
 

 

 

 

受付日　　　　月　　　　日

・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。

※この情報は、教室事業以外で使用しません。

（例：喘息、鼻血が出やすい）

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。

※保育所（園）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。

【　ちびっこ運動あそび教室　】　参加申込書　兼　承諾書

ふりがな

住所 〒
保育所（園）名

Ｈ　　　年　　　月　　　日　　　　歳

幼児氏名
男 ・ 女

主な既往症
ある　　・　　ない

（病名・症状を記入）

電話番号 緊急連絡先

保護者氏名

申込みクラス

３歳児クラス（年少）

４・５歳児クラス（年中・年長）病名・症状

受付日　　令和元年　　　月　　　日

保護者の皆さんが、「ちびっこ運動あそび塾」または「子ども」に対して望むことがあればをご記入ください。

印

続 柄

（　）

生年月日

夏休みおやべっ子教室（あそび塾） 参加申込書 兼 承諾書

児童
ふ り

氏名
が な

男・女 会員（No. ）・ 一般 小学校 年

住所 〒 生年月日 年 月 日

保護者氏名 印 緊急連絡先 参加料合計 円

参加する日に下記の【 】にチェックを入れて下さい。（時間指定【遅刻・早退】があれば記入下さい）

主な既往症（活動中、指導者が注意を必要とする病気、おやつの食物アレルギー等） ある （病名・病状を記入） ・ ない

病名・症状 ※差し支えなければご記入ください
※学校には提出しないでください。 ※参加料を添えてクラブまで提出してください。 ※電話・ＦＡＸでの申込みは受付致しません

※本教室の写真や皆様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、保険の範囲で補償されます。

令和４年度

７月２６日（火）【　　】

合計 回（時間指定など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

★８月１１日（火）【　　】　１２日（水）【　　】　　１３日（木）【　　】　１４日（金）【　　】

★　　１７日（月）【　　】　１８日（火）【　　】　　１９日（水）【　　】

２７日（水）【　　】 ２８日（木）【　　】

３０日（金）【　　】

８月　２日（火）【　　】 　３日（水）【　　】 　４日（木）【　　】 　５日（金）【　　】

　９日（火）【　　】 １０日（水）【　　】

２３日（火）【　　】 ２４日（水）【　　】 ２５日（木）【　　】 ２６日（金）【　　】

※学校には提出しないでください。 ※参加料を添えてクラブまで提出してください。 ※電話・FAXでの申込は受付致しません。

※本教室の写真や皆様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。

※活動中の事故については、応急処置を行い、保険の範囲で補償されます。

☆スペシャル☆

☆２９日（金）【　　】

☆１７日（水）【　　】

３１日（火）【　　】

７月２７日（火） ２８日（水） ２９日（木） ３０日（金）

８月　３日（火） 　４日（水） 　５日（木） 　６日（金）

１１日（水） １２日（木）

１７日（火） １８日（水） １９日（木） ２０日（金）

２５日（水） ２６日（木） ２７日（金）

３１日（火）

 

 

