
11月 12月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ＜年末年始のお休みについて＞ １日 ２日 ３日 ４日 ５日

文化の日 スポーツ広場A 12/29（火）～1/4（月）まで年末年始 【イベント】

人工芝 スクール 民家集落南広場 未就学　15：15～16：15 スポーツ広場A のお休み為、スクールはお休みです。 スポーツ広場A スポーツ広場A スポーツ広場A スポーツ広場A 未就学・高学年

未就学 16:00-17:00 休み 未就学　15：15～16：00 小学生　16：00～17：30 未就学　15：15～16：00 メール対応なども1/5（火）になります。 未就学　15：15～16：15 未就学　15：15～16：00 未就学　15：15～16：00 未就学　15：15～16：00 わくわく

小学生　17:00-18:30 小学生　16：00～17：00 未就学　9/3中止分時間延長 低学年　16：00～17：00 小学生　16：00～17：30 小学生　16：00～17：00 小学生　16：00～17：30 低学年　16：00～17：00 クリスマス

小学生　6/11中止分時間延長 高学年　16：30～17：30 11/3祝日分時間延長振替 9/3分　小学生のみ延長 高学年　16：30～17：30 スポーツ広場A

８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日 １４日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日

スポーツ広場A 【イベント】

人工芝 スポーツ広場B スポーツ広場A 未就学　15：15～16：15 スポーツ広場A 人工芝 スポーツ広場A スポーツ広場A スポーツ広場B スポーツ広場A 1年生～3年生

未就学 16:00～17:00 未就学　15：15～16：00 未就学　15：15～16：15 小学生　16：00～17：30 未就学　15：15～16：00 未就学 16:00～17:00 未就学　15：15～16：15 未就学　15：15～16：00 未就学　15：15～16：00 未就学　15：15～16：00 わくわく

小学生　17:00～18:30 小学生　16：00～17：00 小学生　16：00～17：30 未就学　9/3中止分時間延長 低学年　16：00～17：00 9/24（木）中止分 小学生　17:00～18:30 小学生　16：00～17：30 小学生　16：00～17：00 小学生　16：00～17：00 低学年　16：00～17：00 クリスマス

※12/23祝日分時間延長 小学生　9/3中止分で時間延長 高学年　16：30～17：30 11/3（火）祝日分 11/3祝日分時間延長振替 高学年　16：30～17：30 スポーツ広場A

１５日 １６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 ２１日 １３日 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日 １９日

スポーツ広場A 高学年時間注意！ 【イベント】

人工芝 未就学　15：15～16：15 スポーツ広場B 第13回 人工芝 スポーツ広場A スポーツ広場A スポーツ広場B スポーツ広場A

未就学 16:00～17:00 小学生　16：00～17：30 未就学　15：15～16：00 わくわくCUP 未就学 16:00～17:00 未就学　15：15～16：15 未就学　15：15～16：00 未就学　15：15～16：00 未就学　15：15～16：00

小学生　17:00～18:30 未就学　9/3中止分時間延長 低学年　16：00～17：00 ※1年生～3年生 小学生　17:00～18:30 小学生　16：00～17：30 小学生　16：00～17：00 小学生　16：00～17：00 低学年　16：00～17：00

小学生　9/3中止分で時間延長 高学年　16：00～17：00 服部緑地人工芝G 11/3祝日分時間延長振替 高学年　16：30～17：30

２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日

勤労感謝の日 スポーツ広場A 【イベント】 天皇誕生日

スクール スポーツ広場B 未就学　15：15～16：15 スポーツ広場B スポーツ広場A 体育 人工芝 スポーツ広場B スクール スポーツ広場B ↓時間注意！！ スポーツ広場A

休み 未就学　15：15～16：00 小学生　16：00～17：00 未就学　15：15～16：00 未就学　15：15～16：00 サッカーまつり 未就学 16:00～17:00 未就学　15：15～16：00 休み 未就学　15：15～16：00 スポーツ広場B

小学生　16：00～17：00 ※12/23祝日分時間延長 小学生　16：00～17：00 低学年　16：00～17：00 スポーツ広場A 小学生　17:00～18:30 小学生　16：00～17：00 11月通常スクール内にて 小学生　16：00～17：00 未就学　14：15～15：00 蹴り納め

↑未就学児コースのみ 高学年　16：30～17：30 振替済 小学生　15：00～16：00 スポーツ広場A

２９日 ３０日 ＜11月振替・イベントのご案内＞ ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日 ＜12月イベントのご案内＞

万博 ・11/14（土）体験会＆振替スクール（9/24（木）・11/3（火）・自己都合お休み分） 時間注意！！！ ・12/5（土）わくわくクリスマス　未就学児・高学年

ジュニアカップ 人工芝 ・11/21（土）わくわくCUP（1年生～3年生） 人工芝 ・12/12（土）わくわくクリスマス　1年生～3年生

IN 未就学 16:00～17:00 ・11/28（土）体育サッカーまつり（年中さん～6年生） 未就学 15:15～16:15 ・12/25（金）・26（土）冬休みサッカー教室第1期

万博公園 小学生　17:00～18:30 ・11/29（日）万博ジュニアカップIN万博公園（低学年・高学年選抜チーム） 小学生　15:15～16:45 ・12/26（土）蹴り納め

※詳細は後日！ ※詳細は後日！

わくわくサッカースクールカレンダー　～緑地校～

冬休みサッカー教室第1期

スクール休み

年末年始のお休み

中止 中止

中止

重要連絡 ～必ずご確認をお願い致します～  
 

・【11月水曜日コースについて】 ①11/4（水）スクール場所が民家集落南広場になります。ボールを蹴る事ができません。フットワーク中心のレッスンを行います！ 

                     ②＜未就学児＞11/11・18・25に12/23祝日分の振替を通常スクール時間延長として行います（15：15～16：15）  ＜小学生＞11/11・18に12/23祝日分の振替を通常スクール時間延長として行います（16：00～17：30） 

・【11月木曜日コースについて】 ＜未就学児＞11/5・12・19に9/3中止分の振替を通常スクール時間延長として行います（15：15～16：15）  ＜小学生＞11/5に6/11雨中止分、12・19に9/3中止分の振替を通常スクール時間延長として行います（16：00～17：30） 

・【スクール場所について】 11月・12月木曜日・金曜日コース スポーツ広場A、Bを利用するので、お間違いの無いようによろしくお願い致します。 

・【中止連絡について】 中止連絡はホームページより行います。わくわくサッカースクールホームページ内の『本日のスクール』よりご確認下さい。 

・【振替スクール申込について】 振替参加する際は必ず前日までにメールにてお申込下さい。 

・【イベントお申込みについて】 イベント申込み締切日までに参加費をコーチにお渡し頂いた時点でお申込み完了になります！締切日までに参加費を渡せない場合のみメールにてお申込み下さい！ 

                    尚、参加費は封筒に入金し、お名前・イベント名・金額をご記載下さい！ 

【その他】 持ち物には必ずお名前をお書き下さい！特にピステに関しましては、スクール中に脱ぐ事が多く、名前が無いと入れ替わる可能性があったり、忘れた場合に特定できないのでお渡しできません。 

【緑地校冬休みサッカー教室】 
 

第1期 12/25（金）・26（土）2日間 
 

第2期 1/5（火）・6（水）・7（木）3日間 予定 


