
令和 3 年（2021 年）７月吉日 

野球部顧問様 

酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 硬式野球部 

監督  木村 浩輔 

                                                部長  八木 啓太 

部活動体験会のお知らせ 

さて、時下ますますご精祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、ありがとうございます。

さて、本校野球部は「部活動体験会」に伴い、下記日程において、練習体験会を実施します。本校への進学に興

味を持っている中学 3 年生に「練習体験」を通して、本校の教育活動並びに部活動についての理解を深めていた

だければと考えています。 

 本校野球部は強化指定部として活動し 2 年目を迎えました。これまで以上に力を入れ、「競争心」「忍耐力」「人

間力」を磨き、社会で活躍できる生徒・選手を育んで参りたいと考えております。 

 貴校３年生におきましては、昨今のコロナウイルスの流行により大会等が無観客となり、自らの活動を披露す

る機会を失い、残念な想いを抱いている生徒さんもいらっしゃるかと思います。このような時期ですが感染防止

対策に努めつつ、ぜひ生徒さんの希望の灯を絶やさぬよう進路選択のお役に立ちたいと考えております。本校の

練習やチームの雰囲気、施設などを直接見ていただければ幸いです。 

 つきましては、部員および進路を検討中の生徒さんにご案内頂けますようよろしくお願いいたします。 

 

                              記 

１、日時 7 月 31 日（土）部活動体験会 1 部（9:30～12:00） 

                  2 部（13:00～15:30） 

（毎年参加者が多数の為、密を回避し二部制を企画しております。 

どちらかに希望してください。両方参加は出来ません。） 

 

２、場所 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 硬式野球部グラウンド 

（来校時には事前の検温およびマスクの着用をお願いいたします。） 

 

３、申し込み方法 参加希望者は参加申し込み書を記載の上 FAX011-386-1243 にて申し込んでください。 

締め切りは 7/26（月）までとします。 

当日は、必ず保護者とご相談の上、同意書および健康観察書のご提出をお願いいたします。 

（怪我等に関しましては、保護者の責任下になりますのでご了承ください。） 

 

４、持ち物 練習可能な服装・アップシューズ・グローブ・スパイク、飲み物 

 

５、体験内容 キャッチボール、ランニング等 

※期日を過ぎてからの申し込み、または、お問い合わせは、下記までご連絡下さい。 

TEL：011-386-3111 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 硬式野球部  監督 木村 浩輔 

部長 八木 啓太 

 

 

 



令和 3 年（2021 年）７月吉日 

女子バスケットボール顧問様 

酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 女子バスケットボール部 

顧問  有澤 奈々子 

                                                顧問  源津 弥生 

部活動体験会のお知らせ 

さて、時下ますますご精祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、ありがとうございます。

さて、本校女子バスケットボール部は「部活動体験会」に伴い、下記日程において、練習体験会を実施します。

本校への進学に興味を持っている中学 3 年生に「練習体験」を通して、本校の教育活動並びに部活動についての

理解を深めていただければと考えています。 

 本校女子バスケットボール部は強化指定部として全国大会上位進出をと考えております。一昨年度は全国ウイ

ンターカップ出場を果たしました。その後コロナウイルスの流行により大会等の中止や練習の自粛などもありま

したが、様々な支援体制のもと感染防止に努め北海道大会のシード権を奪還し冬の大会に向けて巻き返しをする

ための準備をしているところです。 

 貴校３年生におきましても、自らの活動を披露する機会を失い、残念な想いを抱いている生徒さんもいらっし

ゃるかと思います。このような時期ですが感染防止対策に努めつつ、ぜひ生徒さんの希望の灯を絶やさぬよう進

路選択のお役に立ちたいと考えております。本校の練習やチームの雰囲気、施設などを直接見ていただければ幸

いです。 

 つきましては、部員および進路を検討中の生徒さんにご案内頂けますようよろしくお願いいたします。 

 

 

                              記 

 

６、日時 7 月 31 日（土）部活動体験会 時間 9:30～12:30 

（※事前にお問い合わせいただければ別の日時でも受付いたします。顧問有澤の携帯 090-5223-0046 にご

相談の連絡をください。） 

 

７、場所 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 第一校舎体育館 

（来校時には事前の検温およびマスクの着用をお願いいたします。） 

 

８、申し込み方法 参加希望者は参加申し込み書を記載の上 FAX011-386-1243 にて申し込んでください。 

締め切りは 7/26（月）までとします。 

当日は、必ず保護者とご相談の上、同意書および健康観察書のご提出をお願いいたします。 

（怪我等に関しましては、保護者の責任下になりますのでご了承ください。） 

 

９、持ち物 練習可能な服装・シューズ・飲み物・タオルなど 

 

１０、 その他 何か不明な点があれば下記までご連絡ください。 

酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校職員室 TEL 011-386-3111 又は 顧問有澤携帯 090-5223-0046 

女子バスケットボール部  顧問 有澤 奈々子 

 



令和 3 年（2021 年）７月吉日 

女子バレーボール顧問様 

酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 女子バレーボール部 

顧問  尾﨑 仁 

                                                    田島 友晴 

 

