
 

子どもの体力向上推進事業 （令和４年度）     
 

「安全・安心をもとに 

 子どもたちを元気に！」 
 

サマースクール（全市版）                  
                             
 

 

 

 

参加費：３日間 １，５００円、ただし、英会話教室は４，０００円、百合丘小学校ミニバスケットは２日間なので１０００円 

（保険料・事務費等）、教室の初日に一括集金します。  

 

申込み：必要事項を下記用紙に記入後、７月４日（月）までにかわさきスポーツドリーマーズ事務局へ 

ＦＡＸ（７３３－４４１１）するかＱＲコードからお申し込みください。郵送でも受け付します。 

（事務局は会館とどろき内：等々力グランド入口バス停前です。）申込みが定員を超えた場合は 

抽選とします。抽選にもれた方はご連絡します。受付けた方には、『教室参加へ確認事項』を送付 

します。問い合わせは、ＴＥＬ（７３３－４４０８） 

    

※特別支援を要するお子様の参加については、ご相談させてください。 

 

連絡先  特定非営利活動法人かわさきスポーツドリーマーズ ＴＥＬ７３３－４４０８ ＦＡＸ７３３－４４１１ 

住 所  〒２１１－００５１ 川崎市中原区宮内４－１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【裏面をご覧ください。】 

 

 

主催：かわさきスポーツドリーマーズ  共催:（公財）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  

 

 

令和４年サマースクール（全市版）参加申込書 
 

締切日は７月４日（月）                 （         小学校）（   ）学年（   ）組 

                         

 参加
ふ り

児童名
が な

（                 男・女） 
 

１．希望する教室に〇を付けてください。 

 

（   ）陸上教室１－①（宮内小学校グランド）     （   ）陸上教室１－②（稲田小学校グランド）    

（   ）陸上教室１－③（藤崎小学校グランド）     （   ）陸上教室１－④（百合ヶ丘小学校グランド）      

（   ）陸上教室１－⑤（富士見台小学校グランド）   （   ）陸上教室１－⑥（東菅小学校グランド）            

（   ）陸上教室１－⑦（古川小学校グランド）     （   ）陸上教室 1－⑧（向丘小学校グランド）     

（   ）陸上教室１－⑨（大師小学校グランド）     （   ）陸上教室１－⑩（今井小学校グランド）      

（   ）陸上教室１－⑪（久地小学校グランド）     （   ）陸上教室１－⑫（麻生高校グランド）      

（   ）陸上教室１－⑬（下沼部小学校グランド）    （   ）陸上教室１－⑭（下作延小学校グランド） 

（   ）陸上教室１－⑮（西生田小学校グランド）    （   ）サッカー教室２－➀（橘小学校グランド） 

（   ）サッカー教室２－②（東住吉小グランド）    (   ）ミニバスケット３－①（東生田小学校体育館）     
（   ）ミニバスケット３－②（百合ヶ丘小学校体育館） （   ）テニス教室４（東住吉小学校テニスコート）    

（   ）英会話５（会館とどろき）  
 

 

２．連絡先 〒（     －      ）住所（                               ） 

  ＴＥＬ（              ）ＦＡＸ（                  ）緊急連絡先（                ） 

 

 上記の者の参加者を申し込みます。なお、児童の健康管理及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越えての主催者側に請求することは致しません。 

 

申込先は ＦＡＸ７３３－４４１１                        保護者氏名             印 

  



 
番号 教室名 会 場 実施日・時間 対象・人数 指導者 

１－① 陸上教室 宮内小学校グランド 

（雨天の場合体育館） 

７月２５日（月）２６日（火）２７日（水） 

９時～１０時３０分 

全学年（６０名） カジャック 

指導者 

１－② 陸上教室 

 

稲田小学校グランド 

（雨天の場合体育館） 

７月２５日（月）２６日（火）２７日（水） 

９時～１０時３０分 

全学年（６０名） ＫＳＤ陸上 

指導者 

１－③ 陸上教室 

 

藤崎小学校グランド 

（雨天の場合体育館） 

７月２５日（月）２６日（火）２７日（水） 

９時～１０時３０分 

全学年（６０名） 発達支援 

ＧＯ－ＯＮ 

１－④ 

 

陸上教室 百合丘小学校グランド 

（雨天の場合体育館） 

７月２５日（月）２６日（火）２７日（水） 

９時～１０時３０分 

全学年（６０名） ＫＳＤ陸上 

指導者 

１－⑤ 

 

陸上教室 

 

