりまし

た。

血圧や血管年齢のチェック 10/9（日） 9：30～13：00 どなたでも 200名 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付
淀川スポーツセン

ター
06-6350-4555 06-6350-4556

shingo.5234@ezwe

b.ne.jp

淀川区西宮原2-1-3 ソーラ

21新大阪内

06-6350-4555

JR.大阪メトロ御堂筋線「新

大阪駅」

淀川区
淀川スポーツセンター

（第1体育場）
バドミントン無料開放DAY バドミントン無料開放 10/10（月・祝）

①9：30～11：00

②12：30～14：00

③15：30～17：00

どなたでも

※お一人様1回のみのご利用

バドミントン1面 6名

まで（6面）
無料 当日来館にて受付 当日受付 http://fitness21.or.jp

淀川スポーツセン

ター
06-6350-4555 06-6350-4556

y-

matsumura@fitnes

s21.or.jp

淀川区西宮原2-1-3 ソーラ

21新大阪内

06-6350-4555

JR.大阪メトロ御堂筋線「新

大阪駅」

淀川区
淀川スポーツセンター

（第2体育場）
卓球無料開放DAY 卓球開放無料開放 10/10（月・祝）

①9：30～11：00

②12：30～14：00

③15：30～17：00

どなたでも

※お一人様1回のみのご利用

卓球台1台 4名まで

（8台）
無料 当日来館にて受付 当日受付 http://fitness21.or.jp

淀川スポーツセン

ター
06-6350-4555 06-6350-4556

y-

matsumura@fitnes

s21.or.jp

淀川区西宮原2-1-3 ソーラ

21新大阪内

06-6350-4555

JR.大阪メトロ御堂筋線「新

大阪駅」

淀川区 淀川屋内プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝）
9:00～19:15

(最終受付18:45)
どなたでも 定員なし 無料 当日来館にて受付・先着順 当日受付

https://www.ogsports.co.jp

/corp/yodogawa-pool/
淀川屋内プール 06-6885-1711

淀川区十三東2-3-1

電話:06-6885-1711
阪急「十三」駅

東淀川区
東淀川スポーツセンター

（第1体育場）
バドミントン・卓球無料開放DAY バドミントン･卓球無料開放 10/10（月・祝）

①9:15～11:00

②11:15～13:00

③13:15～15:00

④15:15～17:00

どなたでも 各回80名 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付 http://fitness21.or.jp
東淀川スポーツセン

ター
06-6321-7182 06-6321-7486

y-

minami@fitness21.

or.jp

東淀川区東淡路1-4-21

電話：06-6321-7182
阪急･JR「淡路」駅

東淀川区
東淀川スポーツセンター

（第2体育場）
柔道教室体験

「安全・礼節・和」を目標に初心者から経験者

まで幅広く指導。通常の柔道教室内容を体験
10/10（月・祝） 10：00～12：00

①ジュニア　年長さん以上～中学生

②シニア　　高校生以上
10名 無料 事前申込(電話又は施設窓口)･先着順

10/10（月・

祝）定員に

なり次第

http://fitness21.or.jp
東淀川スポーツセン

ター
06-6321-7182 06-6321-7486

y-

minami@fitness21.

or.jp

東淀川区東淡路1-4-21

電話：6321-7182
阪急･JR「淡路」駅

東淀川区
東淀川スポーツセンター

（第2体育場）
かけっこ教室

足が速くなるための練習方法や体の使い方をア

ドバイス
10/10（月・祝） 13:00～14:30 年中さん以上～小学生 20名 無料 事前申込(電話又は施設窓口)･先着順

10/10（月・

祝）定員に

なり次第

http://fitness21.or.jp
東淀川スポーツセン

ター
06-6321-7182 06-6321-7486

y-

minami@fitness21.

or.jp

東淀川区東淡路1-4-21

電話：6321-7182
阪急･JR「淡路」駅

東淀川区
東淀川スポーツセンター

（第2体育場）
空手体験

空手教室指導員が基本の形や簡単な組手を初心

者の方から丁寧に指導。通常の空手教室の内容

を体験

10/10（月・祝） 18:00～20:00
年長さん以上

小学生･中学生
40名 無料 事前申込(電話又は施設窓口)･先着順

10/10（月・

祝）定員に

なり次第

http://fitness21.or.jp
東淀川スポーツセン

ター
06-6321-7182 06-6321-7486

y-

minami@fitness21.

or.jp

東淀川区東淡路1-4-21

電話：6321-7182
阪急･JR「淡路」駅

東淀川区
東淀川スポーツセンター

（多目的室）
ジュニア体操教室

鉄棒･跳び箱･マットの簡単な基本動作を体験。

通常のジュニア体操教室を体験
10/10（月・祝）

①9:30～10:30

②10:30～11:30
年長さん以上～小学生3年生 各回10名 無料 事前申込(電話又は施設窓口)･先着順

10/10（月・

祝）定員に

なり次第

http://fitness21.or.jp
東淀川スポーツセン

ター
06-6321-7182 06-6321-7486

y-

minami@fitness21.

or.jp

東淀川区東淡路1-4-21

電話：6321-7182
阪急･JR「淡路」駅

東淀川区 東淀川屋内プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝）

9:00～21:00

最終受付20：00　利用時間

20：30まで

どなたでも
なし

無料 当日来館にて受付・先着順 当日受付 https://fitness21.or.jp 東淀川屋内プール 06-6325-5077 06-6325-5065

a-

okasaka@fitness21

.or.jp

東淀川区東淡路1-4-53

電話:06-6325-5077
阪急･JR「淡路」駅

東淀川区
東淀川屋内プール

（トレーニング場）
無料体力測定 持久力測定、柔軟、肺活量、反射神経など 10/10（月・祝）

①9：30～10：30

②12：45～13：45
高校生以上 各回20名 無料 当日来館にて受付・先着順 当日受付 https://fitness21.or.jp 東淀川屋内プール 06-6325-5077 06-6325-5065

