
キムラスクエアガーデン 9 9月ｰ9 22日 9月中に
各スクールへ入会の方は
入会金無料※通常スクールへ参加型の体験となります。※事前予約が必要です。

通常 入会金5000円+税

〒529-1403 滋賀県東近江市五個荘日吉町1081番地

TEL 0748-48-8181 FAX 0748-48-8180 Email joy@spkimura.com
検 索キムラスクエアガーデン

【営業時間】月～金 10：00～23：00／土日祝 9：00～23：00　
　　　　　　各受付22：00まで（受付がなければ、閉店する場合もございます）
【定休日】毎週火曜日・年末年始

キムラスクエアガーデン

園　児 金曜日 15：30～16：30

水・金曜日 17：00～19：00

水・金曜日 19：00～21：00

打つ・投げる・捕る楽しさを伝え、野球を好きになってもらえるよう
指導します。野球の指導だけでなく挨拶等コミュニケーションを大
切にしていきます。

小学生
スポ少に所属していない子や初心者も大歓迎。時に楽しく時に厳し
く個々のレベルに応じた指導をしていきます。野球の指導を通じて
人間力の育成、考える力を伸ばしていきます。

中学生
心・技・体・知の向上を目標に指導いたします。個々に課題を与え自
分で考えその課題をクリアできるように努力し次のステップへ進め
るように考える野球の指導をしていきます。

●月曜：短距離練習 　　 17:00～18:00
●木曜：中・長距離練習 　　 17:00～18:00
●土曜：全体練習、フィールド練習　10:00～11:00

■基本動作（走基本、型）、短距離走、長距離走、走り幅跳び
　ボール投げ・サーキットトレーニングを含むフィールド練習

■スターティングブロックを使用した短距離走・
　800ｍ～3000ｍの中長距離走
　走り幅跳び、駅伝練習・スターティングブロック、
　跳躍ピットの使用方法や競技場利用方法、
　リレー種目などのルール・マナーの熟知

走塾
楽しく走る、跳ぶ、投げるに慣れ
体力づくりを行います

●月曜：短距離練習 　　 17:30～19:00
●木曜：中・長距離練習 　　 17:30～19:00
●土曜：全体練習、フィールド練習　10:30～12:00

●1週目：野球
●2週目：サッカー
●3週目：陸上
●4週目：無料測定会または室内種目

走塾プラス
もっと記録を伸ばしたい、記録の向上を目指す
各種陸上競技大会へエントリーします

小学生対　象

小学4年生～6年生対　象

キッズアスリートコース
鉄棒や綱登り、とび箱などいろいろなことにチャレンジして
運動の基礎を作り、身体能力を高めます!!

キッズアスリートスペシャルコース
幼少期に様々な動きを習得することで子どもたちの可能性を
無限大に拡げいろいろな競技に通用する選手を育成します

園児(年長)～小学生対　象

１５：３０～１６：２０ ５０min
９：００～９：５０ ５０min

ジョイサッカースクール 走塾 ハラッパ

キッズアスリート教室
子どもたちの「ゴールデンエイジ期」に向けて

園児・小学1・2年生

園児滋賀ＦＡキッズアカデミー

小学１・２年滋賀ＦＡキッズアカデミー

対　象

小学1～6年生対　象

１６：３０～１7：3０ 60min
10：００～11：0０ 60min

滋賀FAキッズアカデミー

サッカーを始める第一歩。サッカーを楽しむことを目的に「ボー
ル遊び」の中で様々な運動神経を促進させるよう指導します 。
サッカーの基本技術の習得と基礎体力作りを図っていきます。
個の育成を第一目標とし、年代に即した育成をめざします。ま
たサッカーを通じての人間育成をめざします。

小学3～6年生対　象

スキルアップコース

小学3～6年生対　象

エキスパートコース
小学3～6年生

水開催曜日

16:00～17:00時　間

日開催曜日

10:00～11:00　キッズアスリート
11:00～12:00　専門種目

時　間

対　象

月・木曜日　17:00～18:00　
園児～小学６年生まで対　象

日　程

女子コース

喜びを表現できる
魅力ある選手を育てる。 TRACK&FIELD

（公社）滋賀県サッカー協会のキッズプログラム。プルアップ
の取り組みを県下５ヵ所で開催。ジョイサッカースクールは湖
東校として開催。年2回程県内5ヵ所の生徒の合同練習を予
定。潜在的な能力の高い子どもたちに年令や成長に合った良
い環境と指導の場を与えます。

女の子でも本気で練習に取り組むことで、サッカーの面白さや
楽しさを存分に感じてもらいます。個の育成を基本とし、「止め
る・蹴る・運ぶ」の技術を高めます。また４年生からは彦根女子
選抜として試合や大会参加など、チーム活動を行う事も可能に
なります。（任意）

サッカースクールの選手養成コース。楽しく厳しくの指導を
モットーにどんな状況においても負けない人間を育てます。
実践で使える技術を身につけ、サッカーを通じた人格形成の
促進、サッカーレベルの向上によりプロフェッショナルな人間
形成を目指します。

