
★夏休み わくわくイベント摂津校★   NO.1 

夏休みサッカー教室   場所：鶴野人工芝フットサル場・青少年広場 

 

集中してトレーニングを行う事により、技術の習得を高めます！朝から運動することで、１日の生活リズムを作り

ます！！楽しみながら上手くなる！！また、初めて会うお友達と協調性を養い、自立心を養う事を目的とします！！ 

 

未就学児コース：鬼ごっこやサッかー遊びを中心に体を動かす楽しさを感じるレッスンを行います。 

低学年コース ：フェイントのテーマを設定し、それを楽しみながら獲得できるレッスンを行います。 

高学年コース ：フェイントのテーマを設定し、よりサッカーにフォーカスしたレッスンを行います。 

＜第 1期＞期間 7月 23日（月）～7月 26日（木） 場所：鶴野フットサル場  7/24（火）青少年広場 

＜第 2期＞期間 7月 30日（月）、8月 1日（水）～8月 3日（金） 場所：鶴野フットサル場  ※7/31（火）休み 

＜第 3期＞期間 8月 20日（月）～8月 23日(木) 場所：鶴野フットサル場  8/21（火）青少年広場 

＜第 4期＞期間 8月 27日（月）～8月 30日（木） 場所：鶴野フットサル場  8/28（火）青少年広場 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

申込〆切 1期：7月 17日（火）  2期：7月 24日（火）  3期：8月 16日（木）  4期：8月 23日（木）    

持ち物 

サッカーボール（貸出あり） 

飲み物（多め） タオル、着替え 
振替

制度 

お休みされた分を通常スクール

または夏休みサッカー教室にて

お振替頂けます 

傷害

保険 
参加費に含まれております 

1 期 
低

学

年 

9:15～10:15  4,750 円/期 未

就

学

児 

10:30～11:15  3,700 円/期 
高

学

年 

11:30～13:00  5,800 円/期 

2 期 9:15～10:45  5,800 円/期 11:00～11:45  3,700 円/期 12:00～13:00  4,750 円/期 

3 期 9:15～10:15  4,750 円/期 10:30～11:15  3,700 円/期 11:30～13:00  5,800 円/期 

4 期 9:15～10:45  5,800 円/期 11:00～11:45  3,700 円/期 12:00～13:00  4,750 円/期 

 

 
＜その１＞早期割引特典  
特典締切日 第 1 期：7 月 10 日（火）  第 2 期：7 月 17 日（火）  第 3 期：8 月 9 日（木）  第 4 期：8 月 16 日（木）  

申込〆切の 1週間前までにお申し込みすると それぞれ税込￥５00 引き！！ 

＜その２＞連続参加特典  

トータル 2期間参加頂くと・・・hummelアイススカーフ（首に巻くタイプ）プレゼント！！ 

トータル 3期間参加頂くと・・・アディダスナップサック プレゼント！    

トータル 4期間参加頂くと・・・hummel帽子 orサッカーボールプレゼント！！ 

 

 

 

□4 期もある夏休みサッカー教室  □低学年コース 60 分 or 90 分  □高学年コース 60 分 or 90 分 



                                                                      NO.2 

＜摂津校振替スクール＞ ※ご参加される場合はメールにてお申込をお願いします！ 

日時：7 月 30 日（月）   場所；鶴野人工芝フットサル場   ※自己都合分  

＜小学生＞15：15～16：45 ※小学生コースのみ    

 

＜摂津校スクール体験会＆振替スクール＞ 
♪お友達などご興味ある方がいらっしゃいましたら、ご紹介下さい♪  

 

日時：7 月 25 日（水）   場所：青少年広場  ※未就学児：自己都合分 ・ 小学生：5/9 雨天中止分 

＜未就学児＞16：00～17：00  ・ ＜小学生＞17：15～18：45 

※体験会は未就学児・高学年コースのみです。 

 

日時：8 月 4 日（土）   場所：鶴野人工芝フットサル場   ※自己都合分 

＜未就学児＞9：00～9：45  ・ ＜低学年＞10：00～11：00 ・ ＜高学年＞11：00～12：00 

 
                                    