a-

okasaka@fitness21

.or.jp

東淀川区東淡路1-4-53

電話:06-6325-5077
阪急･JR「淡路」駅

東成区
東成スポーツセンター

(第1体育場）
オータムスポーツフェスタ

ニュースポーツの体験及び卓球・ソフトバレー

の対戦
10/10（月・祝） 10：00～15：00 どなたでも 300名 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付

http://higashinarisc.sbt-

oasis-zett.jp/

東成区スポーツ推進

委員協議会
090-8191-9295 06-6974-1421

kitanaka-

cho@occn.zaq.ne.jp

東成区東中本2-11-30

電話:06-6973-5166
大阪メトロ「緑橋」駅

東成区
東成スポーツセンター

（第2体育場）
卓球無料開放DAY 卓球無料開放 10/10（月・祝）

①9：30～11：30

②12：00～14：00

③14：30～16：30

④17：00～19：00

どなたでも 各回卓球6台　4名/台 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付
http://higashinarisc.sbt-

oasis-zett.jp/

東成スポーツセン

ター
06-6973-5166 06-6973-5176

higashinari_sc@shi

nseibt.co.jp

城東区東成区東中本2-11-

30

電話：06-6973-5166

大阪メトロ「緑橋」駅

東成区 東成屋内プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝） 9：00～21：00 どなたでも 定員なし 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付
https://higashinari.sbt-

oasis-zett.jp/
東成屋内プール

06-6972-6123

（プール）
06-6972-6122

higashinari_op@shi

nseibt.co.jp

東成区東中本2-12-1

神路公園内

電話:06-6972-6123

大阪メトロ「緑橋」駅

東成区
東成屋内プール

(トレーニング場）

①オータムコアトレーニング

②機能改善セミナー

①身体のコア・バランスを意識したトレーニン

グ（バランス力の向上・体幹強化）

②自身の身体の歪みやクセを知り、普段でも意

識して頂ける情報と毎日欠かすことのできない

食事に関するセミナー

10/10（月・祝）
①12：00～12：45

②13：00～13：45
①②16歳以上 ①②各12名

無料（トレーニン

グ場は別途施設使

用料が必要）

当日来館にて受付（申込み多数の場合抽選） 当日受付
https://higashinari.sbt-

oasis-zett.jp/
東成屋内プール

06-6973-8256

（トレーニング場）
06-6972-6122

higashinari_op@shi

nseibt.co.jp

東成区東中本2-12-1

神路公園内

電話:06-6972-6123

大阪メトロ「緑橋」駅

生野区
生野スポーツセンター

（第1・第2体育場）

ニュースポーツ体験会

※内容変更（9月9日付け）

ボッチャ・ガラッキー・モルック・C.B.Cの体験

会を行う
10/9（日） 10:00～14：00 どなたでも 300名 無料 当日来館にて受付 当日受付

https://www.ikuno-

sports.net/

大阪市スポーツ推進

委員生野区協議会
06-6716-3020 06-6716-1797

ikuno-

center@air.ocn.ne.j

p

生野区巽西1-1-3

電話:06-6758-4500

大阪メトロ「北巽」駅又は大

阪シティバス「北巽1丁目」

生野区
生野スポーツセンター

（第1体育場）
バドミントン無料開放DAY

第1体育場バドミントン４面の無料開放

※用具の貸出有(数量限定)、館内原則飲食禁止

(ペットボトル等蓋のある物で水分補給可)、必

ず二人以上での申し込み

10/10（月・祝）

①10:00～11:30

②12:30～14:00

③15:00～16:30

④17:30～19:00

どなたでも

※必ず2人以上での申込、小学生未満は

保護者同伴

各回バドミントン4面

4名/面 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付
https://ikunosc.sbt-oasis-

zett.jp/

生野スポーツセン

ター
06-6758-4500 06-6758-4618 ikunosc＠zett.co.jp

生野区巽西1-1-3

電話:06-6758-4500

大阪メトロ「北巽」駅又は大

阪シティバス「北巽1丁目」

生野区
生野スポーツセンター

（第2体育場）
卓球無料開放DAY

第2体育場卓球６台の無料開放

※用具の貸出有(数量限定)、館内原則飲食禁止

(ペットボトル等蓋のある物で水分補給可)、必

ず二人以上での申し込み

10/10（月・祝）

①10:00～11:30

②12:30～14:00

③15:00～16:30

④17:30～19:00

どなたでも

※必ず2人以上での申込、小学生未満は

保護者同伴
各回卓球6台　4名/台

無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付
https://ikunosc.sbt-oasis-

zett.jp/

生野スポーツセン

ター
06-6758-4500 06-6758-4618 ikunosc＠zett.co.jp

生野区巽西1-1-3

電話:06-6758-4500

大阪メトロ「北巽」駅又は大

阪シティバス「北巽1丁目」

生野区 生野屋内プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝）
9:00～20:30

（20：00最終受付）
どなたでも 90名 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付

https://ikuno.sbt-oasis-

zett.jp/
生野屋内プール 06-6731-7381 06-6731-7382

ikuno_op@shinseib

t.co.jp

生野区桃谷3-8-18

電話:06-6731-7381

JR･近鉄・大阪メトロ「鶴

橋」駅又はJR「桃谷」駅

生野区
生野屋内プール

（トレーニング場）
体成分測定会

インボディ（体成分測定機器）を使用し、体脂

肪率・筋肉量・内脂肪量などを測定
10/10（月・祝） 10：00～18：00

高校生以上

又は16歳以上
定員なし

無料（トレーニン

グ場は別途施設使

用料が必要）

当日来館にて受付 当日受付
https://ikuno.sbt-oasis-

zett.jp/
生野屋内プール 06-6731-7381 06-6731-7382

ikuno_op@shinseib

t.co.jp

生野区桃谷3-8-18

電話:06-6731-7381

JR･近鉄・大阪メトロ「鶴

橋」駅又はJR「桃谷」駅

旭区
旭スポーツセンター

（第1体育場）
バドミントン無料開放DAY

第1体育場バドミントン10面の無料開放

※用具の貸出有(数量限定)、館内原則飲食禁止

(ペットボトル等蓋のある物で水分補給可)

