
矢巾町民総合体育館・矢巾町屋外運動場指定管理事業 

平成 30 年度キッズベーシックスポーツ教室（1 期～3 期）開催要項 

 

１．ねらい 

様々なスポーツの基本的な動きを遊びの中で身につけ、生涯を通じてスポーツに親しむ

習慣・態度を育てる。 

  

２．主 催 

特定非営利活動法人矢巾町体育協会・矢巾町教育委員会 

 

３．共 催 

 楽々クラブ矢巾 

 

４．開催期間 

（１）１期：6 月 2 日（土）～7 月 19 日（木） 

（２）２期：8 月 23 日（木）～10 月 11 日（木） 

（３）３期：10 月 13 日（土）～11 月 29 日（木） 

各期共通 木曜日 16 時 30 分～18 時まで、土曜日 13 時 30 分～15 時まで、全 12 回。  

  

５．会 場 

 矢巾町民総合体育館、ラ・フランス温泉館他 

  

６．対 象 

町内に居住する小学 1～3 年生 

 

７．定 員  

各期先着 20 名 

 

８．参加料 

2,000 円（保険料・施設使用料含む） 

＊楽々クラブ矢巾会員は、1,500 円（500 円割引）にてご参加いただけますので、会員証

をご持参のうえお申し込みください。 

 

９．保険内容 

入院 4,000 円（日額）、通院 1,500 円（日額）、死亡 2,000 万円、身体・財物賠償 5 億円

（1 事故につき）＊65 歳以上入院 1,800 円（日額）、通院 1,000 円（日額）、死亡 600 万 

 

 



10．内容及び日程 

主内容：走る・投げる・打つ・跳ぶ・蹴る・泳ぐなどをテーマにしたアレンジスポーツ 

日程表：  

回 
1 期 ２期 ３期 

期日 テーマ 会場 日時 テーマ 会場 日時 テーマ 会場 

1 6/2（土） はしる 町体 8/23（木） はしる 町体 10/13（土） はしる 町体 

2 6/7（木） はしる 町体 8/25（土） はしる 町体 10/18（木） はしる 町体 

3 6/9（土） とぶ 町体 8/30（木） とぶ 町体 10/25（木） とぶ 町体 

4 6/14（木） とぶ 町体 9/1（土） とぶ 町体 10/27（土） とぶ 町体 

5 6/16（土） ける 町体 9/6（木） ける 町体 11/3（土） ける 町体 

6 6/21（木） バランス 町体 9/8（土） およぐ ラフランス 11/8（木） バランス 町体 

7 6/23（土） およぐ ラフランス 9/15（土） およぐ ラフランス 11/10（土） うつ 町体 

8 6/28（木） うつ 町体 9/20（木） うつ 町体 11/15（木） うつ 町体 

9 7/5（木） うつ 町体 9/27（木） うつ 町体 11/17（土） およぐ ラフランス 

10 7/12（木） なげる 町体 10/4（木） バランス 町体 11/22（木） なげる 町体 

11 7/14（土） およぐ ラフランス 10/6（土） なげる 町体 11/24（土） およぐ ラフランス 

12 7/19（木） なげる 町体 10/11（木） なげる 町体 11/29（木） なげる 町体 

＊時間は、木曜日が 16 時 30～18 時 00 分、土曜日が 13 時 30～15 時 00 分で共通です。 

＊ラフランス（ラ･フランス温泉館）開催時についても、現地集合・現地解散となります。 

＊指導者及び会場等の都合により開催日程が変更になる場合があります。 

 

11．指導者 

 特定非営利活動法人矢巾町体育協会 生涯スポーツ指導員他 

 

12．申込み 

各期ともに平成 30 年 5 月 8 日（火）8 時 30 分～各期開催日の 1 週間前までに参加料を

添えて体育館窓口へお申込みください。 

＊月曜日（休館日）は受付できません。 

＊前年度ご参加いただいた方は、上記期間より 1 週間先行して受付いたします。 

＊心身機能の障がいやアレルギー等がある場合は、申込みの際に必ず申し出てください。

また、障がい等により集団でのレッスンが著しく困難と主催者側が判断した場合は、

保護者と相談のうえで受講をお断りする場合があります。 

 

13．持ち物 

中ズック、出席カード、運動しやすい服装、水着・スイミングキャップ（水泳時）その

他必要と思われるもの。 

 



14．修了証 

 全 12 回中 10 回以上参加した者には修了証を、全 12 回参加したものへは皆勤賞を主催者

より授与いたします。（学校行事等で参加できない場合は公欠といたします。） 

 

15．その他 

・各期同一プログラムのため、重複受講は不可といたします。ただし、申込み期間を終了

しても定員に空きがあった場合は受講を許可しますので、事前にお問合せ下さい。 

・お申込みは原則として、保護者がご来館ください。なお、都合がつかない場合は事前に

ご連絡をお願いいたします。 

・各期、参加者が 5 人に満たない場合は、開催を中止する場合がございますので予めご了

承ください。 

・参加申込に際してご提供いただく個人情報の管理は特定非営利活動法人矢巾町体育協会

が行います。また、情報は参加者の傾向分析、保険会社に提出する名簿の作成、今後当

協会が開催するスポーツ教室の案内に利用します。  

・事業の様子を撮影した写真の肖像権については、特定非営利活動法人矢巾町体育協会に

帰属します。写真は、広報活動の目的で矢巾町広報等に掲載することがあります。 

 

16．問合せ先 

 

 
特定非営利活動法人矢巾町体育協会 

〒028-3615 矢巾町南矢幅 13-118 矢巾町民総合体育館内 

電話 019-697-4646 FAX019-697-4907 

e-mail: y-taikyou2@flute.ocn.ne.jp  


