
キッズアスリートコースの身体能力向上メニューに
加え、野球、サッカー、陸上などの専門協議を行います。 ステージ1 楽しく元気に体を動かす（0～6歳）幼稚園・保育園

ステージ2 楽しく競技の基礎をつくる（6～12歳）小学生

ステージ3 本格的に競技を始める（12～15歳）中学生

ステージ4 実戦を経験し勝負を知る（15歳～18歳）高校生

ステージ5 高いパフォーマンスを目指す（18歳～）大学・社会人・プロ

ステージ6 競技引退後にスポーツを楽しむ（～生涯）

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

小学生対　象

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4年生～6年生対　象

〒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

検 索キムラスクエアガーデン

【営業時間】月～金 10：00～23：00／土祝 9：00～23：00／日 9：00～20：00　
　　　　　　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

無料体験 申込▶
スクールの詳細は、
ホームページよりご覧ください。

申込は専用フォームより

期間中どのスクールでも何回来てもらってもOK！

4月13日（月）～4月26日（日） スクールに入会の方は入会金無料 ※5月6日（水）までに入会手続き　をしていただいた方が対象です

スクールラインナップ

ジョイサッカースクールサッカー 野球

喜びを表現できる魅力ある選手を育てる。

フットサルは狭いスペースの中でいかに局面を打開するかが大切です。そのためには個人の高
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（2人組・3人組）戦術が必要
となるのです。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。

小学1～6年生  金・土
フットサルコース

滋賀FAキッズアカデミー スキルアップコース

エキスパートコース 女子コース Qualiant U-12

Fearless

陸上 走塾走塾

無料
体験

※2020年4月からの新学年での受講です。

確固不抜 ～信念を貫け～

園児（年長）金曜日 15：30～16：30
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。

水・金曜日 17：00～19：00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。

水・金曜日 19：00～21：00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。

キッズアスリートコース

9,000円+税月謝5,000円+税月謝

●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 5,000円+税月　謝

●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

走塾

走塾プラス

4,000円+税
5,000円+税

週１

月謝 月謝 月謝

月謝 月謝 月謝

6,000円+税
7,000円+税

週２

8,000円+税
9,000円+税

週３

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 水・金開催曜日対　象

週2回

週3回週2回

サッカーに本気で取り組みことでサッカーの
面白さや楽しさを感じてもらい、サッカーを通
じて素晴らしい女性＝なでしこになってほしい
と願っています。

小学3～6年生

週2回

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。

小学3～6年生

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。　

園児・小学1・2年生 月・木・金・土開催曜日対　象

週3回を選択

月・木開催曜日対　象 水・金・土開催曜日対　象

開催曜日対　象

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。

山卓 能登川校
楽しみながら、ラケットの持ち方を覚え
ボールに慣れていきます。個々の能力
に応じてスキルUPしていき、できる喜
びを学び体力向上もしていきます。

●低学年向き（初心者向き）
　16：00～17：00
●高学年向き（経験者向き）
　17：00～18：00
●中学生
　18：00～19：00

時　間

水曜日
（月4回・当教室スケジュールによる）

開催曜日

小学生・中学生対　象

ラケット・水分・室内シューズ持ち物

月　謝 5,000円+税 月　謝 5,000円+税月　謝 5,000円+税

音楽のリズムに合わせて体を動かした
り、リズム感を養ったり、ダンスを踊りな
がら音楽に触れ合ったりと、たくさんの
スキルアップに挑戦します。レッスンの
目標は『ダンスを楽しむ！』ことです。

強くやさしい心を育てます。

●空手コース 
●合気武道コース

空手コース 合気武道コース
日本古来の武道です。女性や年配の方
でも気軽にでき護身術に最適です。

対　象

日曜日
17:00～18:00
園児（年長）～大人

開催曜日

時　間

対　象

日曜日
18:30～19:30
園児（年長）～大人

開催曜日

時　間

空手道・合気武道

卓球教室

❶18:30～19:30
❷19:30～20:30

時　間

月曜日
（月4回・当スクールスケジュールによる）

開催曜日

小学生対　象

室内シューズ・水分持ち物

信崎 夢美（ゆめみ）コーチ
・レジェンド東京　決勝進出
・CLAPダンスコンテスト優勝

コーチ

月・木曜日　17:00～18:00　
園児（年長）～小学６年生まで

キャッチボール＆
Tボール教室

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。

小学生
硬式コース

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。

日　程
対　象

日曜日　13:00～15:30　
小学１年生～6年生

日　程
対　象

※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

ヒップホップダンススクール

突き蹴りを中心とした武道です。子ども
から大人まで楽しくお稽古しています。

気軽に
チャレンジ！

スポーツで

重要なリズムを

鍛えよう！

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。

ハラッパハラッパ

園児(年長)～小学生対　象

水曜日開催曜日

16:00～17:00時　間

キッズアスリートスペシャルコース

●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

日曜日開催曜日

10:00～11:00　キッズアスリート
11:00～12:00　専門種目

時　間

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 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