10/10（月・祝）

①10：00～11：45

②13：00～14：45

③15：15～17：00

④17：30～19：15

どなたでも

※小学生未満は保護者の同伴が必要
各回 70名 無料 当日来館にて受付（申込み多数の場合抽選） 当日受付

https://asahisc.sbt-oasis-

zett.jp/
旭スポーツセンター 06-6951-6575 06-6951-6580

asahi-

osk@zett.co.jp

旭区高殿5-3-25旭公園内

電話：06-6951-6575
大阪メトロ「関目高殿」駅

旭区
旭スポーツセンター

（第2体育場）
卓球無料開放DAY

第2体育場卓球6台の無料開放

※用具の貸出有(数量限定)、館内原則飲食禁止

(ペットボトル等蓋のある物で水分補給可)

10/10（月・祝）

①10：00～11：45

②13：00～14：45

③15：15～17：00

④17：30～19：15

どなたでも

※小学生未満は保護者の同伴が必要
各回 35名 無料 当日来館にて受付（申込み多数の場合抽選） 当日受付

https://asahisc.sbt-oasis-

zett.jp/
旭スポーツセンター 06-6951-6575 06-6951-6580

asahi-

osk@zett.co.jp

旭区高殿5-3-25旭公園内

電話：06-6951-6575
大阪メトロ「関目高殿」駅

旭区
旭スポーツセンター

（第1・第2体育場）
ニュースポーツ体験会

スリーアイズ、ボッチャ、カローリング等の

ニュースポーツを体験
10/23（日） 10：00～15：00 どなたでも 定員なし 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付

旭区スポーツ推進委

員協議会
06-6953-3901 06-6953-3902

ytmtk0829@softba

nk.ne.jp

旭区高殿5-3-25旭公園内

電話：06-6951-6575
大阪メトロ「関目高殿」駅

旭区 旭屋内プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝） 9：00～20：30 どなたでも 定員なし 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付
https://asahi.sbt-oasis-

zett.jp/
旭屋内プール 06-6955-6491 06-6955-6492

asahi_op@shinseib

t.co.jp

旭区高殿6-14-6

電話:06-6955-6491
大阪メトロ「関目高殿」駅
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オータム・チャレンジ・スポーツ2022イベント一覧 令和４年９月22日更新

会場所在区 会場名 イベント名 イベント内容 開催日 実施時間 対象 定員 費用 申込方法 申込締切日 開催団体ＵＲＬ 問合せ先名 問合せ先TEL 問合せ先FAX 問合せ先メール 会場住所・電話番号 会場最寄駅

旭区
旭屋内プール

（トレーニング場）
InBody測定会

InBodyにて体組成測定を行い、効果的なトレー

ニング方法のアドバイスを行う
10/10（月・祝） 10：00～20：00

高校生以上

又は16歳以上
定員なし

無料（別途施設使

用料が必要）

※トレーニング場

使用料

  600円（18歳以

上65歳未満）

  400円（高校生ま

たは16歳以上18歳

未満）

  300円（65歳以

上）

当日来館にて受付･先着順 当日受付
https://asahi.sbt-oasis-

zett.jp/
旭屋内プール 06-6955-6491 06-6955-6492

asahi_op@shinseib

t.co.jp

旭区高殿6-14-6

電話:06-6955-6491
大阪メトロ「関目高殿」駅

城東区 城東屋内プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝）
9：00～21：00

（最終受付20：30まで）
どなたでも 定員なし 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付

https://joto.sbt-oasis-

zett.jp/
城東屋内プール 06-4255-0230 06-4255-0231

joto_op@shinseibt.

co.jp

城東区関目2-17-45

電話：06-4255-0230

京阪「野江」駅又は大阪メト

ロ「蒲生四丁目」駅

城東区
城東屋内プール

（トレーニング場）

簡易体力測定＆体組成測定

かんたんカウンセリング
簡易体力測定を無料にて行う 10/10（月・祝） 10：00～20：30 高校生以上 定員なし

無料（別途施設使

用料が必要）

※トレーニング場

使用料

  600円（18歳以

上65歳未満）

  400円（高校生ま

たは16歳以上18歳

未満）

  300円（65歳以

上）

電話にて事前受付

10/9（日）

※当日も枠

が空いてい

れば受付可

能

https://joto.sbt-oasis-

zett.jp/
城東屋内プール 06-4255-0230 06-4255-0231

joto_op@shinseibt.

co.jp

城東区関目2-17-45

電話：06-4255-0230

京阪「野江」駅又は大阪メト

ロ「蒲生四丁目」駅

鶴見区

鶴見スポーツセンター

（第1体育場）
つるみ咲楽クラブ　子どもバトミン

トン大会

小学生のバドミントン大会

レベルによりチームを分け試合をする
9/19（月・祝） 9：15～16：00

小学3年～6年生

※レベルの高い1.2年生は特例を認める
72名 300円

専用申込用紙に必要事項（氏名・住所・電話番号・

学年・性別・自己申告制ランク）を記入の上、FAX

又は咲楽クラブの活動日に持参

申込用紙はFAXにて請求、もしくはHPからダウン

ロード。咲楽クラブの練習会場にも用意あり

FAX番号：06-6931-9402

HPアドレス：http://www.tsurumisakura.com

8/20(土）
http://www.tsurumisakura.c

om
つるみ咲楽クラブ 090-9114-2416 06-6931-9402

miro.mama39@gma

il.com

鶴見区緑地公園2-163

電話：06-6915-2567

大阪メトロ「鶴見緑地駅」か

ら徒歩5分

鶴見区
鶴見スポーツセンター

（第1体育場）
チャレンジ！！ なぎなた教室

「なぎなた振ってみよう！」

動きやすい服装で、初めての方には「なぎな

た」を準備

10/9（日） 10：00～15：00
どなたでも

※小学生は保護者同伴必要
100名 無料

事前申込(連盟あてメール又はFAX)

