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会 場

名古屋市内在住の小学生で構成されたチーム ※稲武･中津川の招待チームを含みます。

高学年の部 小学3～6年生で12～15名（12人制）15チーム
低学年の部 小学1～4年生で 8～15名（ 8人制）30チーム

高学年の部 9：30～11：30（受付 9：00～）
低学年の部① 12：30～14：00（受付12：00～）
低学年の部② 14：30～16：00（受付14：00～）

①基本ルールは日本ドッジボール協会公認ルールに準じた｢ナゴヤ夢ドッジルール｣で実施。
②リーグ戦。1チームが4ゲーム行います。
③1ゲーム5分。低学年の部は8名対8名、高学年の部は12名対12名。
④試合球は､低学年・高学年ともに､公認ボール3号球を使用。
⑤チーム名は12文字以内。

日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール

1チームにつき必ず2名の成人の引率者が必要です。(1名は選手の誘導･指導係。1名は控え席で待機。)

〒457-0833 名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16
(公財)名古屋市教育スポーツ協会 事業課内 ｢子どもスポーツフェスタ事務局｣
TEL (052)614-7504 FAX(052)614-7149

開催時間

対 象

募集チーム数

大会について

引 率 者

申込･問合先

子どもスポーツフェスタ･冬は､市内の小学生の皆さんを対象とした､ドッジボール・
ソフトバレーボール・3×3バスケットボール・フットサルの大会イベントです｡
友達や仲間といっしょに参加してみませんか？



【 会 場 】
稲永スポーツセンター第1競技場

【 開催時間 】
10:00～16:00（受付 9:30～）

【 対 象 】
名古屋市内在住の小学生で構成されたチーム

【 募集チーム数】
小学6年生以下の部(ネット高200cm)12チーム
小学4年生以下の部(ネット高180cm)8チーム(1チーム4～8名)

【 大会について】
①ソフトバレーボール規則･オフィシャルルールに準じて実施します。
②15点先取3セットマッチ､2セット先取です。
③ゲームは､4名対4名で行います。
④ゲームの組み合わせは､主催者により決定します。1チームが4ゲーム
以上行います。低学年用のゴムボールを使用します。

⑤チーム名は12文字までとします。

1チームにつき必ず2名以上の成人の引率者が必要です。
また､引率者1名は､審判の補助を行っていただきます。

【 申込･問合先】
〒455-0845 港区野跡五丁目1番10号
稲永スポーツセンター内｢子どもスポーツフェスタ｣係
TEL (052)384-0300 FAX (052)384-0303

【 引 率 者 】

【 会 場 】
名東スポーツセンター第1競技場

【 開催時間 】

40チーム(1チーム 3～6名)

【 対 象 】

名古屋市内在住の小学4～6年生で構成されたチーム

【 募集チーム数】

午前の部 10:00～12:00(受付 9:30～)
午後の部 14:00～16:00(受付 13:30～)

①日本バスケットボール協会競技規則に準じて実施します。
②1ゲーム7分で行います。
③バスケットボールコートの半分の広さで､1つのゴールを使い
ゲームは 3名対3名で行います。

④5チームによるリーグ戦です。1チームが4ゲーム行います。
⑤午前･午後の割り振り､ゲームの組み合わせは､主催者により決定します。
⑥チーム名は12文字までとします。

【 引 率 者 】

【 申込･問合先】

〒465-0067 名東区猪高町大字高針字勢子坊307番地の12
名東スポーツセンター内｢子どもスポーツフェスタ｣係
TEL (052)705-4948 FAX (052)705-4952

1チームにつき必ず1名以上の成人の引率者が必要です。

【 大会について】

小学生

●応募方法は､名古屋市電子申請サービスからお申込み、もしくは｢参加申込書兼同意書｣に記入の上､各イベントのお申込み先へ郵送またはFAXしてください｡
「ナゴヤ夢ドッジ」はＦＡＸでお申込みは不可。申込み締切日は各イベント案内欄に記載してあります。
なお､応募者多数の場合は抽選となります。(抽選の日程等につきましては、各施設にお問い合わせください)

●部活動などで学校から参加する場合は､当該学校長の承認が必要です｡
●各種目とも1人が複数のチームに登録して参加することはできません｡
●会場内は､必ず室内専用シューズを利用してください｡服装は､運動のしやすいものを着用してください｡
●その他協賛事業に関しては別ページをご覧いただくとともに、申込み等詳細は各開催施設にお問い合わせ
ください。

