
ひまわり幼稚園保護者各位                           令和 2年 3月 16 日 

                                 ひまわりスポーツクラブ 

 

 

☆体育クラブ(年中・年長)  

 

・ 《対象・時間》  （Ａコース）２：０５～３：２０ （Ｂコース）３：３０～４：４５  

※保育終了から開始時間までの時間は園の教室で待機していただきます。 

・ 《お迎え》 第一駐車場に駐車のうえ、南ゲートまでお迎えをお願いします。 

      開門時間（Ａコース）３：３０～３：４０ （Ｂコース）４：５５～５：０５ 

・ 《練習日》毎週 木曜日（５月 7日より開始） 週１回、月３～５回、年間[５月～翌年３月まで（夏休みを除く）] 

現在の予定［5/7,14,21,28］［6/4,11,18,25］［7/2,16］［9/3,10,17,24］［10/1,8,15,22,29］［11/5,12,19,26］

［12/3,10,17］［1/14,21,28］［2/11,25］［3/4,11] ※行事などにより変更になる可能性があります。 

・ 《ねらい》 心身の成長のために各種の基本的な運動を幅広く実施し、子どもが自信をもって、技術的 

に体力的に成長できることに重点を置いています。子どもの自発性を芽生えさせながら健全 

な心と体の発達を目指します。 

・ 《活動内容》 固定遊具・サーキット遊び・マット運動・跳び箱運動・鉄棒運動・縄跳び運動・ボール    

運動など楽しく遊びながらそれぞれの運動を行います。 

 

コース 曜日 学年 練習時間 入会形式 入会金 
スポーツ

保険代 
月謝 募集人数 

体育クラブ 木 

年中 

早 2:05～3:20 

（Aコース） 

新規 ¥2,000 ¥1,000 ￥6,000 

体育クラブＡ 

10名 

（全 20名程） 

中間 

遅 
3:30～4:45 

（Bコース） 

年長 

早 
2:05～3:20 

（Aコース）               
体育クラブＢ 

10名程 

（全 15名程） 
中間 3:30～4:45 

（Ｂコース） 遅 

※定員になり次第〆切ますのでよろしくお願いします。 

☆サッカークラブ（年中） 

・ 《時間》 ２：００～４：００ 

・ 《お迎え》ドライブスルー方式にてお迎えをお願いします。徒歩・自転車の方は正門をご利用ください。 

・ 《練習日》 毎週 火曜日（５月７日より開始） 週１回、月３～５回、年間[５月～翌年３月まで（夏休みを除く] 

現在の予定［5/12,19,26］［6/2,9,16,23,30］［7/7,14］［9/1,8,15,29］［10/6,13,20,27］［11/10,17］ 

［12/1,8,15,22］［1/12,19］［2/2,9,16］［3/2,9］ ※行事などにより変更になる可能性があります。 

・ 《ねらい》足でボールを扱うのに慣れることを主として、子どもの基礎体力作りを行うとともに団体競 

技における協調性を養い、我慢強く、ルールを守れる子どもの発達を目指します。 

 

 ※定員になり次第〆切ますのでよろしくお願いします。 

コース 曜日 対象 練習時間 入会金 スポーツ保険 月謝 募集人数 

サッカー

クラブ 
火 年中 2:00～4:00 ￥2,000 ￥1,000 ￥6,000 40名 

（年中）早・中間コース 

（年長）早コース 

（年中）遅コース 

（年長）中間・遅コース 



☆サッカークラブ（年長） 

・ 《時間》 ２:００～５：００（時期によって終了時間を変更します。下記の※をご覧ください。） 

※半日保育時は１１：００～１２：３０ 

※5月 11日までは、サッカーの練習に慣れるため、４：００終了予定 

※12月 4日～2月 26日までの冬季期間は日照時間や気温低下による体調面を考慮して４：３０終了予定で 

・ 《お迎え》 ドライブスルー方式にてお迎えをお願いします。徒歩・自転車の方は正門をご利用ください。 

・ 《練習日》毎週 月・金曜日（４月１0 日より開始）週 2 回、年間［4月～翌年 3月］（夏休み練習なし）                                           

・ 《ねらい》  

年長児サッカークラブ全員でチームを作り、年数回の対外試合やサッカー大会に出場しています。 

（8 月…1回、10 月…2 回、11月…1 回※、12月…2 回※、3 月…1 回）子ども達それぞれが活動を楽し

みながら、主体的に考え、上達していくことを目標とします。また、集団で活動することで、身体的体

力のみならず社会性など精神的体力の発達も促せるような活動を目指します。   ※勝ち進んだ場合のみ 

・ 《諸経費》 年長サッカークラブは大会に参加します。大会参加費として 3,000 円、ユニフォーム代と

して 8,000 円（消費増税のため値上げになりました）の合計 11,000 円をいただきます。 

   