記載事項：氏名・年齢・経験の有無・なぎなた貸出

希望の有無・連絡先

又は当日受付･先着順

10/3（月） 大阪市なぎなた連盟 06-6936-2075 06-6936-2075
imaura-

tsurumi@outlook.jp

住吉区浅香1-8-15

電話:06-6694-9201

大阪メトロ「あびこ」駅

JR[杉本町」駅

鶴見区
鶴見スポーツセンター

（第1体育場）
バドミントン無料開放DAY バドミントン無料開放 10/10（月・祝）

①9:30～11:00

②11:00～12:30

※どちらか1回のみ参加可

どなたでも

24名

バドミントンコート６

面/4名

無料
当日来館にて受付･先着順

(各回開始30分前より受付開始)
当日受付

https://shisetsu.mizuno.jp

/m-7201

鶴見スポーツセン

ター
06-6915-2567 06-6915-2618

sp3w9w59@lake.oc

n.ne.jp

鶴見区緑地公園2-163

電話：06-6915-2567
大阪メトロ「鶴見緑地」駅

鶴見区
鶴見スポーツセンター

（第1体育場）
バスケットボール無料開放DAY バスケットボール無料開放 10/10（月・祝） 13:50～15:00 どなたでも バスケットコート1面 無料

当日来館にて受付･先着順

(各回開始30分前より受付開始)
当日受付

https://shisetsu.mizuno.jp

/m-7201

鶴見スポーツセン

ター
06-6915-2567 06-6915-2618

sp3w9w59@lake.oc

n.ne.jp

鶴見区緑地公園2-163

電話：06-6915-2567
大阪メトロ「鶴見緑地」駅

鶴見区
鶴見スポーツセンター

（第2体育場）
卓球無料開放DAY 卓球無料開放 10/10（月・祝）

①9:30～11:00

②11:00～12:30

※どちらか1回のみ参加可

どなたでも
24名

卓球台6台/4名
無料

当日来館にて受付･先着順

(各回開始30分前より受付開始)
当日受付

https://shisetsu.mizuno.jp

/m-7201

鶴見スポーツセン

ター
06-6915-2567 06-6915-2618

sp3w9w59@lake.oc

n.ne.jp

鶴見区緑地公園2-163

電話：06-6915-2567
大阪メトロ「鶴見緑地」駅

鶴見区
鶴見スポーツセンター

（第2体育場）
こども運動教室 こども運動教室 10/10（月・祝） 13:30～14:30

年長～小学3年生

※保護者観覧のみ
15名 無料 事前申込(施設あて電話)・先着順 10/9(土)

https://shisetsu.mizuno.jp

/m-7201

鶴見スポーツセン

ター
06-6315-2567 06-6915-2618

sp3w9w59@lake.oc

n.ne.jp

鶴見区緑地公園2-163

電話：06-6915-2567
大阪メトロ「鶴見緑地」駅

鶴見区 鶴見緑地プール
プール無料開放

※定員変更(9月22日付け)
プール無料開放 10/10（月・祝） 9：00～19：00 どなたでも

最大滞留500名

（9月時点のガイドラ

イン適用）

無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付
https://shisetsu.mizuno.jp

/m-7201
鶴見緑地プール 06-6915-4721 06-6915-4725

鶴見区緑地公園1-37

電話：06-6915-4721
大阪メトロ「鶴見緑地」駅

鶴見区 鶴見緑地庭球場
オータム・チャレンジ・スポーツ

2022(テニス)

ダブルス大会(初級者男子･初級者女子･男女)、

ボレーボレー大会、コーチにチャレンジ
9/24(土)

※雨天中止
9:00～17:00 大阪市内在住、在勤のテニス愛好家 各32組 2,000円/ペア

事前申込(大阪市テニス協会HP内申込書に必要事項

記入のうえメール)申込多数の場合抽選

octa-taikai@octa-tennis.info

※参加者及びドローは9/10(金)までに大阪市テニス

協会HPで発表

8/31(火) https://octa-tennis.info 大阪市テニス協会 090-3622-9029 06-6673-3770
鶴見区浜1-2-6

電話:06-6915-2550
大阪メトロ「鶴見緑地」駅

鶴見区 鶴見緑地庭球場
オータム・チャレンジ・スポーツ

2022(テニス)

ダブルス大会(一般男子･一般女子･親子)、ボ

レーボレー大会、コーチにチャレンジ

9/25(日)

※雨天中止
9:00～17:00

大阪市内在住、在勤のテニス愛好家

親子は孫とのペア可、男女関係なし

（※一般クラスはJOP大会、全日本大

会、全日本学生大会出場者以外の方）

各32組 2,000円/ペア

事前申込(大阪市テニス協会HP内申込書に必要事項

記入のうえメール)申込多数の場合抽選

octa-taikai@octa-tennis.info

※参加者及びドローは9/10(金)までに大阪市テニス

協会HPで発表

8/31(火) https://octa-tennis.info 大阪市テニス協会 090-3622-9029 06-6673-3770
鶴見区浜1-2-6

電話:06-6915-2550
大阪メトロ「鶴見緑地」駅

鶴見区 鶴見緑地庭球場
オータム・チャレンジ・スポーツ

2022(テニス)
PLAY＆STAYレッスン

9/25(日)