参加にあたって

名古屋市電子申請サービス
※キーワード検索で
「子どもスポーツフェスタ」を

入力してください！

注意事項

●暴風警報等の荒天やその他災害等突発的な事由、疫病等により危険が予見される場合は､主催者の判断により中止する場合があります｡(順延なし)
また､事業中止の場合､当日午前7時に｢(公財)名古屋市教育スポーツ協会ホームページ(http://www.nespa.or.jp/)上の｢協会からのお知らせ｣において
告知します｡

●主催者は傷害保険に加入しますが､事業中の事故等について､応急処置及び主催者の故意または重大な過失によるものを除き一切の責任を負いません｡
●個人情報の取り扱いについて
主催者は個人情報の保護に関する法律及び関連法令を遵守し、主催者側の個人情報方針に基づいて参加者の個人情報を取り扱います。本申込書に記載
された個人情報は､本事業の開催事務以外の目的には使用しません｡

●主催者は記録写真を撮影します。イベント開催中の写真・記事・記録等のテレビ・新聞・インターネット等への掲載権と肖像権は主催者側にあります。

露橋スポーツセンター競技場

20チーム(1チーム 5～8名)

【 対 象 】
名古屋市内在住の小学3～4年生で構成されたチーム
名古屋市内在住の小学5～6年生で構成されたチーム

【 募集チーム数】

午前の部 9:30～13:00(受付 9:00～)
午後の部 14:00～17:30(受付 13:30～)

①日本サッカー協会フットサル競技規則に準じて実施します。
②1ゲーム8分で行います。(参加チーム数により変更することがあります)
③ゲームは5名対5名で行います。
④5チームによるリーグ戦です。1チームが4ゲーム行います。

(参加チーム数により変更することがあります)
⑤午前･午後の割り振り､ゲームの組み合わせは､主催者により決定します。
⑥チーム名は12文字までとします。

【 申込･問合先】
〒454-0022 中川区露橋２丁目１４−１
露橋スポーツセンター内｢子どもスポーツフェスタ｣係
TEL (052)362-4411 FAX (052)362-4431

1チームにつき必ず1名以上の成人の引率者が必要です。
また､引率者1名は､運営協力をしていただきます。

【 引 率 者 】

【 開催時間 】

【 会 場 】

【 大会について】

イベントはすべて1月21日(土)開催です｡

●以下に該当する場合は、参加の見合わせを求めることがあります。(イベント当日に書面で確認を行います)
・発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、呼吸困難などの不調症状がある
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合や、新型コロナウィルス感染症陽性者との濃厚接触がある場合
・国、厚生労働省が定める、国・地域から入国をした際の自宅待機期間中

●参加受付や更衣、待機時などの運動時以外の場面は、可能な限りマスクの着用をお願いします。
●当日は、新型コロナウイルス感染防止のために、主催者が決めた措置・指示に従っていただきますようお願いします。
●イベント終了後2日以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者にすみやかに報告してください。
●参加者から新型コロナウイルス感染症感染者が発生した場合は、個人情報を名古屋市や関係の保健センターへ提供する可能性があります。
●新型コロナウイルス感染症の状況によりイベント開催の規制または自粛が要請された場合、また、イベント開催中に感染が認められた場合は、イベント
内容を変更または中止する場合があります。

新型コロナウイルス感染症に関すること



「子どもスポーツフェスタ･冬」参加申込書兼同意書

引率者名および引率者住所 （下記①の方の住所に結果通知を送付します） 連絡先(TEL)

①
引率者名

〒

②
引率者名

〒

チ
ー
ム
名

(フリガナ)
備

考

(特記事項があればご記入ください)

(12文字まで)

№ 参加児童名 学校名 学年 № 参加児童名 学校名 学年

1 9

2

3

4

5

6

7

8

学校から参加される場合はご記入ください。

上記の児童の参加を申し込みます。 令和 年 月 日

学校名 校長名

●ナゴヤ夢ドッジ 低学年の部 [ ] (1チーム 8～15名) 高学年の部 [ ] (1チーム 12～15名)

●エンジョイ・ソフトバレーボール (1チーム 4～8名) 6年生以下の部 [ ] 4年生以下の部 [ ]

●エンジョイ・３×３バスケットボール (1チーム 3～6名) [ ]

●エンジョイ・フットサル (1チーム 5～8名) 3～4年生のチーム[ ] 5～6年生のチーム[ ]

参加希望種目の［ ］に○を1つ付けて下さい。 (参加種目により申し込み先が異なります)