　９：００ 元気なあいさつでスタート♪

　９：１０ 朝のミーティング

　　　　　 １日の予定を決めます！

　９：１５ 午前の活動

１２：００ 昼食（みんなでお弁当）

１３：００ 午後の活動

１５：００ おやつの時間

１７：００ 今日も１日お疲れ様♪

◆１時間程度、学習の時間を設定します。
　※学習用具を必ず持参してください。
◆野外での活動、色々な工作、体験教室など
　楽しめる内容が多数あります。

～１日の活動（例）～

できた！
　うれしい！　　たのしい♪

運
動 あ そ

び 教 室
ちび っ こ

あ そ び 塾夏休みおやべっ子教室

夏休みおやべっ子教室

あ そ び 塾

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

26 27 28 29 30 31 01

02 03 04 05 06 07 08
休館日 山の日

09 10 11 12 13 14 15
振替休日 休館日

16 17 18 19 20 21 22
休館日 夏の自然体験 夏の自然体験

23 24 25 26 27 28 29
休館日 わんぱく学園ʼ夏

30 31
休館日

メモ

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

7/25 26 27 28 29 30 31

8/01 02 03 04 05 06 07
休館日

山の日
08 09 10 11 12 13 14

振替休日

休館日

15 16 17 18 19 20 21
休館日

22 23 24 25 26 27 28
休館日

わんぱく学園ʼ夏

29 30
休館日

←　夏の自然体験教室　→

休館日 あそび塾① あそび塾② あそび塾③ あそび塾④

あそび塾⑤ あそび塾⑥ あそび塾⑦ あそび塾⑧

あそび塾⑪

あそび塾⑫

あそび塾⑩

あそび塾⑬ あそび塾⑭ あそび塾⑮

　９：００ 元気なあいさつでスタート♪

　９：１０ 朝のミーティング

　　　　　 １日の予定を決めます！

　９：１５ 午前の活動

１２：００ 昼食（みんなでお弁当）

１３：００ 午後の活動

１５：００ おやつの時間

１７：００ 今日も１日お疲れ様♪

◆１時間程度、学習の時間を設定します。

◆野外での活動、色々な工作、体験教室など

　楽しめる内容が多数あります。

◆昨年度：紙粘土工作、木工作、鬼ごっこ

　ドッジボール、etc

～１日の活動（例）～

１７：１０～１８：００（５０分）

１,０００円 /６回　（教材費、保険料含む）

内履き、汗ふきタオル、飲み物

申込み

問合せ

ＮＰＯ法人 おやべスポーツクラブ
小矢部市埴生 2124-1

・参加申込書兼承諾書を記入の上、おやべスポーツクラブまで提出してください。

小矢部市文化スポーツセンター　
軽スポーツ室

（小矢部市文化スポーツセンター内）

開催日

場　所

時　間

受講料

持ち物

 【 ３歳児クラス】

１７：１０～１８：１０（６０分）

 【 ４・５歳児クラス 】

・申込み多数の場合は抽選し、参加の決定は全員に郵送にてお知らせします。

・参加費は、参加決定後、第１回目の開催日までに納入ください。

定　員

各クラス１５名程度　

指導員 おやべスポーツクラブ スポーツ指導員　坪内 利佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沼田 秀樹