※雨天中止
10:00～10:40

小学6年生以下の初心者

※親子で参加可
20名 無料

事前申込(大阪市テニス協会HP内申込書に必要事項

記入のうえメール)申込多数の場合抽選

octa@sound.ocn.ne.jp

※参加者は9/10(金)までに大阪市テニス協会HPで

発表

　定員に満たない場合は当日参加可

8/31(火) https://octa-tennis.info 大阪市テニス協会 090-3622-9029 06-6673-3770
鶴見区浜1-2-6

電話:06-6915-2550
大阪メトロ「鶴見緑地」駅

鶴見区 鶴見緑地球技場

親子サッカー大会・北中道サッカー

大会

※申込方法変更（8月24日付け）

①親子でサッカーの対戦

②空いているピッチで市内の少年サッカーチー

ムを招待して、北中道カップサッカー大会を開

催。

10/8（土） 9：00～17：00 子どもと保護者及び指導者

①50名

②16チーム

（1チーム8名）

①無料

②1チーム3,000円

事前申込（北中道サッカークラブまで電話）先着順

※電話：090-8191-9295
9/20（火）

北中道サッカークラ

ブ
090-8191-9295

kitanaka-

cho@occn.zaq.ne.jp

鶴見区浜1-1-37

電話:06-6915-4712
大阪メトロ「鶴見緑地」駅

鶴見区 鶴見緑地球技場
全国一斉ラグビー体験会（初めての

ラグビー体験会）

ラグビー・タグラグビーの体験イベント

大阪府下のラグビースクールによるミニラグ

ビー交流戦見学

10/10（月・祝） 10：00～14：00
どなたでも

※幼稚園児・小学生は保護者同伴
50名 無料 先着順　当日来館にて受付 当日受付 http://rugby-osaka.org/

大阪府ラグビーフッ

トボール協会
06-6945-7822 06-6945-7855

info@rugby-

osaka.org

鶴見区浜1-1-37

電話:06-6915-4712
大阪メトロ「鶴見緑地」駅

阿倍野区
阿倍野スポーツセンター

（第1体育場）

オータム・チャレンジ・スポーツ

2022(バウンドテニス)

午前の部：技術力のアップ指導・ワンポイント

レッスン

午後の部：午前の部の指導を踏まえての楽しく

試合形式で実践指導

初心者の方は当日の受付も可能とし、別メ

ニューにて指導

10/10（月・祝）
午前の部： 9：30～11：50

午後の部：13：30～16：30
どなたでも 30名 500円

①事前申込：往復はがきにて申込

②宛先：〒571-0066

門真市幸福町4-22ヨシカネビル6階　大阪府バ　ウ

ンドテニス協会「オータム・チャレンジ・スポー

ツ」係まで

③往復はがきに（〒、住所、氏名、年齢、性別、電

話番号、経験の有無(年数)、両方参加される方は部

門を午前･午後に）を記入

9/30(日) 　
大阪府バウンドテニ

ス協会
06-6903-3811 06-6903-0228

yoshikane@mkc.za

q.ne.jp

阿倍野区阿倍野筋3-10-1-

100

電話：06-6647-0086

大阪メトロ「阿倍野」駅

阿倍野区
阿倍野スポーツセンター

（第2体育場）
剣道1日体験教室

基本及び防具を着装しての稽古

参加者の剣道の習熟度（経験値）により指導

木刀による基本技稽古法・日本剣道形の指導

10/10 (月・祝) 10：00～16：00
小学3年生以上

（小学生は保護者同伴必要）
30名 無料

事前申込(往復はがき・メール・電話にて申込。住

所･氏名･年齢･性別･剣道の経験の有無（級・段）)

抽選

〒545-0004　阿倍野区文の里2-6-26　阿倍野区民

剣道教室　垂水あて

メールアドレス：

abenokuminkendoukyousitu@softbank.ne.jp

電話：090-9975-6896

9/30(金)
https://sumispo.jp/abeno

/
阿倍野区民剣道教室 090-9975-6896 　

abenokuminkendou

kyousitu@softbank.

ne.jp

阿倍野区阿倍野筋3-10-1-

100

電話：06-6647-0086

大阪メトロ「阿倍野」駅

https://information.konamisportsclub.jp/trust/osaka_sportsclub/ogimachi/
https://information.konamisportsclub.jp/trust/osaka_sportsclub/ogimachi/
mailto:asahi_op@shinseibt.co.jp
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https://information.konamisportsclub.jp/trust/osaka_sportsclub/ogimachi/
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mailto:joto_op@shinseibt.co.jp
mailto:joto_op@shinseibt.co.jp
https://information.konamisportsclub.jp/trust/osaka_sportsclub/ogimachi/
https://information.konamisportsclub.jp/trust/osaka_sportsclub/ogimachi/
mailto:joto_op@shinseibt.co.jp
mailto:joto_op@shinseibt.co.jp
http://www.tsurumisakura.com/
http://www.tsurumisakura.com/
mailto:miro.mama39@gmail.com
mailto:miro.mama39@gmail.com
mailto:imaura-tsurumi@outlook.jp
mailto:imaura-tsurumi@outlook.jp
https://shisetsu.mizuno.jp/m-7201
https://shisetsu.mizuno.jp/m-7201
mailto:sp3w9w59@lake.ocn.ne.jp
mailto:sp3w9w59@lake.ocn.ne.jp
https://shisetsu.mizuno.jp/m-7201
https://shisetsu.mizuno.jp/m-7201
mailto:sp3w9w59@lake.ocn.ne.jp
mailto:sp3w9w59@lake.ocn.ne.jp
https://shisetsu.mizuno.jp/m-7201
https://shisetsu.mizuno.jp/m-7201
mailto:sp3w9w59@lake.ocn.ne.jp
mailto:sp3w9w59@lake.ocn.ne.jp
https://shisetsu.mizuno.jp/m-7201
https://shisetsu.mizuno.jp/m-7201
mailto:sp3w9w59@lake.ocn.ne.jp
mailto:sp3w9w59@lake.ocn.ne.jp
https://shisetsu.mizuno.jp/m-7201
https://shisetsu.mizuno.jp/m-7201
https://octa-tennis.info/
https://www.yahataya-park.jp/osakapool/index.html
mailto:kitanaka-cho@occn.zaq.ne.jp
mailto:kitanaka-cho@occn.zaq.ne.jp
http://rugby-osaka.org/
mailto:info@rugby-osaka.org
mailto:info@rugby-osaka.org
mailto:yoshikane@mkc.zaq.ne.jp
mailto:yoshikane@mkc.zaq.ne.jp
https://sumispo.jp/abeno/
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mailto:abenokuminkendoukyousitu@softbank.ne.jp
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オータム・チャレンジ・スポーツ2022イベント一覧 令和４年９月22日更新

