
A kko H ockey A cademy
?下彰?のホッケー教室

ホッケーが上手くなりたい子供たちを

全力でサポートします！

ホッケーに熱い子供たち集まれ！

＜ホッケー歴＞
島根県出身
10 歳からホッケーを始める
横田中学校→横田高校→

　山梨学院大学→コカ・コーラレッドスパークス
中学・高校・大学・社会人と

　全てのカテゴリーで全国制覇を経験
2013~2019 日本代表として活動
2017 年ワールドカップ出場や

　2017 年アジア大会優勝を経験

U12  BOYS
U12 GIRLS 
Class

目的 
専門的な技術や 
知識を習得し、 

個々のレベルアップを 

図る

対象 
ホッケーが上手くなりたい 
基本的な技術を磨きたい 
小学校５・６年生限定 

（GKは除く）

クラス内容 
　　　　 基本的な技術の習得(ストロークやドリブル)　 
　　　　 1v１技術の向上(攻撃と守備の技術、駆け引き方法) 
　　　　 シュート技術の習得 
　　　　 目標や夢の持ち方、仲間とのコミュニケーション方法を学ぶ 

運動会で

ヒーローになろう！

か っ

NPO 法人 おやべスポーツクラブNPO 法人 おやべスポーツクラブ

～走る楽しさと足が速くなるためのテクニック～～走る楽しさと足が速くなるためのテクニック～

未来を育む 子ども元気プログラム（地域おやべっ子教室推進事業）未来を育む 子ども元気プログラム（地域おやべっ子教室推進事業）

定員
２０名

開催日時

場　所

内　容

対　象

け

第１回目　４月２９日（祝・木）　　１７時００分～１８時３０分

塾こ

１７時４５分～１９時１５分

小矢部ホッケー場

持ち物

小学５・６年生（スポ少に所属している選手）

指導者

飲み物・着替え・スティック・すね当て

受講料

山下　彰子

程度

開催日

場　所

時　間

対　象

５月１１日（火）　１８日（火）　２５日（火）

１８時００分～１９時１０分

小矢部ホッケー場

持ち物

小学生

指導者

飲み物・着替え・スティック・すね当て　※スティックは無料でお貸しします。

受講料

市ホッケー協会、小矢部ＲＥＤ ＯＸ

６月　１日（火）　　８日（火）　１５日（火）　２２日（火）　２９日（火）

７月　６日（火）　１３日（火）　

２,０００円

全１０回

（おやべスポーツクラブ年会費：１,５００円　受講料：５００円）

５,０００円
（おやべスポーツクラブ年会費：１,５００円　受講料：３,５００円）

定　員 ２０名程度

※第２回目以降は「スーパークラス」「エリートクラス」に分けて実施します。
　クラス分けは、第１回目終了後にハガキにてご連絡いたします。

「スーパークラス」 「エリートクラス」

５月１２日（水）　２６日（水）
６月　９日（水）　２３日（水）
７月　７日（水）　２１日（水）　

５月１９日（水）

６月　２日（水）　１６日（水）　３０日（水）

７月１４日（水）　２１日（水）　

１７時４５分～１９時１５分

◆シュート技術の習得（ストライカーの育成） ◆夢や目標の持ち方、コミュニケーション能力の向上

◆基本的な技術の習得（ドリブル、ストローク） ◆１対１の技術の向上（駆け引き、攻撃・守備の技術）

 
 

・教室の写真や皆さまからのご意見は記録・広報に使用することがありますのでご了承ください。

・教室中の事故については、応急処置を行い加入する保険の範囲内で補償されます。  

【            】教室 参加申込書 兼 承諾書 ※この情報は、教室事業以外で使用しません。 

児童
ふ り

氏名
が な

          男 女 会員 No 学校名     学校 学年   年 

主な既往症（教室の活動中、指導者が注意を必要とする病気等）          ある（病名・病状を記入） ・ ない    

病名・症状                      

（例：喘息、鼻血が出やすい） 
受講料         円 

おやべスポーツクラブの活動方針を尊重した上で上記教室の受講を承諾します。   保護者氏名 

✂きりとりせん 
受付日  令和　　年   月   日 

※学校には提出しないでください。

※電話・FAXでのお申し込みはできません。

 

申し込み場所：おやべスポーツクラブ 小矢部市埴生２１２４－１ （小矢部市文化スポーツセンター内）

 