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

小学1年生～6年生
（園児も参加可能です） 2,000円+税

年会費（保険、事務手数料）10,000円+税月　謝
全種目
フルコース

春のスクール入会キャンペーン
多種多様型育成スポーツクラブ

開校！！
ウィード

子供たちの個性を伸ばしさまざまな場面で個性を発揮できる人材を育成します！

●専門種目のみの受講も可能です
　硬式野球 8,000円+税／Tボール 5,000円＋税／サッカー 5,000円+税／バドミントン 3,000円+税／駅伝・マラソン 3,000円＋税
●各会場の最寄り駅まで送迎があります（JR能登川駅、近江八幡駅）

対 象

硬式野球orTボール

毎週日曜日
13:00～15:30

※受講者は水金の全体指導への
　参加も可能です。

サッカー

駅伝・マラソン バドミントン

日時

キムラスクエアガーデン
野球塾グラウンド

場所

近江八幡市内の体育館場所

※受講者は金土のフットサルコースへの参加も可能です。

毎週火曜日18:00～20:00日時
近江八幡市内のグランドまたは
キムラスクエアガーデンフットサルコート場所

毎週日曜日16:00～18:00日時

キムラスクエアガーデン
フットサルコート場所

毎週水曜日
17:30～19:00

日時 毎週木曜日
園児・初心者コース（親子参加できます）
17:00～18:30
選手コース
18:00～20:00

日時

毎週日曜日
10:00～12:00
キムラスクエアガーデン
陸上グラウンド

場所

要予約

全体指導

●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

●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

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

ある大学の研究者が、「プロになった選手、代表になった選手、アマチュア止まりだった選手が育成年代
にどの程度の練習をしていたのかを調査しました。その結果、トップ選手になればなるほど様々なス
ポーツを長時間やっていたこと、年間100時間は様々なスポーツをやっていたことが分かりました。
野球やサッカーなどの専門競技しかやらない子どもたちの他の運動機能低下が問題となっているの
が現状です。
小学生のときは上手く活躍できている子が、高校生や大人になったときに高度な技術を身に付けるこ
と難しくなり、小学生時代にしか通用しない選手になってしまいます。野球に必要な投げる動作、サッ
カーのドリブルやキックはできる筋力などは鍛えられても、他の運動能力は低下します。脳がそれ以外
の運動は必要ないと判断し、他の運動のための神経回路にストップをかけます。その結果、決められた
動きしかできない不器用な身体能力になってしまいます。
そこで、小学生時代から1種目の競技に絞るのではなく、いろんなスポーツを本気で取り組み「心技体
知」をバランスよく鍛え、身体能力を高め「将来的に勝負する」ひとつの競技に絞り、プロやオリンピッ
クを目指すトップアスリートを育成し「今の結果ではなく10年後の結果を見据える育成システム」を作
りたいという思いで「多種多様育成強化型クラブ」を立ち上げました。世界で戦えるアスリート育成ク
ラブWeed.と共に夢を共有しましょう。

人生に夢があるのではなく、夢が人生をつくる！

キッズアスリート＆各スクール

競技力・人間力の向上 エンジョイスポーツの実現
トップアスリートを目指し活躍し、

将来的にプロ選手、オリンピック選手となる。
スポーツを純粋に楽しみ身体を動かし
幸せなライフスタイルに繋げる。

月・木・金 15：30～16：20　50min
土 9：00～9：50　50min

園児（年中、年長）

月・木・金 16：30～17：30　60min
土 10：00～11：00　60min

小学1・2年

17：30～18：40　70min小学3・4年
18：50～20：00　70min小学5・6年

17：30～18：50　80min小学3・4年
18：50～20：30　100min小学5・6年

水・金 18：50～20：00　70min
土 11：00～12：00　60min

小学3.4.5.6年

下記
QRコード
より


