
 
                         ２０１８年 ３月 ６日 

NTT 東日本 埼玉事業部 
 

ＮＴＴ東日本 埼玉事業部  「サッカー教室」を開催！ 

《２０１７年度 「１８回／２,９４７名」に楽しさを伝授！》 

 

ＮＴＴ東日本 埼玉事業部（取締役 事業部長 榊原 明）では、地域スポーツ振興と青少年の健全な育成に貢献

すべく、児童等を対象とした 「サッカー教室」を開催いたしました。 

本教室を通じ、いつも地域の皆さまの近くにある企業市民であり続けたいと考えており、その一環として当社では、

大宮アルディージャのご協力を得て、サッカー教室を開催しています。 

本教室は、「技術だけでなく、サッカーを通じてスポーツの楽しさや仲間と協力し合う大切さをフィールドで学ぶこと」

をコンセプトに開催しています。 

今回は、埼玉県鴻巣市、戸田市のサッカースポーツ少年団に所属する小学 1年生～小学 3年生の 287名を対象に、

楽しんでいただける内容のトレーニングやミニゲームを開催いたしました。 

この教室がお子さまたちの健やかな成長の一助とし、お役にたてれば幸いです。 

今年もスポーツを通じた社会貢献活動を埼玉県内の小・中学生を対象として、引き続き実施して参ります。 

 

記 

 

1. 開催内容： 大宮アルディージャ地域プロデュース部のコーチより、ウォーミングアップや基礎的な技術トレーニン 

グ、ミニゲームなどを指導。 

 

2. 名   称： ＮＴＴ東日本 埼玉事業部「サッカー教室」 

 

3. 開 催 日：①２０１８年 ３月 ３日（土）１２：３０～１４：３０ 

②２０１８年 ３月 ４日（日）  ９：３０～１１：３０ 

 

4. 開催場所：①鴻巣市上谷総合公園（埼玉県鴻巣市）  

②荒川水循環センター上部公園 （埼玉県戸田市） 

 

5. 対   象：①小学１年生～小学３年生（102 名） 

         ②小学１年生～小学３年生（185 名） 

 

6. 指   導： 大宮アルディージャ （地域プロデュース部コーチ） 

 

 



【参考】 

1. ２０１７年度 の開催（全体：18 回/2,947 名） 内：親子＝3 回/402 名 

    ・4 月 15 日（土）   10：00～12：00  和光市運動場 （対象：小学生 175 名） 

・4 月 16 日（日）   10：00～12：00  伊奈丸山スポーツ広場サッカー場（対象：120 名） 

・4 月 22 日（土）   13：00～15：00  加須市民運動公園 多目的広場 （対象：小学生 150 名） 

・4 月 23 日（日）   10：00～12：00  羽生市中央公園 陸上競技場 （対象：小学生 230 名） 

・5 月  5 日（金・祝）10：00～12：00  桶川市小針領家 B 面 （対象：小学生 151 名） 

・5 月 21 日（日）   10：00～12：00  幸手市総合公園陸上グラウンド （対象：小学生 200 名） 

・5 月 27 日（日）   10：00～12：00  深谷市仙元山公園陸上競技場 （対象：親子 80 組 160 名） 

・6 月  3 日（土）   10：00～12：00  狭山湖運動場 （対象：親子 80 組 160 名） 

・6 月 17 日（土）    9：30～11：30  さいたま市堀崎公園グラウンド （対象：小学生 200 名） 

・6 月 18 日（日）   10：00～12：00  上尾市運動公園補助競技場 （対象：小学生 165 名） 

・6 月 24 日（土）    9：45～11：45  さいたま市宝来公園 （対象：小学生 150 名） 

・7 月  1 日（土）   10：00～12：00   川口市赤井少年サッカー場 （対象：小学生 180 名） 

・7 月 15 日（土）   10：00～12：00   朝霞中央公園陸上競技場 （対象：親子 41 組  82 名） 

・8 月  6 日（日）    9：00～11：00   彩湖・道満ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ B ｻｯｶｰ場 （対象：小学生 180 名） 

 ・1 月 14 日（日）   13：30～15：30   春日部市中野ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ （対象：小学生 227 名） 

 ・1 月 21 日（日）   10：00～12：00   志木市秋ｹ瀬運動公園 （対象：小学生 130 名） 

 ・3 月  3 日（土）   12：30～14：30   鴻巣市上谷総合公園（対象：小学生 102 名） 

 ・3 月  4 日（日）    9：30～11：30   荒川水循環ｾﾝﾀｰ上部公園 （対象：小学生 185 名） 

 

 

2. 「サッカー教室」の開催に際し、大宮アルディージャによる「サッカースクールの指導理念」  

① 子どもたちとサッカーの楽しさを共有します。 

② 各年代の指導カリキュラムに基づいて指導を行います。 

③ 集団活動におけるコミュニケーションスキルを育成します。 

上記、主旨に賛同し、同サッカー教室を開催しております。 

 

●過去の実施状況 

・2016 年度 19 回／3,171 名 

・2015 年度 20 回／3,343 名 

・2014 年度 20 回／3,530 名 

・2013 年度 20 回／3,467 名 

・2012 年度 21 回／3,778 名 

・2011 年度 22 回／4,033 名 

   ・2010 年度 20 回／3,334 名 

   ・2009 年度 20 回／3,908 名 

   ・2008 年度 16 回／4,078 名 

 

 

 

 

 



【別紙】 

NTT 東日本 埼玉事業部 『サッカー教室』の開催模様 

【2018 年 3 月 3 日（土）鴻巣市上谷総合公園】       【2018 年 3 月 4 日（日）荒川水循環センター上部公園】 

    

   

   

 

 