　電話：０７６６－６８－０５８８

休館日：月曜日（月曜が祝日の場合は翌日）

受付時間：９時００分 ～１７時３０分まで

※学校には提出しないでください。※電話・FAXでのお申込みはできません。

元 気
子ども

参加者大募集！
プ ロ グ ラ ム

あそぼテニス 火 17:30～18:20小１～小３ 市文化SC他 500 スポーツクラブ指導員10

ザ・キンボール 木 19:30～20:30小学生～ 蟹谷小学校体育館 1,000 松本 健悦14

●料金について…①年会費：1,500 円　②受講料：各教室参照

●参加について…教室はいつからでも参加できます！

●保険について…会員登録いただくとクラブ保険に加入します。　

※上記の青少年教室を受講する際は、おやべスポーツクラブの会員登録が必要です。

ソフトボール 土 9:00～10:00小学生～ 石動小学校Ｇ他 500 市ソフトボール協会10

はじめての柔道 土小学生～ 市武道館 500 市柔道協会10

女子サッカー 土 18:30～20:00小学生 2,000 市サッカー協会35 石動小学校Ｇ他

キッズスポーツ 日 9:00～10:00小学生～ 市文化SC・北蟹谷SC 1,000 坪谷 勉18

7/14～

7/9～

7/11～

7/18～

開催中

7/19～

ソフトテニス 日 10:00～11:30小学生 市庭球場・水島SC 1,000 市ソフトテニス連盟147/５～

初級サッカー 日 9:00～11:00小１～小３ 500 市サッカー協会9 石動小学校Ｇ7/12～

たのしいホッケー 火 18:15～19:15小学生 500 市ホッケー協会8 小矢部ホッケー場7/7～

レベルアップホッケー 9月開催予定

9月開催予定

小学生 別途 市ホッケー協会小矢部ホッケー場

かけっこ 小学生 市文化SC 別途 スポーツクラブ指導員

レベルアップサッカー 月 19:00～21:00中学生 石動中学校Ｇ他 3,000 市サッカー協会40 ※部活動連携事業

レベルアップ
　　　バドミントン 金 19:30～21:00中学生 市民体育館 4,000 市バドミントン協会31

※部活動連携事業

軟式野球教室

土･日

土･日中学生 野球場･石動高校Ｇ 別途 市野球連盟
※部活動連携事業

アスリートホッケー －中学生 小矢部ホッケー場 別途 市ホッケー協会－ ※部活動連携事業

－ －

－

－

9:00～10:30

開催中 小6～

NPO 法人おやべスポーツクラブ
小矢部市 地域おやべっ子推進事業

みなさんお待たせしました︕青少年教室をスタートします。
各教室、新型コロナウイルス感染防止策を講じて

開催いたします︕

スポーツの楽しさを伝えたい！

チャレンンジする大切さ

上手にできたときのうれしさや楽しさ

もっとうまくなりたいと思う気持ちは

子どもたちに元気と勇気を与えます。

楽しみながら多種目の運動を経験することで

変幻自在に身体を動かすことができます。

身体能力が向上すると共に、ケガの防止や

将来あらゆるスポーツに適応できるようになります。

学校間を超えた友だち作りや

指導する大人との関わり

友だちや指導者との関係を大切に

楽しく明るい生活を自ら創造します。

開始日

7/10～

※保険の適用は
　教室活動が対象となります。

参加者大募集！

＜ホッケー歴＞
島根県出身
10歳からホッケーを始める
横田中学校→横田高校→
　山梨学院大学→コカ・コーラレッドスパークス
中学・高校・大学・社会人と

　全てのカテゴリーで全国制覇を経験
2013〜2019年　日本代表として活動

2017年　ワールドカップ出場や
アジア大会優勝を経験

＜ホッケー歴＞
島根県出身
10歳からホッケーを始める
横田中学校→横田高校→
　山梨学院大学→コカ・コーラレッドスパークス
中学・高校・大学・社会人と

　全てのカテゴリーで全国制覇を経験
2013〜2019年　日本代表として活動

2017年　ワールドカップ出場や
アジア大会優勝を経験

おやべスポーツクラブ

【スーパーエリートクラス】

【エンジョイクラス（たのしいホッケー教室）】

将来、世界を目指す選手を対象に、少数精鋭で高レベルのクラスを開催！！
専門的な技術や知識を習得し、個々のレベルアップを図ることを目的としています。

ホッケーを楽しみながら、競技力向上を目指すクラスです。
はじめての方でも気軽にご参加ください！
元オリンピック選手、トップリーグ出場選手が楽しく、優しく指導します♪

ホッケーに熱い子どもたち集まれ～︕

ホッケーが上手くなりたい子どもたちを全力でサポートします♪

【スーパーエリートクラス】

【エンジョイクラス（たのしいホッケー教室）】

将来、世界を目指す選手を対象に、少数精鋭で高レベルのクラスを開催！！
専門的な技術や知識を習得し、個々のレベルアップを図ることを目的としています。

ホッケーを楽しみながら、競技力向上を目指すクラスです。
はじめての方でも気軽にご参加ください！
元オリンピック選手、トップリーグ出場選手が楽しく、優しく指導します♪

目的

専門的な技術や知識を
習得し、個々の

レベルアップを図る！！

※日程などの詳細は裏面をご確認ください！！

クラス

指導者

元さくらJAPAN 山下彰子

目　的

小学５・６年生

対　象

内　容
・基本的な技術

・１対１の技術

・シュート技術

【スーパークラス】

クラス

【エンジョイクラス】

※ＧＫは除く

山下彰子
（元さくらJAPAN） 
山下彰子

（元さくらJAPAN） 

目的：専門的な技術や知識を習得し、個々のレベルアップを図る！！
対象：ホッケーが上手になりたい！　基本的な技術を磨きたい！
　　　小学生５・６年生限定（ＧＫは除く）

【内　容】

・基本的な技術の習得（ストローク、ドリブル）
・１対１技術の向上
　　　（攻撃と守備の技術、駆け引き方法）
・シュート技術の習得
・目標や夢の持ち方、
　　　　　仲間とのコミュニケーション方法を学ぶ

ケ ー カッ ーミデアホ
令和３年度 トップアスリート強化・育成業務


