
競技団体主催のスポーツ教室・ジュニアクラブの案内
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ク ラブ 名
香川ダイビングクラブ
（水泳・飛込競技）

綾川ホッケークラブ

かがわボクシングクラブ

高松レスリングクラブ

Ｂ＆Ｇ高松海洋クラブ
（ジュニアヨットクラブ）

香川ジュニアアスリートクラブ
西讃地域

高松市サイクル
スポーツ少年団

香川ジュニア
フェンシングクラブ

東かがわジュニア
フェンシングクラブ

さぬきラグビースクール

香川シーオリーブジュニア
ラガーズ

高松ラグビー少年団

高松北ヤングラガーズ

府中湖カヌークラブ

国市カヌークラブ

香川銃剣道ジュニアクラブ

アイススケート教室

香川ジュニア
アイスホッケークラブ

ボウリング

香川ジュニア
アーチェリークラブ

★ 見学・体験の場合は、会費・保険料などが無料になる場合があります。
★ 日程や会場が変更になることもありますので、参加の前には必ず連絡を取るようにしてください。

香川ジュニア
なぎなたクラブ

SANUKI Jr WATERPORO CLUB
 （水球）

香川ジュニアアスリートクラブ
東讃地域

ハンドボール教室

毎週月・水・木・金曜日
毎週土曜日

植村　佳員（県総合プール）県立総合水泳プール

綾川町ふれあい運動公園

高松工芸高
ボクシング場

高松北中・高
レスリング場

香川中央高
レスリング場

せとうちサスティナブル
ヨットハーバー

多度津高
ウエイトリフティング場

香川中央高
ウエイトリフティング場

高松市香川総合体育館

高松競輪場
＊競輪開催時は高松周辺道路

高松北高西体育館

とらまるてぶくろ体育館
（東かがわ市）

丸亀市周辺
土器川河川敷（丸亀市）

坂出市周辺
坂出第一高校グラウンド

高松市周辺
飯田運動公園（高松市）

高松市周辺
高松市内グラウンド

坂出市府中湖カヌー競技場

国市池
（三豊市高瀬町）

尽誠学園高
修徳館（銃剣道道場）

トレスタ白山アイスアリーナ
（三木町）

トレスタ白山アイスアリーナ
（三木町）

太洋ボウル

香川中央高
河川敷グラウンド

まんのう町満濃農村環境改善
センター

かわなべスポーツセンター
プール

事前に連絡をお願いします。

事前に連絡をお願いします。

香川銀行シラソルが指導
します。

事前に連絡をお願いします。

会費２,０００円／月
事前に連絡をお願いします。

１７：００～２０：００
　９：００～１２：００

毎週日曜日 ９：００～１２：００

毎週木曜日
毎週土曜日

１９：００～２０：３０
１０：００～１２：００

毎週水曜日 １８：３０～２０：３０

毎週土曜日

毎週土曜日

１７：００～１９：００
（要相談）

１７：００～１９：００
（要相談）

毎週木曜日
毎週土曜日
毎週日曜日

３月～１２月
毎週日曜日

１８：３０～２０：３０
９：３０～１１：３０
１６：００～１８：００

９：３０～１６：００

（開催日未定）
毎週木曜日

毎週土曜日

１９：００～２０：３０

１４：００～１６：００

毎週日曜日 ９：００～１２：００

毎週金曜日

毎週土・日曜日

１８：００～２０：００

毎週土・日曜日 １３：３０～１７：００

毎週日曜日 ９：００～１２：００

毎週土曜日 ９：００～１１：００

①１１月～３月　日曜日（各月３回）
②冬休み体験教室（冬休み中）

９月下旬～４月上旬
毎週木曜日
毎週日曜日

毎週金曜日

土曜日
（詳細はホームページに掲載）

１９：００～２０：３０
７：００～９：００

２０：００～２１：００

１４：００～１６：００

毎週木曜日 １９：００～２０：３０

毎週土・日曜日 １０：００～１２：００
１４：００～１６：００

毎週土曜日

９：００～

１０：００～

毎週日曜日 ９：３０～

毎週土曜日 ９：００～

開 催 日 時 開 催 場 所 連 絡 先 等 備 　 　 考

　県内の競技団体では、いろいろなスポーツに小学生時代から取り組んでもらい、香川や日本を代表する選手を
育てられるよう、継続した指導を受けられるスポーツ教室やジュニアクラブを運営しています。
　テレビでしか見たことのないスポーツを経験できるチャンスですので、ぜひ参加してみてください。