会場所在区 会場名 イベント名 イベント内容 開催日 実施時間 対象 定員 費用 申込方法 申込締切日 開催団体ＵＲＬ 問合せ先名 問合せ先TEL 問合せ先FAX 問合せ先メール 会場住所・電話番号 会場最寄駅

阿倍野区
阿倍野スポーツセンター

（第1多目的室）
フィットネス空手1日体験教室

ご参加者の年齢・空手習熟度に分け指導を実施

初めての方：運動あそびを入れながらの空手指

導

経験者：空手習熟度に合わせて、型、組手（寸

止め）を指導

10/10 (月・祝)

①10：00～11：00

②11：15～12：15

③13：30～14：30

④14：45～15：45

①幼稚園年少～年長（親子ペア）

②小学1年～小学3年生

③小学4年～高校生

④一般

①②③④各回20名 無料
事前申込(施設あてに電話申込:氏名・住所・電話番

号・年齢)･先着順

9/30（金）

定員に満た

ない場合は

当日受付可

能

https://sumispo.jp/abeno

/

阿倍野スポーツセン

ター
06-6647-0086 06-6647-0190

阿倍野区阿倍野筋3-10-1-

100

電話：06-6647-0086

大阪メトロ「阿倍野」駅

阿倍野区 阿倍野屋内プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝）
9：00～20：30

（最終受付20：00まで）
どなたでも 定員なし 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付 http://fitness21.or.jp 阿倍野屋内プール 06-6636-7290 06-6636-7291

f21-

abenop@fitness21.

or.jp

阿倍野区阿倍野筋3-13-23 大阪メトロ「阿倍野」駅

住之江区
住之江スポーツセンター

（第1体育場）
ニュースポーツ体験 ニュースポーツ体験 10/10（月・祝） 10：00～15：00 どなたでも 定員なし 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付

一般財団法人大阪市

コミュニティ協会

住之江区支部協議会

06-6654-8280
mockmock@gaia.eo

net.ne.jp

住之江区北加賀屋5-3-47

電話:06-6686-4163
大阪メトロ「北加賀屋」駅

住之江区
住之江スポーツセンター

（第2体育場）
卓球無料開放DAY 卓球無料開放 10/10（月・祝）

10：00～11：30

11：30～13：00

13：00～14：30

14：30～16：00

16：00～17：30

17：30～19：00

どなたでも 定員なし 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付 http://fitness21.or.jp
住之江スポーツセン

ター
06-6686-4172 06-6686-7440

r-

kitayama@fitness2

1.or.jp

住之江区北加賀屋5-3-47

電話:06-6686-4163
大阪メトロ「北加賀屋」駅

住之江区 住之江屋内プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝）
9：00～18：30

（最終受付17：30まで）

どなたでも

※但し、小学4年生以下は16歳以上の

保護者同伴が必要

定員なし 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付 http://fitness21.or.jp 住之江屋内プール 06-6686-4163 06-6686-3414

r-

kitayama@fitness2

1.or.jp

住之江区北加賀屋5-3-47

電話:06-6686-4163
大阪メトロ「北加賀屋」駅

住吉区
住吉スポーツセンター

（第1体育場）

オータム・チャレンジ・スポーツ

2022 ソフトバレーボール大会

①一般の部

②女性の部

③ファミリーの部

10/16（日） 9：30～17：00

①12歳以上（小学生は除く）男女各2

名

②12歳以上（小学生は除く）女性4名

③小学生2名・大人男女各1名

　　　　　　　  又は女性2名

①36チーム

②12チーム

③6チーム

1チーム2,000円

事前申込・先着順

必要事項（代表者氏名・メールアドレス・電話番

号・お問い合せ内容）を記入の上、メール・FAXに

て応募

メール：oozora.yumewaku@gmail.com

FAX:06-6694-7951

※応募チームへ後日エントリー用紙を送ります。

9/16（金） http://yumewaku.1net.jp 大空ゆめわくクラブ 090-3825-3337 06-6694-7951
oozora.yumewaku@

gmail.com

住吉区浅香1-8-15

電話:06-6694-9201

大阪メトロ「あびこ」駅

JR[杉本町」駅

住吉区
住吉スポーツセンター

（第1・2体育場）

体育場無料開放

※新たに追加（8月24日付け）

体育場無料開放

バスケットボール・バドミントン・卓球
10/10（月・祝）

①10：00～11：45

②12：00～13：45

③14：00～15：45

どなたでも ①②③各回90名 無料 当日来館にて受付･先着順 当日受付 https://sumispo.jp/
住吉スポーツセン

ター
06-6994-9201 06-6694-9172

kokuroki@tipness.c

o.jp

住吉区浅香1-8-15

電話:06-6694-9201

大阪メトロ「あびこ」駅

JR[杉本町」駅

住吉区
住吉スポーツセンター

（第1体育場）
お子様向けかけっこ教室 近隣のお子様向けのかけっこ教室 11/23（水・祝）

①9：20～10：30

②10：40～11：50

①幼児・小学3年生までのお子様

（※保護者同伴必要）

②小学4年～6年生

①②各30名 500円
事前申込(住吉スポーツセンター窓口にて)･先着順

11/23（水・

祝）定員に

なり次第

https://sumispo.jp/
住吉スポーツセン

ター
06-6694-9201 06-6694-9172

kokuroki@tipness.c

o.jp

住吉区浅香1-8-15

電話:06-6694-9201

大阪メトロ「あびこ」駅

JR[杉本町」駅

住吉区 住吉屋内プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝） 9：00～20：30 どなたでも 定員なし 無料 当日来館にて受付 当日受付 https://sumispo.jp/ 住吉屋内プール 06-6694-9201 06-6694-9172
kokuroki@tipness.c

o.jp

住吉区浅香1-8-15

電話:06-6694-9201

大阪メトロ「あびこ」駅、JR

「杉本町」駅

住吉区 山之内西庭球場
オータム・チャレンジ・スポーツ

2022　ソフトテニスの日
小学生のソフトテニス講習会及びゲーム練習 10/1(土) 9:00～17:00 小学生 80名

500円

(午前中のみ300

円)