小矢部市教育委員会　スポーツ課　　　 宇於崎 友貴

申込み

 方法

 右記参照（前期６回コース）

 申込期限：６月１３日（木）　　　提出先：おやべスポーツクラブ

 【 トップアスリート強化・育成業務】

TEL：６８－０５８８

カリキュラム

・コーディネーション運動　
・バランス、体幹トレーニング
・ボールあそび
・縄跳び
・跳び箱　など

など

 【 小矢部市 地域おやべっ子推進事業 】

会　員 1,200 円 /1 日

一　般 2,000 円 /1 日

お弁当、大きめの水筒、タオル、
着替え、帽子、内履き、学習用具（宿題など）

小矢部市文化スポーツセンター

開催日

場　所

時　間

参加費

持ち物

９：００～１７：００

定　員 先着１５名程度 ／ １日

申込み

問合せ

ＮＰＯ法人 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）

 ※申込期限 ７月 17 日（日）17：30 まで

TEL：６８－０５８８

（保険代・工作材料費・おやつ代）

※基本的に申込み後のキャンセルはお受けできません。

指導者 おやべスポーツクラブ指導員

小学 1 年生～小学 6 年生対　象

（※９時１０分から活動を始めますので遅刻のないようお願いします）

8/１１（火）

8/１７（月）

スペシャル
 あそび塾

参加料
プラス５００円

※希望する日を選んで参加することができます。（１日からでもＯＫ！）

その他 クラブが定めた新型コロナウイルス感染症予防対策を講じて実施いたします。
※申込みされた方に、参加するにあたっての注意事項をお渡しいたします。

※希望する日を選んで参加することができます。（１日からでもＯＫ！）

おやべスポーツクラブ 【夏休み活動カレンダー】

７月２６日（火）　～　８月２６日（金）　１５回

※夏の自然体験教室、わんぱく学園は別途チラシがありますのでご確認ください。

スペシャルあそび塾 定員は各日１５名程度となります。

時　間 ９：００～１７：００
※９時１０分から活動を始めますので遅刻のないようお願いします。

小矢部市文化スポーツセンター場　所

小学 1 年生～小学 6 年生対　象

会　員 1,200 円 /1 日

一　般 2,000 円 /1 日

参加費 ※参加費には保険代・工作材料代・おやつ代が
　含まれます。
※申込み後のキャンセルはお受けできません。

裏面の参加申込書を記入の上、おやべスポーツクラブへ提出してください。

※各日、定員１５名です。申込み多数の場合は抽選し、参加の決定は全員に郵送にてお知らせします。

お弁当、大きめの水筒、タオル、着替え、帽子

内履き、学習用具（宿題など）
持ち物

その他 クラブが定めた新型コロナウイルス感染症予防対策を講じて実施いたします。
※申込みされた方に、参加するにあたっての注意事項をお渡しいたします。

７/２９（金）・８/１７（水）スペシャルあそび塾

申込み多数の場合は抽選し、参加の決定は全員に郵送にてお知らせします。

８００円

申込みはお早めに！

【会員】 2,000 円 /1 日　　【一般】3,000 円 /1 日

あそび塾⑨

わんぱく学園ʼ夏

☆２９日（金）

申込み
  方法

31

 

 

各日　１５名！！

期間：７月２6日（火）～８月 26日（金）
場所：小矢部市文化スポーツセンター

計１５回

２日間限定のスペシャルあそび塾

７/２９第１弾 第２弾
（金） ８/１７（水）

お昼ご飯はみんなで
　　『夏のカラフルランチ』を楽しもう！

※材料はコチラで準備いたします！

射的・ヨーヨー釣りなど、手作り縁日を楽しもう！

【 小矢部市 地域おやべっ子推進事業 】

夏だ ! 水だ ! スプラッシュ !

　　水あそびフェス !!
屋台＆ゲームで遊ぼう♪

　　おやスポ夏祭り !!　

みんなの大好きな
　　「かき氷」「フランクフルト」など
　　　　　　　　　　　　おいしい屋台もするよ～！

水遊びをして、夏の暑さを乗り切ろう！！

あ そ び 塾
夏休みおやべっ子教室

夏の暑さを楽しもう！ＯＷＬ～おやべわんぱくランド～

【趣　　旨】　大学生や仲間との２日間の共同生活を通して、自分の役割を発見し自ら行動する力を
　　　　　　身に付けるとともに、活動を全力で楽しむことで夏の暑さに負けないわんぱくな子どもになる。

【主　　催】　NPO 法人おやべスポーツクラブ

【実行委員】　学生わんぱくスタッフ　おやべスポーツクラブ

【期　　日】　令和 4 年 8 月 28 日 ( 日 ) ～ 29 日 ( 月 )　　※１泊２日　29 日（月）12︓00 解散予定

【対　　象】　小学 1 ～ 6 年生　35 名程度（応募多数の場合抽選とします）

【参 加 費】　[ 会員 ] 4,000 円　　[ 一般 ] 5,500　円　（教材費、保険料含む）

【日　　程】 

【申込期限】　令和 4 年 7 月 17 日（日） 17︓30 まで

【申込方法】　参加申込書をご記入の上、おやべスポーツクラブまで提出してください。
　　　　　　なお、電話、FAX での申し込みは受付いたしません。
　　　　　　※参加者の決定については、申込締め切り後に抽選し、申込者全員に郵送にてご連絡いたします。
　　　　　　また、参加決定者には事前調査票・詳しい日程等についての資料を同封いたします。

【 その他 】　・本事業では感染症予防対策を十分に講じた上で活動を実地いたします。

【申し込み・問い合わせ】
　　　　　　NPO 法人　おやべスポーツクラブ
　　　　　　　 富山県小矢部市埴生 2124-1
　　　　　　　（小矢部市文化スポーツセンター）
　　　　　　　 TEL　0766-68-0588　0766-67-7686　
　　　　　　　〈休館日〉毎週月曜日（祝日の場合は翌日）

8 月 28 日（日）
出会いの会

午前

映写機づくり
肝試し・スイカ割り・バーベキュー

8 月 29 日 ( 月 )
水遊び・わんぱく縁日（ミニゲーム）

（感染症拡大や天候等により、活動内容が変更、中止になる場合があります。）

午後

仲良しオリエンテーリング

解散

17：30 まで

 ※申込期限

（金） 
 ７

 15

 【 ３歳児クラス 】  【 ４・５歳児クラス 】

１

２

６

５

４

３

６月２７日（木）

７月１１日（木）

７月２５日（木）

８月　８日（木）

８月２９日（木）

９月１２日（木）

１

２

６

５

４

３

７月　４日（木）

７月１８日（木）

８月　１日（木）

８月２２日（木）

９月　５日（木）

９月１９日（木）