※年長サッカークラブはある程度広い場所を必要とするため、雨天で園庭が利用できず、練習場所（ホール）が確保できない

場合は年長サッカークラブの練習は中止とさせていただいています。その場合の振替練習は行いませんので、予めご了承くだ

さい。練習中止の連絡はメール配信にて前日もしくは朝の 7 時 45 分までにさせていただきますのでよろしくお願いします。

入会後は必ずメーリングリストへのご登録をお願いします。 

 

※定員になり次第〆切ますのでよろしくお願いします。 

 

☆入会申込みの方法 

①ひまわり幼稚園のホームページ（https://www.himawari-yochien.ed.jp/）にアクセスしてください。 

（右下 QRコードからもアクセスできます） 

②ホームページの「各種申込」内の、入会を希望されるそれぞれのクラブの「申込する」をお選びください。 

③必要事項を入力していただき、「送信」ボタンをクリックして、内容を送信してください。 

④受付を受理させていただいた方には、始業式に入会確認書を担任からお渡しします。内容を確認していた

だき、必要事項を記入・捺印の上、4 月 9 日（木）までにご提出ください。 

⑤入会確認書を提出していただいた時点で、入会とさせていただきます。 

※入会金、月謝などは、後日お配りする月謝袋にて請求させていただきます。 

 

（申込みページ公開日） 

体育クラブ（Ａコース） ：  ３月２３日（月） １７時３０分～ 

体育クラブ（Ｂコース） ：  ３月２３日（月） １７時３０分～ 

年中サッカークラブ    ：  ３月２４日（火） １７時３０分～ 

年長サッカークラブ    ：  ３月２４日（火） １７時３０分～ 

コース 曜日 対象 時間 入会形式 入会金 
スポーツ 

保険代 
諸経費 月謝 募集人数 

サッカー 

クラブ 

月 

金 
年長 

2:00～

5:00 

（時期によ

って変動） 

新規 ¥2,000 ¥1,000 

¥11,000 

※大会参加費等 

ユニフォーム代 

¥6,000 
15名 

（全 45名程） 



☆入会事項（体育・サッカー共通） 

◆入会金  ・スポーツクラブ共通です。サッカーと体育の同時入会であっても金額は 2,000 円です。 

・年中でスポーツクラブ（体育・サッカー問いません）に通年で入会していた場合には入会金

2,000 円は不要です。新規入会のみ 2，000円が必要となります。 

◆スポーツ保険・スポーツクラブ共通です。サッカーと体育の同時入会であっても金額は 1,000円です。怪我

については、スポーツ保険（年度）にて対応させていただきます。 

       ・今年度分のスポーツ保険料になりますので、継続であってもお支払いをお願いします。 

◆月 謝  ・その月の練習回数(３回や５回の場合等)に関係なく一律 6,000円です。（但し、２回以下の場合は

半額の 3,000円の納入とします。3回が続く場合などは回数調整し、その月の練習を 2回に調整させていた

だく場合もあります。）※消費増税により値上げしました。 

◆練習日  ・通常は週 1 回・月 4 回ですが、日程によっては 3 回(5 月、12 月、2 月)や 5 回となる場合も

ありますので、予めご了承ください。詳しくはホームページの練習予定表をお願いします。 

[※天災(台風・暴風警報・大雨洪水警報・降雪等)や緊急事態などによる練習中止の場合、振替練習は

ありません。] また、お手数ですが毎回登園時に毎月お配りする出欠カードを連絡帳にはさん

で提出していただき、安全のため、お迎えの際には入構許可証・在園証明書をご呈示くださ

い。また、天災等による練習の中止などの緊急連絡の際には、メール配信での連絡を予定し

ております。こちらでお申し込みいただいた各クラブに登録をさせていただきます。 

◆休 会  ・休会する場合は、事前に連絡をし、休会届を提出してください。休会費として月初めに 1 ク

ラブ毎に月額 2,000 円をお納めください。休会が長期（２か月以上）になる場合にはご相談

ください。 

 

◆担当講師 ・齊藤 友彦 ・横田 健一郎 ・土山 隼汰 

 

◆お迎え方法 サッカークラブと体育クラブで送迎方法が異なりますので、ご確認ください。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南ゲート 
プール 

第 3 駐車場 

第 1 駐車場 第 2駐車場 

第 4駐車場 

ひまわり幼稚園 

体育クラブはこちらに駐車してください。 

駐車はせずに、ドライブスルーの様にして、お子様が乗車し

ましたら直ぐに発車してください。（サッカークラブ） 
準備できるまでゲートは開きま

せん！ゲートの前には絶対に駐

停車しないでください！ 

15:30～18:00 はナーサリー

専用です。課外クラブの送

迎には利用できません。 

 


