
対　象 時間 会　場 費　用 定員 開始日 実施回数/開催日 申し込み開始 申し込み

小学生 （土）10：00～10：50 10名 8月22日

年少～年長 （土）11：00～11：50 10名 8月22日

(日）11：00～12：50 10名

（日）13：00～14：50 10名

年少～年長 （水）16：30～17：20 10名

小学生（1～6年生） （水）17：30～18：30 10名

小学生（1～3年生） （木）16：00～17：00 10名

小学生（4～6年生） （木）17：00～18：00 10名

幼児（年少～年長）Aコース （木）16：00～16：45 10名

幼児（年少～年長）Bコース （木）17：00～17：45 10名

幼児（年少～年長）Cコース （木）18：00～18：45 10名

年少（8回コース） （日）9：15～10：00/13：00～13：45 7,600円/8回 10名

年中長（8回コース） （日）10：20～11：10/14：05～14：55 10名

小学生（8回コース） （日）11：30～12：20/15：15～16：05 10名

幼児～小学生 （日）14：10～15：10 種目により変更 調整中

土曜日Aコース 3～4歳（年少クラス） （土）9：30～10：00 4,800円/6回 12

土曜日Bコース 年中クラス （土）10：10～11：00 15

土曜日Cコース 年長クラス （土）11：10～12：00 15

土曜日Dコース 小学生　（1～2年生） （土）12：10～13：00 15

土曜日Ｅコース 小学生（3～6年生） （土）13：10～14：00 15

小学生（4年生以上）～中学生 （土）14：20～15：10 7,800円/6回 15

おとなのフットサル （土）15：20～16：50 7,800円/6回 15

親子野球教室 年少と保護者 （土）13：00～13：50 10

野球教室（保護者参加型） 年中～年長（初心者） （土）14：00～15：00 15

野球が上手くなる教室 年長～小学生 （土）15：10～16：10 15

火曜日Aコー
ス

小学生（1～2年生） （火）16：00～17：00 15 8月11日

火曜日Bコース 小学生（3～4年生） （火）16：30～17：30 15 8月11日

火曜日Cコース 小学生（5～6年生） （火）17：00～18：00 15 8月11日

木曜日Aコー
ス

幼稚園（年少～年長） （火）16：00～17：00 8 8月6日

木曜日Bコー
ス

小学生（1～3年生） （木）17：00～18：00 15 8月6日

木曜日Cコー
ス

小学生（4～6年生） （木）17：00～18：00 15 8月6日

金曜日Aコー
ス

小学生（1～3年生） （金）16：00～17：00 20 8月7日

金曜日Bコース 小学生（4～6年生） （金）17：00～18：00 20 8月7日

小学生以上 （日）15：20～16：20 900円/回 12

幼児（年中～年長）＊4～10月 （金）16：00～16：45 9,000円/6回 15

（金）16：00～17：00（冬期）

（金）17：00～18：00（夏期）　

幼児（年中～年長）＊4～10月 （木）16：00～16:45 9,000円/6回 15

（金）16：00～17：00（冬期）

（金）17：00～18：00（夏期）　

水曜日Aコー
ス

幼児（年少～年長） （水）15：00～15：45 15

水曜日Bコー
ス

小学生（1～2年生） （水）15：55～16：45 20

クリニック 小学生（3年生以上）＊4～9月開催 （水）17：00～18：00 20

日曜日Aコー
ス

年少 （日）12：30～13：00 800円/回 10

日曜日Bコー
ス

年中長 （日）13：10～14：00 1,000円/回 15

日曜日Cコー
ス

小学生（1～2年生） （日）14：10～15：00 1,000円/回 15

日曜日Ｄコー
ス

小学生（3～6年生） （日）15：10～16：00 1,000円/回 15

未就学児～小学生 （木）18：30～19：30 晴海中学校 1,200円/回 contact@oedo.tokyo.jp

*各プログラムへの申込はパソコンメールが受け取れるアドレスよりお願いします。返信メールが届かない場合など無効となります。ご注意ください

*コロナウイルス感染拡大防止より各教室（体験会を除く）の体験　見学はお断りすることがあります。必ず事前に問い合わせてください

下記のメールにお申込み
ください

athletics@oedo.tokyo.jo

申し込みメールアドレス
contact@oedo.tokyo.jp

申し込みメールアドレス
tksm.weekend@gmail.com

プログラム開催日 

キッズチアダンスのペー
ジよりメールにて申し込

み受付

当日会場で申し込み受
付

申し込みメールアドレス
contact@oedo.tokyo.jp

寺子屋のページよりメー
ルにて申し込み受付

明正小学校

8/5、19、26　9/2
9/9、16、23、30

8月6日
8/6、13、20、27
9/3、10、17、24

7/17～先着順

8月2日

開始時期は追って告知（9月以降の予定）

9月～

7/17～24受付
7/27抽選結果

送付

20

20

明石小学校

8/2.16.23.30
9/6.13.20.27

8月7、21、28日は
無料体験会

参加希望の方は
メールにてお申し

込みください

8月6、20、27日は
無料体験会

参加希望の方は
メールにてお申し

込みください

毎週水曜日開催
8/5、12、19、26

9/9　9/16、23、30

10月～

8月5日

やわら護身術（合気道）

かけっこ教室(木曜日コース）

かけっこ教室（金曜日コース）

フットサル
教室

サッカー教
室

（日曜日
コース）

小学生　 10,000円/6回

小学生　 10,000円/6回

4,400円/月
年会費6,600円

別途

10,000円/10回

9月～開始予定

9月～

7,200円/全6回

7/17～24受付
7/27抽選結果

送付

7/17～24受付
7/27抽選結果

送付

7/17～8/7受付
8/10抽選結果

送付

4,000円/月

3,200円/月

マンスリースペシャルレッスン

空手

寺子屋（宿題・漢字検定受験）

チアダンス

毎週日曜日開催
8/2、9、23、30
9/6、13、20、27

当日申し込み

7/17～24受付
7/27抽選結果

送付

サッカーのページより申
し込み受付又は下記の
ページへ連絡ください

http://wakon-
soccercom/contact

7/17～24受付
7/27抽選結果

送付

体操教室（日曜日）の
ページより申し込み受付

7/17～24受付
7/27抽選結果

送付

体操のページよりメール
にて申し込み受付

7/17～24受付
7/27抽選結果

送付

申し込みメールアドレス
tksm.weekend@gmail.com

開催日
会場申し込み

フットサル（土曜日テクニカル侍コース）

フットサル（土曜日大人クラス）

日曜日コース

8月1日

8月5日

8/2　9/6　10/11　11/1　12/13
初回のみ500円

（材料費）
ダーツ

木曜日コース 8月6日
8/6、13、20、27
9/3、10、17、24

8月2日

8/22、29
9/5、12、19、26

サッカー教
室

6,600円/月
年会費6,000円

別途

東京サンレーヴスバスケットクリニック

年少以上（大人も参加可）

4,000円/月

7,200円/8回

6,000円/6回

8/11、18、25

8/6、13、20、27

8/7、14、21、28

野球教室

8/1.8.22.29　9/5.12
（6回コース）

雨天時は9/19.26
へ振り替え

フットサル
（土曜日
コース）

*土曜授業
の日は午後
開催で時間
変更あり

体操
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