０８７ー８８５ー３８２１

川原　篤（指導者代表）
０８０ー３１６７ー７８０６

梅下　悟（高松工芸高）
０９０ー６８８７ー４１２０

竹下　敬（高松北高）
０９０ー８９７１ー５４８８

山下　和代（代表）
０９０ー４７８９ー８８１６

小野澤　秀典（担当）
０９０ー２５３８ー２４３３

担当：奈良
０９０ー４５００ー６３３２

担当：大塚
０９０ー５２７９ー６１５５

出本（団長）
０９０ー３７８８ー３６９５

石田（代表）
０９０ー２７８１ー６４７１

田中（代表）
sanukirugbyschool@gmail.com

和田（代表）
sakaide.rfu@gmail.com

辻（代表）
tsuji09156@yonden.co.jp

田中（代表）
taka.kita.yrs@gmail.co.jp

坂出市府中湖カヌー競技場
０８７７ー４８ー１８８５

高瀬Ｂ＆Ｇ海洋センター
０８７５ー７３ー４７００

石川　慎也（尽誠学園高）
０８７７ー６２ー１５１５

元木　倫子（代表）
０８７ー８８７ー０６４４
トレスタ白山アイスアリーナ
０８７ー８９８ー８８８１

柏原　敏宏（香川中央高）
０８７ー８８６ー７１５１

代表　浜田　健司
０８７ー８６６ー５５３５（勤務先）
０９０ー５１４０ー３９２２

太洋ボウル（青木）
０８７ー８３３ー０３００
０９０ー４７８５ー６５８１

大岡　久美（代表）
０８７７ー７３ー３６６５

大山　和伸（事務局）
０９０ー５９１３ー９３７７

大前（代表）
とらまるてぶくろ体育館
０８７９ー２４ー１８１０

高松市香川総合体育館
０８７ー８７９ー８０００

保険代８００円
運動着・体育館シューズ

会費４,０００円／月
保険代８００円／年
着替え・水筒の準備

保険代１,４５０円
会費１,０００円／月

会費２,０００円／月

見学に来られる方は、
代表者へ連絡をお願い
します。

随時体験募集中

随時体験募集中

事前に連絡をお願いします。

保険代８００円／年
会費１,０００円／月

申込方法等、詳細について
は、代表者に問い合わせて
ください。

５月～９月は、トレスタ白山にて
インラインスケートなどの
陸上トレーニングをします。
毎週日曜日９：００～１１：００

事前に連絡をお願いします。

香川ジュニアアーチェリークラブ
ホームページもご覧ください。

事前に連絡をお願いします。
随時体験募集しております。

事前に連絡をお願いします。

府中湖ボートクラブ 府中湖特設漕艇場毎週土・日曜日

毎週日曜日

９：００～１１：００

１０：００～１２：３０

大砂古　昂生（事務局）
０９０ー５７１５ー６３４８

事前に連絡をお願いします。

香川ジュニアトランポリンクラブ
高松市総合体育館第２競技場
ヴィスポことひら
ヴィスポことひら

毎週月曜日
毎週木曜日
毎週日曜日

１７：３０～２１：００
１９：３０～２１：００
１７：００～２０：００

矢部　紀子（代表）
０９０ー５２７５ー３６０５

事前に連絡をお願いします。

さぬきジュニアライフル射撃クラブ
香川県ライフル射撃協会
ライフル射撃場
（高松市国分寺町新名２２１５-５）

山下　晃弘（代表）
０９０ー６２８３ー４２９５

事前に連絡をお願いします。
随時体験募集しております。

香川県教育委員会 公益財団法人

香川県スポーツ協会〈後 援〉

参加者
募集！
参加者
募集！

 7月29日7月29日
小学校3年生・4年生
80名程度

申込締切

小小小小小対　　象

8888募集人数

令和4年令和4年 金

スポーツ体験スポーツ体験スポーツ体験
プログラ

ム

令和4年度
スーパー讃岐っ子育成事業

令和4年度
スーパー讃岐っ子育成事業



注意事項

参考資料

参加申込

注意事項

問合せ先

ゴールデンエイジについて
発育・発達パターン

年
間
発
達
量

1

※原則として5回すべてのプログラムに参加できる人

プログラム内容 （予定）

7 6 3

丸
亀
市
金
倉
町
８３０

往信

返信

記入しないでください。

◆住所

※兄弟姉妹（3・4年生）で一緒に参加

　したい場合は、併記してください。

※日中連絡可能な番号を記入してください。

◆学校名

◆電話番号

◆氏名・性別・学年

P
ik
a
ra
 

ス
タ
ジ
ア
ム
　
御
中

本
人
の
住
所

本
人
の
氏
名
　
行

0 0 5 3

令和4年 7月29日（金）

令和4年 10月   8日（土）

2 令和4年 10月16日（日）

3 令和4年 11月26日（土）

4 令和4年 12月10日（土）

5 令和5年 1月14日（土）

80名程度 ※申込多数の場合には、抽選となります。なお、抽選結果については、
　8月中旬に個人宛に発送予定です。

Pikaraスタジアム　TEL 0877-21-5800
（香川県教育委員会事務局保健体育課スポーツグループ　TEL087-832-3766）

　スポーツ体験プログラムとは、小学生が運動に取り組むきっかけづくりとして、走・跳・投など基
礎的運動の実技講習やさまざまなスポーツ種目の体験教室を行い、体力の向上を図ろうとするも
のです。各分野の専門的な指導者による５回の実技プログラムを予定しています。