事前申込(連盟あてに参加者の氏名、学年、住所、連

絡先を記入のうえ「オータム･チャレンジ･スポーツ

2022」係までFAX)・先着順

9/21(水) http://web1.kcn.jp/osta/
大阪市ソフトテニス

連盟
06-6691-7052 06-6606-0222

murakami-

osta@kcn.jp
住吉区山之内5-3-37 JR「杉本町」駅

住吉区 大阪市立大空小学校 大空ゆめわくクラブ体験教室
バドミントン、卓球、ソフトバレーボール、

太極拳、少年少女サッカー（小学生）
10/9（日） 8：30～17：00 小学生以上 各教室20名 無料 当日来場にて受付･先着順 当日受付 http://yumewaku.1net.jp 大空ゆめわくクラブ 090-3825-3337 06-6694-7951

oozora.yumewaku@

gmail.com
住吉区我孫子西1-6-12 JR「我孫子町」駅

東住吉区 ヤンマーフィールド長居

第44回大阪市スポーツ少年団「まつ

り」

※新たに追加（９月９日付け）

大阪市スポーツ少年団登録団員による全体交流

会（体育祭）

市民の一般参加者も参加可能

9/23（金・祝）

9：30～15：30

※進行状況により終了時間

が早まる場合あり

5歳～中学生・子どもの保護者 50名 無料 当日来場にて受付・先着順
https://osakacity-

sports.com/

大阪市スポーツ少年

団
06-6775-1518 06-6777-5355

osakajsc-

s3911@air.ocn.ne.j

p

東住吉区長居公園1-1
大阪メトロ「長居」駅、JR

「鶴ヶ丘」「長居」駅

東住吉区
東住吉スポーツセンター

（多目的室）

①ボッチャ 無料体験会

②チアダンス教室 無料体験会

①ボッチャ体験会

②チアダンス教室 CHARMS Jr 無料体験会
10/10（月・祝）

①10：00～12：30

②14：00～15：00

①どなたでも

②年中～小学3年生（保護者同伴）

①12名

②10名
無料 ①②事前受付（電話・会場窓口）

定員に達す

るまで

https://fitness21.or.jp/jigy

o-

shitei/shitei_higashisumiy

oshisc/

東住吉スポーツセン

ター
06-6694-4580 06-6694-4581

f21-

higasumisc@fitnes

s21.or.jp

東住吉区公園南矢田4-30-3

電話:06-6694-4580

大阪メトロ「あびこ」駅、近

鉄南大阪線「矢田」駅、シ

ティバス「矢田行基大橋」

東住吉区 長居プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝）
9：00～20：30

（最終受付20：00）
どなたでも 定員なし 無料 当日来場にて受付･先着順 当日受付

https://pool.nagai-

park.jp/
長居プール 06-6609-1580 06-6609-2335

東住吉区長居公園1-1

電話:06-6609-1580

JR「鶴ヶ丘」駅又はJR･大阪

メトロ「長居」駅

東住吉区 長居プール 長居プール記録会 兼 泳力検定会 水泳の記録会、及び泳力検定会 10/10（月・祝）

10:00～14:00

10:00～ウォーミングアップ

10:40～招集

11:00～競技開始

14:00  終了予定

25m以上泳げる小学生以上

（バタ足可）

50名

（大人・子ども各25

名）

1種目につき300円

（別途、検定・認

定料700円）1人2

種目まで

9月19日（月）9：30～10月2日（日）までに参加費

を添えて窓口にて申込

※検定・認定料は当日に申込み

10/2（日）

定員に満た

ない場合

は、定員に

達するまで

先着順で受

付を行う

https://pool.nagai-

park.jp/
長居プール 06-6609-1580 06-6609-2335

東住吉区長居公園1-1

電話:06-6609-1580

JR「鶴ヶ丘」駅又はJR･大阪

メトロ「長居」駅

東住吉区 長居庭球場 長居公園でテニスしよう

無料体験レッスン

①親子テニス

②ジュニアレッスン

③一般レッスン

10/23(日）

①10:00～11:00

②12:00～13:30

③14:00～15:30

①4～10歳と保護者

②小学生、中高生

③大人

①8組16名

②小学生8名、中学生8

名

③大人16名

無料

事前受付・先着順（長居庭球場HP内Web申込

フォームにて申込）

人数に満たない場合、当日来館にて受付･先着順

10/16(日)
https://tennis.nagai-

park.jp/
長居庭球場 06-6698-1235 06-6698-1291

m-

nozaki@osgf.or.jp

東住吉区長居公園1-1長居

公園内

06-6698-1235

JR･大阪メトロ「長居」駅

東住吉区
長居球技場

(北練習室)

