
                                       新規会員募集  全市版                 

後 期（令和３年１１月１日から令和４年４月末）    

 

   

  

  

   

 

 

 

 

１ 名 称 特定非営利活動法人かわさきスポーツドリーマーズ 「K.S.D.」 （ K a w a s a k i  S p o r t s  D r e a m e r s ） 

２ 事務所（連絡先） 〒211-0051 川崎市中原区宮内４－１－２   会館とどろき内（等々力グランド入口前）  

Ｔｅｌ ０４４（７３３）４４０８  Fax ０４４（７３３）４４１１ 

３ クラブ理念 

  ①いろいろな生涯スポーツ・学習を「やってみよう」   ②いろいろな人と「やってみよう」 

  ③いろいろな楽しみ方で「やってみよう」 

４ 主な活動 
 月 火 水 木 金 土 

午前    

 

 

 

 発達支援室内サッカ

ー・体操教室 （宮内） 

午後 陸 上 

（高津、久地、麻生、 

栗木台、大師） 

体操（藤崎） 

ミニバス（中原） 

陸 上 

（中原、東菅、今井、 

鷺沼） 

 

 

陸上（富士見台、下平間、宮内、 

南生田、百合丘、王禅寺中央） 

 

ミニバス（登戸） 

 

陸上（藤崎、下作延、西生田） 

 

リトルサッカー（宮崎台） 

 

陸上 （宮前、稲田、下沼部、

中野島、片平） 

リトルサッカー（東住吉） 

 

 

陸上プレ選手 

   （宮内） 

陸上選手コース 

（等々力） 

 

 

５  年会費  （保険料・事務費等）・・・２，０００円 （他の教室にいくつ参加しても、年会費の支払いは 2,000円のみです。）   

参加費 （１）スポーツ教室  小・中学生は,１教室  後期支払いは １２，０００円（１１月～令和４年４月）    

      (２）発達支援室内サッカー・体操教室と成人教室は、別料金となります。(詳しくは別紙を配布いたします。) 

＊中途退会時の返金不可    *長期休業中の教室(ウインター、スプリングスクール)は別途徴収  

          *新規会員には、KSDシャツを配布します。 

＊雨天やグランド不良など、そして学校行事で施設が利用できない場合は,お休みとなります。（メール配信します。） 

＊会員向けのスペシャル教室は、長期休業中や土曜日などに数回開催しますが、会員は無料で参加できます。 

＊支払い方法は、受付時の現金払い、郵便局からの振込みのいずれかを選べます。入会申込みの際に、いずれかをお選びください。                       

 

６ 申込み方法  下記の申込用紙に「教室名・会場名」をご記入の上、各教室の受付スタッフかKSD事務局へ１０月１５日（金）までにFax（７３３－４４１１）、もしくは

郵送してください。 

その後、定員を超えた場合は抽選します。年会費・参加費の支払い後に会員登録をします。 

抽選もれの方はご連絡します。抽選で受付した方には、教室ごとの詳しい参加内容を後日ご案内いたします。 

      

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

令和３年度  かわさきスポーツドリーマーズ   後 期  入会申込書             

１．希望する教室の番号（記号）と会場名をご記入ください。         教室名 （           ）    会場名（           ） 

 教室名 （           ）    会場名（          ） 

 

ふ り が な（                    ）                                       現在の学年・組 

２．入会希望氏名 （                      男・女）       在籍 （          小学校）     （    ）学年 （   ）組 

 

３．連絡先  〒 （    －       ）  住 所 （                                          ） 

Ｔｅｌ番号 （                  ）        FAX番号（                    ） 

   緊急連絡先（                 ） 

 

＊参加費支払方法は、受付時現金払い（    ）か、郵便局振込（     ）のいずれかをお選びください。振込み方法は後日連絡します。 

*新規会員のみ KSDシャツを配布します。希望するサイズを選び〇をつけてください。（１２０，１３０，１４０，１５０，１６０、S、M） 

 

上記の者の参加を申込みます。なお、児童の健康管理および会場までの往復の安全については十分留意します。当該教室における事故等については、 

加入するスポーツ傷害保険の範囲を超えて主催者側に請求することはいたしません。 

  

＊締切日 １０月１５日（金）  ＦＡＸ ７３３－４４１１へお申込ください。             保護者氏名                          印 

 

 

 

 

 

主催：特定非営利活動法人かわさきスポーツドリーマーズ    

共催：（公益財団法人）川崎市スポーツ協会   

後援：川崎市教育委員会、川崎市立小学校体育研究会 

 

川崎市広域型スポーツクラブ 



 

