
毎週土曜日 探検スポーツ 探検テーマ 時間 場所

① 6/20 バレーボール ボールとともに繋ごう、仲間とのキズナ!!
9：30～11：00

東光台体育館

② 6/27 テコンドー 軌道がかわる!?華麗なる足技を習得しよう!!
9：30～11：00

松代交流センター ホール

③ 7/ 4 ソフトボール
ピッチャーとの真剣勝負!?めざせホームラン!!

9：30～11：00
洞峰公園 野球場（※雨天延期）

④ 7/11 ボッチャ 勝負はミリ単位!!集中力とコントロールが鍵!!
9：30～11：00 東光台体育館

⑤ 7/18 YOSAKOIソーラン 気合いのはいった演舞でおまつり気分を味わおう
9：30～11：00 真瀬小学校体育館

⑥ 9/ 5 陸上競技 ～その①～ とことん自分と向き合って“最速”の称号を手に入れろ!!
9：30～11：00 真瀬小学校体育館＆グラウンド

⑦ 9/12 陸上競技 ～その②～ “はしる”以外の陸上競技と言えば…???
9：30～11：00 真瀬小学校体育館＆グラウンド

⑧ 9/26 アウトドア
みんなのお楽しみ☆野外でわくわくクッキング!!

9：30～11：00
ゆかりの森バーベキュー場

10/ 3 予備日 雨天などで中止になった場合など、振り替えて行います。

※プログラムは講師や施設の都合などで変更する場合があります。
※プログラムに使用する持ち物や集合場所などについてはその都度ご連絡いたします。
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[お問い合わせ先] NPO法人Next one.   担当：井上・河田
電話： TEL ：070-5457-8314 ／ MAIL：info@npo-nextone.com



毎週土曜日 探検スポーツ 探検テーマ 時間 場所

① 5/11 陸上（短距離走） 運動会に向けて特訓だ！ 9：30～11：00
真瀬小学校 体育館＆運動場

② 5/18 陸上（リレー） バトンパスをマスターしよう！ 9：30～11：00
さくら学園保育園 体育館＆運動場

③ 6/ 1 ボルダリング 東京2020正式オリンピック種目である
スポーツクライミングにチャレンジ！

10：00～11：30 ボルダリングジム（キュート3F）
モンキーマジックつくば11：30～13：00

④ 6/ 8 スラックライン ラインの上でいろんな技に挑戦しよう！ 9：30～11：00 葛城小学校 体育館

⑤ 6/15 フットサル 巧みなドリブルさばきを体感しよう！ 9：30～11：00 真瀬小学校 体育館＆運動場

⑥ 6/22 社交ダンス 優雅にShall we ダンス！？ 9：30～11：00 真瀬小学校 体育館

⑦ 6/29 水球 ８年ぶりの復活！水中の格闘技に挑戦！ 9：30～11：00 筑波大学内プール

⑧ 7/ 6 アウトドア 親子でアウトドア料理を作ろう！
9：30～11：00

ゆかりの森バーベキュー場

7/13・20 予備日 雨天などで中止になった場合など、振り替えて行います。

※プログラムは講師や施設の都合などで変更する場合があります。
※プログラムに使用する持ち物や集合場所などについてはその都度ご連絡いたします。
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毎週土曜日 探検スポーツ 探検テーマ 時間 場所

① 9/21 ラグビー ワールドカップイヤー記念！！！
ラグビーを深く、熱く！探検しよう！

9：30～11：00 かつらぎ公園

② 9/28 ラグビー 9：30～11：00 かつらぎ公園/さくら学園保育園体育館

③ 10/5 運動会 リーダープレゼンツ！大運動会！！ 9：30～11：00 さくら学園保育園 体育館＆運動場

④ 10/19 ダンス かっこいいダンスを踊っちゃおう 9：30～11：00 松代交流センター ホール

⑤ 11/2 ライフセービング ライフセービングスポーツ！？とは？？ 9：30～11：00 真瀬小学校 体育館

⑥ 11/16 トライアスロン ランとサイクリングに挑戦だ！ 9：30～11：00 ペデストリアン＆筑波大学※調整中

⑦ 11/30 ドッジボール
投げる！受ける！よける！めざせ！

ドッジボールマスター
9：30～11：00

真瀬小学校 体育館

⑧ 12/7 雪合戦（練習） 勝つための戦術を学ぼう！ 9：30～11：00 真瀬小学校 体育館

12/14・21 予備日 雨天などで中止になった場合など、振り替えて行います。

※プログラムは講師や施設の都合などで変更する場合があります。
※プログラムに使用する持ち物や集合場所などについてはその都度ご連絡いたします。
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毎週土曜日 探検スポーツ 探検テーマ 時間 場所

5/12
運動会で活躍だ！

9：30～11：00 真瀬小学校 体育館

5/19
できるだけ遠くに

かっこよくなげるコツをまなぼう！
9：30～11：00

東光台運動公園 多目的広場

（雨天時）さくら学園保育園 体育館

6/2 ※調整中 投げて！打って！捕る！ 9：30～11：00
真瀬小学校 体育館(予定)

or 東光台運動公園 多目的広場

6/9 めざせ！エースストライカー✨ 9：30～11：00 真瀬小学校 体育館(予定)

6/16 ※調整中 リズムにのってゆうがにおどろう！ 9：30～11：00 真瀬小学校 体育館(予定)

6/23
親子参加可！

サマーシーズンスペシャル企画★
9：30～11：00 つくば市 豊里ゆかりの森

6/30 精神統一！きあいのいっぽーん！ 9：30～11：00 真瀬小学校 体育館(予定)

7/7 ※調整中 決めろ！豪快シュート！ 9：30～11：00 真瀬小学校 体育館(予定)

7/14 雨天などで中止になった場合など、振り替えて行います。

※プログラムは講師や施設の都合などで変更する場合があります。
※プログラムに使用する持ち物や集合場所などについてはその都度ご連絡いたします。

[お問い合わせ先] NPO法人Next one.   担当：井上・河田
電話： TEL ：070-5457-8314 ／ FAX : 029-846-5490

mail ：mail.nextone@gmail.com
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