9,000円+税月謝5,000円+税月謝

5,000円+税月　謝

１７：３０～１８：４０ ７０min
小学３・４年スキルアップコース

小学５・６年スキルアップコース
１８：５０～２０：００ ７０min

１7：3０～18：5０ 80min
小学3・4年エキスパートコース

小学5・６年エキスパートコース
１８：５０～２０：３０ 100min

１８：５０～２０：００ 70min
１１：００～１２：００ 60min

小学３・４・５・６年女子コース

フットサルコース
フットサルコースはＵ－１２年代でサッカーとフットサルの両方を取
り組める環境です。フットサルは育成年代で有効活用することでフッ
トボーラーとしての高い技術力と素早い判断力、そしてアイデアを
共有させたグループ戦術を身に付けるのに非常に適しています。
フットサルコースではその為の正確さと速さを両立させたトレーニ
ングを行っています。フットサルで得た「個」のスキルはこの先のジュ
ニアユース、ユース年代でのサッカーにも大きく役立ちます。

選
手
育
成
ク
ラ
ス

１７：３０～１８：４０ ７０min
１４：００～１６：００ １２０min

全学年（金）
1～3年（土）

１６：００～１８：００ １２０min4～6年（土）

週
４
回

通常選択のコース【アカデミー(週３回)、スキルアッ
プ、エキスパート、女子】にプラス金曜･土曜に練習を
行います。他に練習試合や大会にも参加しています。

トレーニング場所は能登川スポーツセンターとなります。
（天候等で急遽、変更となる場合がございます）
※ジョイクオリアントの試合等のチーム活動には参加不可。
※あくまでもスクールとなりますので、スポーツ障害保険への
加入は各自で行ってください。カテゴリーが上の年代とのト
レーニングとなりますので加入しておくことを勧めます。

小学5・6年生対　象女子エリートコース

女子エリートコースはジョイジュニアユースサッカークラブクオリア
ント（中学年代のクラブチーム）のトレーニングに一緒に参加するこ
とができるコースとなります。次世代の選手を指導している指導者
だからこそ分かるジュニア年代から取り組むべき内容を早くから学
んでおくことで、中学年代になった時に違和感なくプレーが行える。
また即戦力になれるハイレベルな選手の育成を目指します。

１８：００～２０：００ 120min

月・木・金
土

水・金

水・金
月・木・金
土

水・金

水・金

土
月・木

月・木

週2回

週2回

週3回
週2回

週2回

週2回

週3回を選択

週3回を選択

※5年生は審査あり

キッズアスリートコース キッズアスリートスペシャルコース

確固不抜 ～信念を貫け～

技術と人間力ともにテッペンを目指す野球塾！
一番楽しんだものが一番伸びる！

はらっぱ
Ｔボール教室

新設コース 2019年6月スタート!

9月スタート!

野球の打って･走って･守る楽しさとルールを覚
え、野球に触れ合う時間を増やし､野球が上
達するコツをつかんで頂きます。また､野球未
経験の子ども達でも安全に楽しめます。

硬式高校野球を目指す中学3年生を対象にした野球塾。高校入学までの約半年間で硬式に慣
れ、技術や体力を落とすことなく維持・向上する事を目指し、ウエイトトレーニング・メディカル
チェック・動作解析をして、故障しない体作りを行い高校入学後即戦力となれるように準備・土
台作りの指導をしていきます。

日曜日　13:00～15:30　
小学１年生～6年生対　象

日　程

日曜日　13:00～15:30　 中学３年生対　象日　程

小学生
硬式コース

新設コース 2019年4月スタート!

硬式のボールに慣れて頂き､時に楽しく時に厳
しく全体指導を行い､野球の指導を通じて人
間力の育成や考える力を伸ばしていきます。

※硬式コース選択の方は水曜・金曜日の全体指導にも参加頂けます

壁当て スラックライン
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●園児［年長］（軟式） ●はらっぱTボール教室

7,000円+税月　謝

●小学生（軟式）週1コース ●中学生（軟式）週1コース

8,000円+税月　謝

●中学3年生（硬式） ●小学生硬式コース

12,000円+税月　謝

●小学生（軟式）週2コース ●中学生（軟式）週2コース 7,000円+税月　謝5,000円+税月　謝

5,000円+税月　謝3,000円+税月　謝

スクール生･塾生の
スクール併用受講の場合

キッズアスリート教室のみ
受講の場合

●滋賀FAキッズアカデミー
●スキルアップコース
●女子コース
●フットサルコース

●フットサルコース＋通常コース

6,000円+税月謝

●エキスパートコース

6,000円+税月謝

●女子エリートコース 週2コース

4,000円+税月謝

●女子エリートコース 週1コース

キッズアスリート教室のみ
受講の場合

スクール生･塾生の
スクール併用受講の場合走

塾
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4,000円
+税

5,000円
+税

週１
月　謝

月　謝

6,000円
+税

7,000円
+税

週２
月　謝

月　謝

8,000円
+税

9,000円
+税

週３
月　謝

月　謝

無料体験

ウィーク

※スクールは現在のチームに所属したままご入会いただけます。※入会後はＪＲ能登川駅まで送迎が利用可能です。