用紙が足りない場合は､この用紙をコピーしてお使いください。

★引率者の方はどなたですか

［ ］保護者 ［ ］その他（ ）

★この事業「子どもスポーツフェスタ･冬」を何で知りましたか（複数回答可）

［ ］学校からのチラシ ［ ］スポーツセンターなどにおいてあったチラシ
［ ］広報なごやの記事 ［ ］インターネット ［ ］その他（ ）

★参加する児童はどういう仲間ですか（複数回答可）

［ ］クラスの友達 ［ ］地域の友達 ［ ］学校の友達 ［ ］スポーツ少年団
［ ］地域ジュニアスポーツクラブ ［ ］子ども会 ［ ］その他（ ）

引率者の方へ アンケートにご協力ください。［ ］に○をつけてください。

私は、下記記載内容を了承し、申し込みいたします。
●イベント開催中に写真撮影及び協会ホームページにて当該写真の掲載を行う場合があります。参加申し込みされる
方は、写真撮影及び掲載に同意されたものとさせていただきますのでご承知おきください。



(公財)名古屋市教育スポーツ協会は『子どもスポーツフェスタ・冬』

すべての事業を応援しています｡

(事前に申し込みが必要な事業もありますので、申し込み方法など詳細は各開催施設へ直接お問い合わせください)
協賛事業のご案内

【障害者スポーツ体験会inガイシ】
パラリンピックの競技種目である「ボッチャ」につ
いて競技ルールを学び、実際に体験ができます。

【日 時】 令和4年12月10日(土)
10：00～11：30 

【会 場】 日本ガイシ スポーツプラザ
第3競技場

【参加料】 無料
【定員等】 小学生以上 20名

※小学生の方は保護者同伴
【問合せ】 日本ガイシホール

TEL 052-614-3111
FAX 052-614-3120

【キッズチアダンス教室】
小学校低学年のお子様を対象としたキッズチアダ
ンスの体験会を行います。初心者の方も安心して
ご参加下さい。

【日 時】 令和4年12月15日(木)
16：10～17：10

【会 場】 緑スポーツセンター キッズルーム
【参加料】 880円(税込) 
【定員等】 小学1年生～2年生 25名
【問合せ】 緑スポーツセンター

TEL 052-891-7775
FAX 052-891-7779

【スポーツ広場】
グループや家族、個人でバドミントンや卓球など
が気軽にできます。

【日 時】 令和4年12月17日(土)
令和5年 1月21日(土)
18：30～20：30(両日)

【会 場】 枇杷島スポーツセンター 第1競技場
【参加料】 330円（小学生以上）
【定員等】 60名

※中学生以下の方は保護者同伴
【問合せ】 枇杷島スポーツセンター

TEL 052-532-4121
FAX 052-522-8520 

【おもいっきり冬を楽しもう！SUP
&水上遊具体験会】

プールの上に浮かぶ水上遊具、施設初登場SUP
で遊んでいただけます。

【日 時】 令和4年12月25日(日)
9:00～10:00

【会 場】 鳴海プール 温水プール
【参加料】 1,100円 (税込) 

※別途温水プール入場料が必要です
※10時以降もプールをご利用いただ

けます
【定員等】 小学1年生～6年生 30名
【問合せ】 鳴海プール

TEL 052-891-9314
FAX 052-891-4301 

【冬休みフットサルクリニック】
フットサルが大好きな小学生集まれ！ 名古屋オー
シャンズサテライト選手と触れあいながら基礎練
習やゲーム練習でレベルアップを目指そう！！

【日 時】 令和4年12月26日(月)
10:00～11:30

【会 場】 中村スポーツセンター 第1競技場
【参加料】 500円
【定員等】 小学生 60名
【問合せ】 中村スポーツセンター

TEL 052-413-8021
FAX 052-413-8023 

【SUP&水上遊具体験会】
SUPとさまざまな水上遊具で遊んでいただけます。

【日 時】 令和5年1月8日(日)
9:00～10:00

【会 場】 東スポーツセンター 温水プール
【参加料】 1,100円 (税込) 

※別途温水プール入場料が必要です
※10時以降もプールをご利用いただ

けます
【定員等】 小学1年生～6年生 20名
【問合せ】 東スポーツセンター

TEL 052-723-0411
FAX 052-723-0440 

【ニュースポーツ体験
〜カローリング＆ドッチビー〜】

2種類のニュースポーツを体験してみよう！ カロー
リングは、”ジェットローラー”をポイントゾーンに
向けて投げ、相手チームと得点を競います！ドッチ
ビーは痛くないフリスビー状のソフトディスクで
ドッチボール形式のゲームをします！