   ワンデイイベント   

★わくわくＣＵＰ★ 

他のチームを招待して試合を行います！優勝チームは金メダル！☆摂津校チームとして出場します☆ 

場所：豊中市服部緑地人工芝グラウンド  

   

第 3回 7月 14日(土)  ・時間：17:30～20:00  ・集合：17:00 

・対象：低学年・高学年  ・費用：￥1,000  〆切： 第 3回 7月 11日 

※参加チームが決まらない場合はゲーム大会に変更します（参加費￥500）その場合金メダルはありません。 

参加チーム：未定（数チーム打診中）  

 

第４回 8月 25日(土)  ・時間：17:30～19:15  ・集合：17:00 

・参加チーム：ASL吹田   ・対象：低学年   ・費用：￥1,000  〆切： 第 4回 8月 22日 

 

 

☆摂津校フットサル大会☆ 集まったみんなでフットサルコートにて試合を沢山しよう！ 

日時：①8月 1日（水）＜未就学児 14：00～15：00＞・＜高学年 15：00～17：00＞ 

②8月 6日（月）＜低学年 15：00～17：00＞ ・ ③8月 8日（水）＜低学年 15：00～17：00＞ 

 費用：スクール生￥500  スクール外￥1,000 場所：鶴野人工芝フットサル場   

〆切：①7月 30日（月）  ②8月 3日（金）  ③8月 6日（月） 

 



キリトリ 

★わくわくゲーム大会★日時：8月16日(木)＜未就学児 15:30～16:30＞ ＜低学年：16:45～18:30＞ 

参加者からチームを決め、たくさん試合を行います！！    

場所：豊中市服部緑地人工芝グラウンド     〆切：8月 10日(金)  

費用：スクール生 ￥500 スクール外 ￥1,000   対象：未就学児・低学年 

 

★わくわくピクニック in服部緑地★  日時：8月 17日(金) 11：00～17：00 

お弁当を持って服部緑地公園内で虫取りをしたりいろいろな遊びをしたり、楽しい時間を過ごそう！ 

今回はグラウンドの関係上、サッカーはできません。     

費用：スクール生 ￥1,000   対象：小学生    場所：服部緑地公園内   〆切： 8月 10日(金)  

※送迎はございません。 

 

★キックベース大会 in 服部緑地★  日時：8月 31日(金) 15：00～16：30 

いろいろなスポーツを楽しもう！ 

費用：スクール生 ￥500 ・ スクール外 ￥1,000     対象：年長～6年生   

場所：豊中市服部緑地スポーツ広場 B             〆切：8月 29日(水)  

                                                   

★夏休みわくわくイベント申込用紙★ 

 

名前                        緊急連絡先電話番号                        

参加するイベント（ ）内に○をお付け下さい。 

＜夏休みサッカー教室＞ 

①夏休みサッカー教室第 1期（   ）    ②夏休みサッカー教室第 2期（   ） 

③夏休みサッカー教室第 3期（   ）    ④夏休みサッカー教室第 4期（   ） 

＜ワンデイイベント＞ 

7/14 （土）第 3回 わくわく CUP（  ） 

8/1(水)フットサル大会 ＜高学年＞・＜未就学児＞（  ） 

8/6（月）フットサル大会＜低学年＞（  ） 

8/8（水）フットサル大会＜低学年＞（  ） 

8/16（木）わくわくゲーム大会 IN  服部緑地（  ） 

8/17（金）わくわくピクニック  IN  服部緑地（  ） 

8/31（金）キックベース大会   IN  服部緑地（  ）   

合計 ￥              

※ スクール外費用にてお友達もご参加頂けます。その際はお友達のお名前をスタッフまでお伝え下さい。 

※ ご兄弟はスクール生費用にてご参加頂けます。   

※ 参加費は封筒に入れ、お名前記載の上、お釣りの無いようイベント当日までにお持ちください。 