番 号 教室名 

（内容レベル）（内容レベル） 

会   場 実施日・時間 後期の新規募集人数 指導者・備考 

1-① 陸上① （初級者） 中原小 グランド 火曜日 午後4時15分～ 小学生  １０名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-② 陸上② （初級者） 高津小 グランド 月曜日 午後4時15分～ 小学生   ５名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-③ 陸上③ （初級者） 富士見台小 グランド 水曜日 午後4時～ 小学生   ５名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-④ 陸上④ （初級者）   王禅寺中央小 グランド 水曜日 午後4時～ 小学生  １０名 日本フィジカルサポート陸上指導者 

1-⑤ 陸上⑤ （初級者）   西生田小学校グランド 木曜日  午後4時～ 小学生   ５名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-⑥ 陸上⑥ （初級者） 下平間小 グランド 水曜日 午後3時30分～ 小学生   ５名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-⑦ 陸上⑦ （初級者） 宮前小 グランド 金曜日 午後4時15分～ 小学生   ５名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-⑧ 陸上⑧ （初級者） 稲田小 グランド 金曜日 午後4時15分～ 小学生  １０名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-⑨ 陸上⑨ （初級者） 久地小 グランド 月曜日 午後4時15分～ 小学生   ５名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-⑩ 陸上⑩ （初級者） 藤崎小 グランド 木曜日 午後4時15分～ 小学生   ５名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-⑪ 陸上⑪ （初級者） 下作延小 グランド 木曜日 午後4時15分～ 小学生   ５名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-⑫ 陸上⑫ （初級者） 宮内小 グランド 水曜日 午後2時30分～ 小学生  １０名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-⑬ 陸上⑬ （初級者） 東菅小 グランド 火曜日 午後4時15分～ 小学生  １０名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-⑭ 陸上⑭ （初級者） 下沼部小 グランド 金曜日 午後4時15分～ 小学生  １０名 KSD陸上指導者、 

日本フィジカルサポート 

1-⑮ 陸上⑮ （初級者） 中野島小 グランド 金曜日 午後4時15分～ 小学生  １０名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-⑯ 陸上⑯ （初級者） 今井小 グランド 火曜日 午後4時15分～ 小学生  １０名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-⑰ 陸上⑰ （初級者） 南生田小 グランド 水曜日 午後3時15分～ 小学生   ５名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-⑱ 陸上⑱ （初級者） 栗木台小 グランド 月曜日 午後4時15分～ 小学生   ５名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-⑲ 陸上⑲ （選手コース） 等々力陸上（補助）競技場 

宮内小グランド 
土曜日 午後3時～ 小学生 3年生以上  ５名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-⑳ 陸上⑳ （初級者） 麻生小 グランド 月曜日 午後4時15分～ 小学生  １５名 和光ユナイテッド陸上指導者 

KSD陸上指導者 

1-㉑ 陸上㉑ （初級者） 大師小 グランド 月曜日 午後4時00分～ 小学生   ５名 日本フィジカルサポート陸上指導者 

1-㉒ 陸上㉒ （初級者） 百合丘小 グランド 水曜日 午後2時30分～ 小学生  １０名 日本フィジカルサポート陸上指導者 

1-㉓ 陸上㉓ （初級者） 鷺沼小 グランド 火曜日 午後4時15分～ 小学生   ５名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-㉔ 陸上㉔ （初級者） 片平小 グランド 金曜日 午後4時～ 小学生   ５名 KSD陸上指導者、川崎市陸上競技協会 

1-㉕ 陸上㉕ （プレ選手コース） 宮内小 グランド 土曜日 午後1時30分～ 小学生  １５名 日本フィジカルサポート陸上指導者 

３ 体 操    藤崎小 体育館 月曜日 午後5時45分～ 幼稚園年長・小学生   ５名 日本フィジカルサポート 

４―①      

   ② 

ミニバス ① 

ミニバス ② 

中原小 体育館 

   〃 

① 月曜日 午後4時30分～ 

②  ② 月曜日 午後5時30分～ 

小学生3・4年生   ５名 

小学生5･6年生  １０名 
ＪＢＡ公認コーチ 

元ミニバス指導者他 

４－③ 

   ④ 

ミニバス ③ 

ミニバス ④ 

登戸小 体育館 

   〃 

③ 水曜日 午後3時20分～ 

④ 水曜日 午後4時00分～ 

小学生1・2・3年生   ５名 

小学生4・5・6年生   ５名 
ＪＢＡ公認コーチ 

多摩ミニバス指導者 

５―① リトルサッカー① 東住吉小 グランド 金曜日 午後4時15分～ コース別クラス設定(育成、初心

者・女子チーム)  各 ５名 
AC等々力指導者 

５―② リトルサッカー② 

 

宮崎台小 グランド 木曜日 午後4時15分～ 男子  １０名  女子   ５名 和光ユナイテッド 

７ 発達支援 室内サッカー・体操 

(協力事業教室) 

宮内小 体育館 土曜日 午前9時～ 

     午前10時～ 

     午前11時～ 

特別支援を要する 

小学生・中学生１０名 
日本フィジカルサポート 

 