オータム・チャレンジ・ハンドボー

ル2022（ハンドボール）
ハンドボール無料体験 11/6（日） 10:00～17:00

小中学生

保護者の参加可能
50名（保護者含む） 無料

事前申込・先着順(連盟あて)代表者(保護者)氏名、

参加者(子ども様)氏名･学年、連絡先(TEL）を記入

のうえメール osakacity.handball@gmail.com

10/31(月)
https://www.facebook.co

m/OHLHANDBALL/

大阪市ハンドボール

連盟
090-4644-4258

osakacity.handball

@gmail.com

東住吉区長居公園1-1

電話：06-6691-2500

大阪メトロ「長居」駅、JR

「鶴ヶ丘」「長居」駅

平野区
平野スポーツセンター

（第1体育場）

2022 大阪市オータム・チャレンジ・

スポーツインディアカ大会

※8月24日付けで中止となりまし

た。

①大阪市インディアカ協会及び、大阪府イン

ディアカ協会に所属するインディアカチームや

主催者が認めたチームによる大会。

②初心者への体験教室実施

10/10（月・祝）

①9：00～17：00

②10：30～11：30

   14：00～15：30

①チーム申込（小学生以上）

②小学生以上

※保護者同伴

①80名程度

②20名

①1チーム2,000円

②無料

①事前申込（チームでの申込 FAX）

②事前受付（郵便番号・住所・氏名・年齢・性別・

経験の有無を記入の上FAX申込 先着順）

FAX番号：06-6791-5224 大阪市インディアカ協会

事務局

9/20（火）
大阪市インディアカ

協会
090-8665-2711 06-6791-5224

imaegoistoh@iclou

d.com

大阪市平野区平野南4-6-1

06-6709-1255
京阪「淀屋橋」駅

平野区
平野スポーツセンター

（第1体育場）

オータム・チャレンジ・スポーツ

2022

※新たに追加（９月９日付け）

バドミントン・卓球 無料開放 10/10（月・祝）

①10：00～11：45

②12：00～13：45

③14：00～15：45

④16：00～17：45

⑤18：00～19：45

どなたでも

各回

卓球4名/台(6台)

バドミントン6名/面(6

面)

無料 当日来館にて受付・先着順 当日受付

https://information.konamis

portsclub.jp/trust/osaka_sp

ortsclub/hirano/

平野スポーツセン

ター
06-6709-1255 06-6709-1026

fh.02498@konammi

sports.com

平野区平野南4-6-1

電話：06-6709-1255
大阪メトロ「平野」駅

平野区
平野スポーツセンター

（第2体育場）

オータム・チャレンジ・スポーツ

2022

①レズミルズ体験会

②筋力UPトレーニング体験会
10/10（月・祝）

①13：30～14：00

②14：30～15：00
どなたでも 各回30名 無料 当日来館にて受付・先着順 当日受付

https://information.konamis

portsclub.jp/trust/osaka_sp

ortsclub/hirano/

平野スポーツセン

ター
06-6709-1255 06-6709-1026

fh.02498@konammi

sports.com

平野区平野南4-6-1

電話：06-6709-1255
大阪メトロ「平野」駅

平野区 平野屋内プール
オータム・チャレンジ・スポーツ

2022
プール無料開放 10/10（月・祝）

9：00～20：30（入館20：

00まで）
どなたでも 50名 無料 当日来館にて受付・先着順 当日受付

https://information.konamis

portsclub.jp/trust/osaka_sp

ortsclub/hirano/

平野スポーツセン

ター
06-6709-1255 06-6709-1026

fh.02498@konammi

sports.com

平野区平野南4-6-1

電話：06-6709-1255
大阪メトロ「平野」駅
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オータム・チャレンジ・スポーツ2022イベント一覧 令和４年９月22日更新

会場所在区 会場名 イベント名 イベント内容 開催日 実施時間 対象 定員 費用 申込方法 申込締切日 開催団体ＵＲＬ 問合せ先名 問合せ先TEL 問合せ先FAX 問合せ先メール 会場住所・電話番号 会場最寄駅

西成区
西成スポーツセンター

（第1・第2体育場）
バドミントン・卓球無料開放 バドミントン・卓球無料開放 10/10（月・祝）

①10：00～12：00

②12：30～14：30

③15：00～17：30

④17：30～19：30

どなたでも 各回 128名 無料

当日来館にて受付

ご利用60分前からフロントにて整理券配布。定員に

なり次第締切

当日受付

https://information.konam

isportsclub.jp/trust/osaka

_sportsclub/nishinari/

西成スポーツセン

ター
06-4398-1603 06-4398-1604

sh.35828@konamis

ports.com

西成区玉出東1-6-1

電話:06-4398-1603

南海「岸里玉出」大阪メトロ

「岸里」駅

西成区 西成屋内プール プール無料開放 プール無料開放 10/10（月・祝）
9：00～20：30

（入館20：00まで）
どなたでも 入場制限50名 無料 当日来館にて受付・先着順 当日受付

https://information.konam

isportsclub.jp/trust/osaka

_sportsclub/nishinari/

西成スポーツセン

ター
06-4398-1603 06-4398-1604

sh.35828@konamis

ports.com

西成区玉出東1-6-1

電話:06-4398-1603

南海「岸里玉出」大阪メトロ

「岸里」駅

西成区 南津守さくらグランド サッカー教室・交流試合
①サッカー教室開催

②交流試合
10/10（月・祝） 9：00～16：30

①小学1～2年生、小学3～4年生、小学

5～6年生

②小学4～6年生

①小学1～2年、小学3

～4年、小学5～6年

各20名

②10チーム

無料

①事前申込(往復はがきに郵便番号、住所、氏名、年

齢を記入のうえ、大正区泉尾3-16-9あてに送付)･抽

選

②事前申込（メールにて受付）・抽選

8/31（水） 中泉尾クラブ 090-7104-8228 06-6554-5624
sandashigehisa@m

7.dion.ne.jp

西成区南津守1-2-36

電話：06-4398-5511
大阪メトロ「岸里」駅

豊中市 神崎川ダイドーボウル 第16回親子ボウリング大会

1人2ゲーム　ハンディキャップ制

子ども　マイボール部門　優勝～3位

子ども　ハウスボール部門　優勝～3位

11/23（水・祝） 10：00～12：00
親子ペア

祖父母の方でも参加可能
28名

1ペア　2,000円

（貸靴代含む）

事前申込（住所・氏名・年齢・連絡先をご記入のう

え協会あてにFAX又はメール）

FAX：06-6582-3821

メール：obf@siren.ocn.ne.jp

10/31（月） http://obf-bowling.net
大阪市ボウリング協

会
06-6582-3820 06-6582-3821 obf@siren.ocn.ne.jp

豊中市大島町3-11-2

電話：06-6309-8771
阪急「神崎川」駅

※　城東スポーツセンター・下福島プール・西屋内プールは、改修工事のため無料開放等のイベントはございません。
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