【日 時】 令和5年1月9日(月・祝)
①9:30～10:30
②10:45～11:45

【会 場】 千種スポーツセンター 第2競技場
【参加料】 200円 (税込) 

※ポイント還元最大200P使用可
【定員等】 ①小学1年生～3年生 20名

②小学4年生～6年生 20名
【問合せ】 千種スポーツセンター

TEL 052-782-0700
FAX 052-782-6700 

【障害者スポーツ体験会】
『ボッチャ』をみんなで体験してみませんか？

【日 時】 令和5年1月14日(土)
13:00～14:30

【会 場】 名東スポーツセンター 第2競技場
【参加料】 無料
【定員等】 小学生以上 20名
【問合せ】 名東スポーツセンター

TEL 052-705-4948
FAX 052-705-4952  

【子どもスポーツチャレンジDAY開催】
①元中日ドラゴンズ藤井淳志氏を招いてのスペ

シャル野球教室
②③逆上がり教室、なわとび上達教室

実施いたします。

【日 時】 令和5年1月22日(日)
①10:00～12:30
②13:00～13:45
③14:00～14:45

【会 場】 志段味スポーツランド
野球場、軽運動室

【参加料】 ①スペシャル野球教室 3,500円
(全て税込) ②逆上がり教室 1,100円

③なわとび上達教室 1,100円
【定員等】 ①小学1年生～6年生 50名

②③年長～小学2年生 各10名
【問合せ】 志段味スポーツランド

TEL 052-736-3766
FAX 052-736-3772 

【SUP &サイバーホイール体験】
水の上を転がるサイバーホイールや、パドルを漕い
で水上を進んでいくSUPを体験していただけます。

【日 時】 令和5年1月15日(日)
9:00～10:00

【会 場】 香流橋プール 温水プール
【参加料】 800円（税込）

※別途・温水プール入場料が必要です
※10時以降もプールをご利用いただ

けます。
【定員等】 小学1年生～6年生 20名
【問合せ】 香流橋プール

TEL 052-773-5311
FAX 052-773-5805 

【マンデーフットサル教室】
小学生を対象のフットサル教室です。オーシャンズ
の選手による、フットサル指導！ 室内だから天候も
気にせず受講できます。

【日 時】 令和5年1月23日(月)
18:10～19:30

【会 場】 中スポーツセンター ３階 第1競技場
【参加料】 1,200円
【定員等】 小学生 10名
【問合せ】 中スポーツセンター

TEL 052-232-2327
FAX 052-232-2364

【親子ブラインドサッカー体験】
パラスポーツとして人気の『ブラインドサッカー』を
体験してみよう！

【日 時】 令和5年1月28日(土)
9:00～10:00             

【会 場】 稲永スポーツセンター 第2競技場
【参加料】 1人100円
【定員等】 20組40名 （小学生とその保護者）
【問合せ】 稲永スポーツセンター

TEL 052-384-0300
FAX 052-384-0303 

【トップスイマーに挑戦！】
トップスイマーによるワンポイントアドバイスが受け
られます。また、トップスイマーによる質問コーナー
も設けます。

【日 時】 令和4年11月19日(土)
14:00～15:00

【会 場】 富田北プール 屋内プール
【参加料】 無料（入場料は必要）
【定員等】 小学生以上50名(当日窓口先着順)
【問合せ】 富田北プール

TEL 052-431-8991
FAX 052-431-1466

【トップスイマーがやってくる！】
小学生歓迎！日本トップレベルの選手の方をお迎
えし、模範演技やアドバイスを実施します。アスリー
トの泳ぎが見られるチャンス！

【日 時】 令和4年11月19日(土)
14:00～15:00

【会 場】 山田西プール 温水プール
【参加料】 無料（入場料は必要）
【定員等】 定員なし(当日プール内に集合)
【問合せ】 山田西プール

TEL 052-503-5151                 
FAX 052-503-5272

【トップスイマーがやってくる！】
トップスイマーの泳ぎ(模範演技)を間近で見学で
きます。実技指導も受けられ、泳ぎが上達します。
運動への興味や意欲も高まります。

【日 時】 令和4年11月19日(土)
14:00～15:00

【会 場】 南陽プール 50ｍ屋内プール
【参加料】 無料（入場料は必要）
【定員等】 小学生以上 30名
【問合せ】 南陽プール

TEL 052-303-2015
FAX 052-303-2016

このチラシは、古紙パルプを含む再生紙を使用しています


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