富士見台小学校グランド

（雨天の場合２８日） 

７月２５日（月）２６日（火）２７日（水） 

１５時１５分～１６時４５分 

全学年（６０名） カジャック 

指導者 

１－⑥ 陸上教室 

 

東菅小学校グランド 

（雨天の場合体育館） 

７月２５日（月）２６日（火）２７日（水） 

１５時１５分～１６時４５分 

全学年（６０名） ＫＳＤ陸上 

指導者 

１－⑦ 

 

陸上教室 古川小学校グランド 

（雨天の場合２８日） 

７月２５日（月）２６日（火）２７日（水） 

１５時１５分～１６時４５分 

全学年（６０名） 発達支援 

ＧＯ－ＯＮ 

１－⑧ 

 

陸上教室 向丘小学校グランド 

（雨天の場合２８日） 

７月２５日（月）２６日（火）２７日（水） 

１５時１５分～１６時４５分 

全学年（６０名） ＫＳＤ陸上 

指導者 

１－⑨ 

 

陸上教室 大師小学校グランド 

（雨天の場合体育館） 

８月１日（月）２日（火）３日（水） 

９時～１０時３０分 

全学年（６０名） 発達支援 

ＧＯ－ＯＮ 

１－➉ 

 

陸上教室 今井小学校グランド 

（雨天の場合体育館） 

８月１日（月）２日（火）３日（水） 

９時～１０時３０分 

全学年（６０名） カジャック 

指導者 

１－⑪ 

 

陸上教室 久地小学校グランド 

（雨天の場合４日） 

８月１日（月）２日（火）３日（水） 

９時～１０時３０分 

全学年（６０名） ＫＳＤ陸上 

指導者 

１－⑫ 陸上教室 麻生高校グランド 

（雨天の場合４日 

１５：１５～１６：４５） 

８月１日（月）２日（火）３日（水） 

９時～１０時３０分 

全学年（６０名） 麻生高校教員 

高校生陸上部 

１－⑬ 

 

陸上教室 下沼部小学校グランド 

（雨天の場合体育館） 

８月１日（月）２日（火）３日（水） 

１５時１５分～１６時４５分 

全学年（６０名） 発達支援 

ＧＯ－ＯＮ 

１－⑭ 

 

陸上教室 下作延小学校グランド 

（雨天の場合体育館） 

８月１日（月）２日（火）３日（水） 

１５時１５分～１６時４５分 

全学年（６０名） ＫＳＤ陸上 

指導者 

１－⑮ 陸上教室 西生田小学校グランド 

（雨天の場合体育館） 

８月１日（月）２日（火）３日（水） 

１５時１５分～１６時４５分 

全学年（６０名） カジャック 

指導者 

２－① 

 

サッカー教室 橘小学校グランド 

（雨天の場合２８日） 

７月２５日（月）２６日（火）２７日（水） 

９時～１０時３０分 

全学年（８０名） AC等々力 

指導者 

２－② 

 

サッカー教室 東住吉小学校グランド

（雨天の場合中止） 

７月２５日（月）２６日（火）２７日（水） 

１５時１５分～１６時４５分 

全学年（８０名） AC等々力 

指導者 

３－① 

 

ミニバスケット

教室 
東生田小学校体育館 ８月１日（月）２日（火）３日（水） 

（１～３年）９時～１０時１５分 

（４年以上）１０時４５分～１２時 

１～３年（４０名） 

４年以上（４０名） 

JBA 公認コーチ

多摩ミニバス

指導者 

３－② 

 

 

ミニバスケット

教室 
百合丘小学校体育館 ８月４日（木）５日（金） 

（１・２年）９時～１０時１５分 

（３年以上）１０時４５分～１２時 

１・２年（４０名） 

３年以上（４０名） 

JBA 公認コーチ

柿生ミニバス

指導者 

（１０００円） 

４ 

 

 

テニス教室 東住吉小学校テニスコート 

（雨天の場合中止） 
８月１日（月）２日（火）３日（水） 

（１～３年）９時～１０時１５分 

（４～６年）１０時３０分～１１時４５分 

１～３年（４０名） 

４～６年（４０名） 

公認テニス 

指導者 

５ 

 

楽しく学べる

英会話 

会館とどろき 

（けやき） 

８月２日（火）３日（水）４日（木）５日（金） 

（１・２年）９時３０分～１０時３０分 

（３・４年）１０時４５分～１１時４５分 

１・２年（２０名） 

３・４年（２０名） 

ＫＳＤ英語 

指導者 
（４０００円） 

 


