
戸吹スポーツ公園サニースクールは、広大な芝生や恵まれた
自然環境を活かし子どもの心身をはぐくむ、スポーツ、自然体験、

室内での学びを融合したこれまでにないスクールです。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。

スポーツ教室 自然体験教室

遊びながら学べるプログラムを用意しています。調べ
たり、観察したり、発表したり、子ども達が公園という
自然を舞台に、様々な発見や知識を得る事ができます。
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経験豊富で
多彩な講師陣
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ゴールデンエイジ     の
今の時期にこそ

体験して欲しいプログラム！

（３歳～１2歳）
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運動神経を伸ばすには、五感を使う動作を取り入れ、脳から身体を
鍛えていくことが重要！ この能力を身につけるために、下記の 7 つ
の能力を組み合わせたプログラム（コーディネーショントレーニング）
を実施。

例えば、サッカーだとドリブルをしている時、周囲の状況を確認しなが
らボールをコントロールするなど、多くの情報を処理することができ
るようになります。

アメリカではスポーツを習う前に身につける子が多数！

「コーディネーショントレーニング」を知っていますか？

変換 状況に合わせて、
素早く動きを切替 連結 身体全体を

スムーズに動かす

定位 動いているものと
自分の位置関係を把握 識別 道具やスポーツ用具

などを上手に操作

反応 リズム バランス

※自然体験教室は3歳から小学6年生まで参加可能です。

自然を触って匂いで感じる！よーく観察する！公園の自然を生かした創作活動



スポーツ教室 自然体験教室

戸吹スポーツ公園サニースクール／八王子市戸吹町1746番地1八王子市戸吹スポーツ公園 

※全てのプログラムは、保護者同伴となります。
※雨天及び猛暑日の場合、スポーツ教室は戸吹会館（八王子市戸吹町168-5）
　で開催予定。会場変更の場合はご連絡いたします。
　自然体験教室は戸吹スポーツ公園内の屋内休憩場にて開催予定。
※お休みの場合は、 必ずご連絡をお願いいたします。
※プログラム詳細に関しては別途お問い合わせください

●持ち物：動きやすい服装・飲み物・タオル・カッパ

運動会や体力測定もするよ !!　プログラムの詳細はHPヘ運動会や体力測定もするよ !!　プログラムの詳細はHPヘ

土屋一昭先生
古民家を拠点に「森の演出
家」事業を開始。自然の豊富
な知識で、動植物や虫、鳥の
事を楽しく、面白く教えてく
れるプロ。子どもたちの興味
を引き出し、関心・意欲を高
める「ネイチャーガイド」が
得意。「ザ！鉄腕！DASH‼」
などテレビ出演も多数。「第
五回グッドライフアワード」
にて環境大臣賞受賞。資格
多数所有。

子どもが五感で自然を
吸収できるように
ガイド！

子どもが五感で自然を
吸収できるように
ガイド！

榎戸芳先生
造園施工管理技士を所持。
西多摩にて植物を育てる仕
事を通じて、園芸・植物の面
白さを伝える教室を多数開
催。様々な自然素材を使っ
た工作や植物の育て方など
を農家・母親の目線で分かり
やすく楽しく指導。

自然の知識と
創作活動で
公園を楽しむ！

自然の知識と
創作活動で
公園を楽しむ！

小川佳那惠先生
NPO 法人かぷかぷ山のよう
ちえん代表理事。 保育士。
神戸大学農学部卒。 西多摩
にて、0 歳から親子で自然と
暮らしを日常的に楽しむ場
「かぷかぷ山のようちえん」
を運営。自然さんぽ、畑仕事、
染め物やお絵かき、保存食
づくりなどのてしごとを楽し
むプログラムなどを多数開
催している。

自然と日常を
近くで楽しむ
遊びのプロ！

自然と日常を
近くで楽しむ
遊びのプロ！

林原洋二郎先生
第一種高等学校教員免許保
持。現在は、運動を中心に取
り入れた発達に特性を持つ
子どもの療育に従事。1000
人以上の子どもたちや保護
者の相談を受け、支援を行
う。講演や新聞のコラムなど
も多数。

子どもの「発達」に
関する

プロフェッショナル

子どもの「発達」に
関する

プロフェッショナル

佐々木恵太先生
3歳から中学生対象のスポー
ツ教育に携わり、約2000人
の子ども達へのコーディネー
ショントレーニング、野球指
導の実績を持つ。 運動初心
者への運動指導から、競技
者までの幅広い指導を行う。

運動×医療×健康で
指導。スポーツ教育は

お任せ！

運動×医療×健康で
指導。スポーツ教育は

お任せ！

阿部恭瑛先生
大手幼児教室にて NO.1実
績講師となる。メジャーリー
ガーの大谷選手など有名ア
スリートも実践している原田
式目標達成とメンタルトレー
ニングも取り入れて月 500
人以上を指導。学校法人三
幸学園の保育科コースの外
部講師として幼児体育の教
鞭もとる。資格多数所有。

「その子にあった指導を」
幼児教育の知識と
実践の宝庫

「その子にあった指導を」
幼児教育の知識と
実践の宝庫

全米エクササイズ&
スポーツトレーナー協会（NESTA）認定 
キッズコーディネーショントレーナー

3,240円（
税
込
） ＋ 500円（

税
込
）

体験参加可(500円(税込)／1回限り )
※消費税が上がる場合はそれに伴い上がります

自然体験教室だけの申込みもOK！

●会員制の月会費制● ●都度申込み制●

自然体験教室自然体験教室スポーツ教室スポーツ教室

自然体験教室スポーツ教室

多 彩 な 講 師 陣

料金（月
額）

申込用紙にご記入の上、FAXまたは公園事務所受付窓口までお持ちください申込用紙にご記入の上、FAXまたは公園事務所受付窓口までお持ちください
※申込用紙は、戸吹スポーツ公園HPよりダウンロードできます http://www.tobuki-sp.jp/

申し込み
方法 042-696-3320FAX 042-691-2288お問い合わせ先8 時～ 22時 休園日なし窓口

100種類の以上のプログラムからお子
さまに最適なプログラムを実践！現代
の子どもたちに不足しているいくつか
の動きを、遊びや運動を通して正しく
身につけていきます。発達に不安があ
る、基礎を身につけてスポーツで活躍
したいなど、参加者の声をプログラム
作りに反映します。

●3歳～未就学児［14:00～14:50］

●カリキュラムについて

●小学1年～3年生［15:10～16:00］
※通年月額制

●4月～10月［9:30～11:00］
●11月～3月［10:30～12:00］

土曜日開催土曜日開催
第2・第4第2・第4
月２回開催月２回開催

実施日は下記を
ご確認ください
実施日は下記を
ご確認ください

月1回開催月1回開催対
象
・
時
間

●3歳～小学校６年生まで

※10月以降別途ご案内します。

対
象
・
時
間

4/13 グリーン
アドベンチャー

クイズを交えて公園の自然を学ぼう！
葉っぱのスタンプでカードも作るよ！

5/11 たたき染め 花や葉っぱで手ぬぐいを染めてみよう！
どんな色に染まるかな？

６/8
お家で育てる、
野菜のプランター作り

プランターを作って、
野菜の種まきをしてみよう！上手に育つかな？

７/27 五感で自然を感じる
ツアー

夏休みの自由研究に！虫や植物など、
どんな発見があるかな？

8/10 竹の水鉄砲作り 竹の水鉄砲を作って、
思いきり水遊びしよう！

9/14 大～きな絵を書こう 葉っぱや枝、氷や水を使って自由に
大～きなお絵かきをしちゃおう！


