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実施日 時間 場所 持ち物 申し込み先 その他

1 準硬式野球 ５月２３日（月） １７：００ ～ １８：３０ 野球場 ユニホーム(ジャージ等)・帽子
運動靴・グローブ saganek@tokai.ac.jp

当日が雨天の場合は、ここに連絡を掲載いたします。
※グローブは硬式用があれば持参してください。
無い場合は、本校で貸し出します。

2 ラグビー ５月２３日（月） １７：３０ ～ １９：００ ラグビーグラウンド 運動できる服装・スパイク・水筒
（あればヘッドキャップもご持参ください。） nousakan@tokai.ac.jp 初心者でも大歓迎です。

当日が雨天の場合は、ここに連絡を掲載いたします。

3 サッカー ５月２３日（月） １７：３０ ～ １９：００ サッカーグラウンド ボール・スパイク・レガース・水筒 kikuchis@tokai.ac.jp 当日が雨天の場合は、ここに連絡を掲載いたします。

4 女子バレーボール ５月２５日（水） １６：００ ～ １８：００ 体育館２階　アリーナ 体育館シューズ
運動できる服装 fujiwara.umi.k@tokai.ac.jp

5 ソフトテニス（男女） 5月２１日（土） ９：００ ～ １２：００ テニスコート
運動できる服装・シューズ

テニスラケット haida@tokai.ac.jp 当日が雨天の場合は、ここに連絡を掲載いたします。

6 柔道（男女） ５月２２日（日） ９：００ ～ １２：００ 柔道場 柔道着 satog@tokai.ac.jp

7 陸上競技 5月２１日（土） ９：００ ～ １２：００ 陸上グラウンド 動きやすい服装・水筒 naruset@tokai.ac.jp 当日が雨天の場合は、ここに連絡を掲載いたします。

8 剣道（男女） ５月２３日（月） １７：３０ ～ １９：００ 体育館１階　剣道場 防具一式 watait@tokai.ac.jp 初心者でも大丈夫です。（防具等も貸し出します。）

9 空手道（男女） ５月２８日（土） １３：３０ ～ １５：３０ 体育館１階 体操服 or 空手衣 tomoyasut@tokai.ac.jp 初心者でも大丈夫です。

10 ゴルフ ５月２６日（木） １６：００ ～ １８：３０
和幸カントリー倶楽部

（提携）
運動できる服装・靴 minamis@tokai.ac.jp

直接和幸カントリー倶楽部に来られる場合　16時30分に集合
してください。
学校からのバスに乗る場合は15時45分に学校（体育館）に集
合してください。

11
チアリーディング お申し込みいただきましたら、

ご希望日を伺い、調整いたします。 ４号館研修棟前 動きやすい服装・水筒
タオル・外靴 tsujii.ayaka.m@tokai.ac.jp 初心者でも大歓迎です。

12 バトントワリング ５月２３日（月） １７：００ ～ １８：３０ 体育館２階 動きやすい服装・水筒
持っていればバトン ishikawa.kizasu.g@tokai.ac.jp

13 卓球（男女） ５月２５日（水） １７：００ ～ １８：００ 体育館１階 運動できる服装・室内靴
ラケット（もっていれば） ishiharan@tokai.ac.jp

14 水泳（男女） お申し込みいただきましたら、
ご希望日を伺い、調整いたします。

交野リーズスイミングクラブで実施
（提携）

水泳ができる準備 kikuchis@tokai.ac.jp
交野 リーズ スイミングクラブ
〒576-0043 大阪府交野市松塚1-1
（京阪郡津駅 下車１分）

15 体操（男女）
＊ 選手コースに限ります。

お申し込みいただきましたら、
ご希望日を伺い、調整いたします。

大阪体操クラブ（枚方）で実施
（提携）

体操ができる準備 kikuchis@tokai.ac.jp
大阪体操クラブ
〒573-0023 大阪府枚方市東田宮 1-7-1
（京阪郡津駅 下車１0分）

実施日 時間 場所 持ち物 申し込み先 その他

1 吹奏楽 ５月２１日（土） １４：００ ～ １７：００ ２号館３階　講堂 上履き
楽器をお持ちであれば持参してください。 fujimotoy@tokai.ac.jp 様々な楽器を体験できます。

2 写真 ５月２８日（土） １３：００ ～ １５：００
１号館２階　職員室

加納 教諭まで
上履き kanon@tokai.ac.jp

カメラを持参ください。
お貸しすることもできます。

3 放送 　５月２３日（月）
　５月２４日（火）～２７日（金）

１７：００～１８：００
１６：００～１８：００

１号館２階　放送室 上履き abem@tokai.ac.jp
興味のある方なら誰でも大歓迎です。
放送コンテストなどもありますよ。

4 科学 ５月２８日（土） １３：３０ ～ １５：００ １号館１階　物理教室 上履き tanakah@tokai.ac.jp 興味のある人 大歓迎です。

5 Ｅnglish Club 10月 Halloween party で参加を募集します。

6 美術イラスト ５月２８日（土） １３：３０ ～ １５：００ ２号館２階 特別教室 上履き makiguchis@tokai.ac.jp

7 かるた ５月２８日（土） １４：３０ ～ １７：００ ２号館１階 メディアセンター 上履き・水筒 hashibek@tokai.ac.jp

8 演劇 ５月２１日（土） １３：３０ ～ １７：００ ４号館２階　研修棟 動きやすい服装 kawata.saki.g@tokai.ac.jp

【 参加 申し込み方法 】

①氏名　②生年月日　③在籍小学校   ④電話番号（緊急時の連絡等のため）の４点を明記し、申し込み先のメールアドレスまで送信してください。

＊受付後、確認のメールを返信させていただきます。

中等部　第１回 クラブ体験週間のご案内　（小学５、６年生対象です。）

第１回　実施期間　： ５月２１日（土） ～ ２９日（日）
＊ 具体的な実施日はクラブによって異なりますので、下表をご確認ください。

体育系クラブ

文化系クラブ
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