
平成２８年度

前期アーチェリー教室実施要項
下記の要項にもとづきアーチェリー教室を開催します。

1） 主　　　催 堺アーチェリー協会

2） 主　　　管 鴨谷アーチェリークラブ

3） 後　　　援 堺市・堺市教育委員会

4） 日　　　時

７日 （木） １２日 （木） ９日 （木） ７日 （木） 11日 （木） ８日 （木）
２０日 （水） ２５日 （水） ２２日 （水） ２０日 （水） 24日 （水） １８日 （日）

平日：午後６時から８時３０分まで　

前期終了射会は、９月１８日（日）午前９時集合です。

5） 場　　　所 堺市立鴨谷体育館第２体育室

6） 参加資格 中学生以上の男女

7） 募集対象 初心者クラス及び中級者クラス

8） 定　　　員 両クラス合計３０名（先着順）

9） 服　　　装 スポーツに適する範囲で自由

体育館シューズ（上履き）が必要です。

10）参 加 費 初心者クラス（弓具使用料含む） ￥７，０００円

中級者クラス（弓具所持者） ￥５，０００円

スポーツ安全保険料 ￥１，８５０円

11）申し込み 堺市立の体育館にある申し込み用紙に必要事項を書き込み

参加費を添えて、鴨谷アーチェリークラブ　　宛てに申しこんで下さい。

尚電話でのお問い合わせは午後８時から１０時頃にお願いします。

http://a-syumi.sakura.ne.jp/archery.html
受付 鴨谷アーチェリークラブ

〒 590-8123

　　堺市東区北野田４０６－１ 岩下義之　方
電話 090 4304 2935
ＦＡＸ 072-237-7185

　　　　　　　　き　り　と　り

平成２８年度 前期アーチェリー教室申し込み書

受領日 Ｈ２８ 年 月 日

受領確認 ￥ 円 会計確認サイン

９月４月 ５月 ６月 ７月 ８月

氏　名 　　　　年　　　月　　　日生まれ

住　所 電話番号

利き腕　　左　　右 弓具　　有り　　無し 申込日　Ｈ２８年　　　　月　　　日

様

申込受付けました

Ｈ２８年 月 日

受付者名 .

参加費を受領しました

Ｈ２８年 月 日

まって

るヨ
たのしみだ

ﾅー

初心者

大歓迎

ﾀﾞｿﾞｰ

体験もできるｿﾞー

裏も見てネ

フリガナ



※　中学生の方は、出来るだけ保護者同伴でお願いします。
※　けが等の事故の責任は負えません。必ず自己の責任において参加して下さい。
　　傷用絆創膏程度は準備しています。

２０１６年

３月２０日

日曜日

午後１時から４時まで

鴨谷体育館 第２体育室にて

中学生以上が対象です。

アーチェリー体験会開催

参加無料ですﾖ。

アーチェリーってどんなもの？

自分にも出来るかナｱ？

考えてるより、気軽にここに来て

実際に触って、射ることも出来ますから

それから考えて下さい。

当日直接会場に来て下さい。

※ 運動の出来る服装で来てください。

体育館シューズ（上履き）が必要です。

おッもしろいゾー

来てくれるの待ってる

不明な点は遠慮なく表

の受付まで連絡してく

れヨナ



平成２８年度

後期アーチェリー教室実施要項
下記の要項にもとづきアーチェリー教室を開催します。

1） 主　　　催 堺アーチェリー協会

2） 主　　　管 鴨谷アーチェリークラブ

3） 後　　　援 堺市・堺市教育委員会

4） 日　　　時

6日 （木） 11日 （金） 2日 （金） １3日 （金） 9日 （木） １０日 （金）
19日 （水） 23日 （水） 14日 （水） ２5日 （水） ２2日 （水） 19日 （日）

平日：午後６時から８時３０分まで　

後期終了射会は、３月１９日（日）午前９時集合です。

※鴨谷体育館は工事のため１１月から使えません。

原池公園体育館多目的室になりますので間違えないように！

5） 場　　　所 １０月鴨谷体育館第２体育室、１１～３月原池公園体育館多目的室

6） 参加資格 中学生以上の男女

7） 募集対象 初心者クラス及び中級者クラス

8） 定　　　員 両クラス合計３０名（先着順）

9） 服　　　装 スポーツに適する範囲で自由

体育館シューズ（上履き）が必要です。

10）参 加 費 初心者クラス（弓具使用料含む） ￥７，０００円

中級者クラス（弓具所持者） ￥５，０００円

スポーツ安全保険料 ￥１，８５０円

11）申し込み 堺市立の体育館にある申し込み用紙に必要事項を書き込み

参加費を添えて、鴨谷アーチェリークラブ　　宛てに申しこんで下さい。

尚電話でのお問い合わせは午後８時から１０時頃にお願いします。

http://a-syumi.sakura.ne.jp/archery.html
受付 鴨谷アーチェリークラブ

〒 590-8123

　　堺市東区北野田４０６－１ 岩下義之　方
電話 090 4304 2935
ＦＡＸ 072-237-7185

　　　　　　　　き　り　と　り

平成２８年度 後期アーチェリー教室申し込み書

受領日 Ｈ２８ 年 月 日

受領確認 ￥ 円 会計確認サイン

３月１０月 １１月 １２月 １月 ２月

氏　名 　　　　年　　　月　　　日生まれ

住　所 電話番号

利き腕　　左　　右 弓具　　有り　　無し 申込日　Ｈ２８年　　　　月　　　日

様

申込受付けました

Ｈ２８年 月 日

受付者名 .

参加費を受領しました

Ｈ２８年 月 日

まって

るヨ

たのしみだ

初心者

大歓迎

ﾀﾞｿﾞｰ

体験もできるｿﾞー

裏も見て

フリガナ



※　中学生の方は、出来るだけ保護者同伴でお願いします。
※　けが等の事故の責任は負えません。必ず自己の責任において参加して下さい。
　　傷用絆創膏程度は準備しています。

２０１６年

９月１８日

日曜日

午後１時から４時まで

鴨谷体育館 第２体育室にて

中学生以上が対象です。

アーチェリー体験会開催

参加無料ですﾖ。

アーチェリーってどんなもの？

自分にも出来るかナｱ？

考えてるより、気軽にここに来て

実際に触って、射ることも出来ますから

それから考えて下さい。

当日直接会場に来て下さい。

※ 運動の出来る服装で来てください。

体育館シューズ（上履き）が必要です。

おッもしろいゾー

来てくれるの待ってる

不明な点は遠慮なく表

の受付まで連絡してく

れヨナ