　スポーツ体験プログラムとは、小学生が運動に取り組むきっかけづくりとして、走・跳・投など基
礎的運動の実技講習やさまざまなスポーツ種目の体験教室を行い、体力の向上を図ろうとするも
のです。各分野の専門的な指導者による５回の実技プログラムを予定しています。

体の使い方の基礎が
養われる時期。特定
のスポーツではなく、
いろんな動きにチャ
レンジすることがよ
いとされている。

神経系の発達が90％に達する。
見ただけで即座に習得することが
できる時期であり、今までできな
かったことが突然できるようにな
るなど、技術・センス共に大きく成
長が見込める時期である。

筋肉・骨格が発達するこの時
期は、ゴールデンエイジで身に
つけたテクニックを実践で生
かすパワーが養われる。戦術
を身につけ、頭を使って上達し
ていく時期である。

小学生時期のスポーツ
　アスリートの育成で最も重要なのは、選手にけがをさせな
いことです。そのため、特に小学生時期には子どもの発育・
発達に合わせた運動と休養が必要です。小学生時期の運動
の目安は1日2時間を週3日間程度といわれています。また、
十分な準備・整理運動を行い、栄養バランスの取れた食事や、
睡眠、勉強など、基本的な生活習慣を身につけることが大切
です。これらを身につけることが、選手の技能向上につながり
ます。保護者の皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

ゴールデンエイジ（9歳～12歳頃）
　9歳～12歳頃になると、神経系の発達がほぼ完成に近づ
きます。そのため、一生に一度だけ訪れる「即座の習得」（あ
らゆる動作を極めて短時間に覚えること）が可能となりま
す。この時期は、「ゴールデンエイジ」と呼ばれ、様々な技術
的能力（スキル）の獲得に最適な時期として、アスリート育成
において世界的にもたいへん重要視されています。

（当日消印有効）

（注1）
往信側の右側は、返信用の
裏面になります。結果の
通知文が記入されます。

（注2）
返信側の右側は、抽選会時
のデータとなりますので、
丁寧に記入してください。

（注3）
兄弟姉妹（3・4年生）の申
し込みは、一緒に参加を希
望する場合は、1枚に併記
してください。単独でも参
加を希望する場合には、
1人1枚のハガキでお申し
込みください。

スポーツ体験スポーツ体験スポーツ体験

香川県内在住の

小学校3・4年生

令和
4年度

参加資格

申込締切

募集人数

〔Pikaraスタジアム〕9：30～11：30
走動作（香川陸上競技協会）

〔Pikaraスタジアム〕9：30～11：30
跳動作（香川陸上競技協会）

〔丸亀市民体育館〕9：00～12：00
マイスポーツ発見プログラム（各競技団体）

〔Pikaraスタジアム（補助競技場）〕9：30～11：30
球技（カマタマーレ讃岐）

〔Pikaraスタジアム〕9：30～11：30
投動作（香川県小学校体育連盟）
保護者プログラム

プレゴールデンエイジ
（3～9歳）

0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19歳

ゴールデンエイジ
（9～12歳）

ポストゴールデンエイジ
（12～14歳）

脳と神経系

動作の習得

身長

ねばり強さ

力強さ

呼吸・循環器系 筋・骨格系

●実施会場までの送迎は、保護者の方が責任をもってお願いします。

参加申込は往復はがきでお願いします！

※新型コロナウイルス感染症対策のため、参加者は次のとおりご協力をお願いします。
　•発熱や咳等の風邪症状等が見られる方や体調不良の方は、ご来場をお控えください。
　•会場ではマスクを着用してください。ただし、運動時は除きます。
　•入場・退場時やお手洗い後等には、会場に設置している消毒液で手指を消毒してください。
　•保護者の方が観覧される場合、混雑を避け、間隔をあけて（できるだけ2m以上）観覧してください。
　•その他主催者スタッフが指示した措置に従って、感染症予防に努めてください。

※天候の状況や新型コロナウイルス感染症の影響により、プログラムを中止する場合は、以下のホーム
　ページ上にてお知らせします。

〈申込先〉　　〒763-0053　丸亀市金倉町830　　Pikaraスタジアム

往 信

返 信

往復ハガキに住所・氏名・性別・学校名・学年・電話番号を明記し、下記宛にご応募ください（持参可）。
返信ハガキには、結果及び諸注意を記入して返送いたしますので、何も記入せずにお出しください。プログラムプログラムプログラム

•Pikaraスタジアム〈HP〉 •香川県教育委員会事務局保健体育課〈HP〉