部活動体験会のお知らせ 

さて、時下ますますご精祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、ありがとうございます。

さて、本校女子バレーボール部は「部活動体験会」に伴い、下記日程において、練習体験会を実施します。本校

への進学に興味を持っている中学 3 年生に「練習体験」を通して、本校の教育活動並びに部活動についての理解

を深めていただければと考えています。 

 本校女子バレーボール部は、昨年度選手権大会、新人大会と連続して全道大会に出場することができました。

今年度の高体連ではシードチームに敗北を喫しましたが、これまで以上に個々の力、チーム力の向上に努めると

共に、コロナ禍という環境下で、バレーボールができることへの感謝の気持ちを忘れず、日々の練習を大切にし

ていきたいと考えています。 

  貴校３年生におきましては、昨今のコロナウイルスの流行により大会等が無観客となり、自らの活動を披露

する機会を失い、残念な想いを抱いている生徒さんもいらっしゃるかと思います。このような時期ですが感染防

止対策に努めつつ、ぜひ生徒さんの希望の灯を絶やさぬよう進路選択のお役に立ちたいと考えております。本校

の練習やチームの雰囲気、施設などを直接見ていただければ幸いです。 

 つきましては、部員および進路を検討中の生徒さんにご案内頂きますようよろしくお願いいたします。 

 

                              記 

１１、 日時 7 月 31 日（土）部活動体験会 1 部（10:00～12:00） 

 

１２、 場所 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 体育館 

（来校時には事前の検温およびマスクの着用をお願いいたします。） 

 

１３、 申し込み方法 参加希望者は参加申し込み書を記載の上 FAX011-386-1243 にて申し込んでください。 

締め切りは 7/26（月）までとします。 

当日は、必ず保護者とご相談の上、同意書および健康観察書のご提出をお願いいたします。 

（怪我等に関しましては、保護者の責任下になりますのでご了承ください。） 

 

１４、 持ち物 練習可能な服装・シューズ・サポーター・タオル、飲み物 

 

１５、 体験内容 トレーニング、ボール練習等 

※期日を過ぎてからの申し込み、または、お問い合わせは、下記までご連絡下さい。 

TEL：011-386-3111 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 女子バレーボール部 顧問 尾﨑 仁 

      田島 友晴 

 

 



令和 3 年（2021 年）７月吉日 

  各中学校 

ソフトボール部顧問様 

酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 ソフトボール部 

顧問 永 木 絵美理 

                                                   真 田 昭 好 

部活動体験会のお知らせ 

さて、時下ますますご精祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、ありがとうございます。

さて、本校ソフトボール部は「部活動体験会」に伴い、下記日程において、練習体験会を実施します。本校への

進学に興味を持っている中学 3 年生に「練習体験」を通して、本校の教育活動並びに部活動についての理解を深

めていただければと考えています。 

 本校ソフトボール部は、全国でのトップを目指し「考えるソフトボール」をモットーに、自ら考え行動する力

を重んじ、日々の練習に励んでおります。 

 貴校３年生におきましては、昨今のコロナウイルスの流行により大会等が無観客となり、自らの活動を披露す

る機会を失い、残念な想いを抱いている生徒さんもいらっしゃるかと思います。このような時期ですが感染防止

対策に努めつつ、ぜひ生徒さんの希望の灯を絶やさぬよう進路選択のお役に立ちたいと考えております。本校の

練習やチームの雰囲気、施設などを直接見ていただければ幸いです。 

 つきましては、部員および進路を検討中の生徒さんにご案内頂けますようよろしくお願いいたします。 

 

                              記 

１６、 日時 ８月７日（土）部活動体験会 1 部（9:30～12:00） 

                  2 部（13:30～16:00） 

（コロナウィルス感染症対策をし、密を回避する為に、2 部制で実施致します。 

どちらかに希望してください。両方参加は出来ません。） 

 

１７、 場所 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 ソフトボール場 

（来校時には事前の検温およびマスクの着用をお願いいたします。） 

 

１８、 申し込み方法 参加希望者は参加申し込み書を記載の上 FAX011-386-1243 にて申し込んでください。 

締め切りは 7/26（月）までとします。 

当日は、必ず保護者とご相談の上、同意書および健康観察書のご提出をお願いいたします。 

（怪我等に関しましては、保護者の責任下になりますのでご了承ください。） 

 

１９、 持ち物 練習可能な服装・アップシューズ・グローブ・スパイク、飲み物、マスク、個人用消毒液など 

 

２０、 体験内容 キャッチボール、ノック、ケース練習 

※期日を過ぎてからの申し込み、または、お問い合わせは、下記までご連絡下さい。 

TEL：011-386-3111 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 ソフトボール部 顧問 永 木 絵美理 

     真 田 昭 好 

 

 



令和 3 年（2021 年）７月吉日 

男子バスケットボール部顧問様 

酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 

男子バスケットボール部 

顧問  前田 潤 

                                                コーチ 大内田 隆太 

部活動体験会のお知らせ 

さて、時下ますますご精祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、ありがとうございます。

さて、本校男子バスケットボール部は「部活動体験会」に伴い、下記日程において、練習体験会を実施します。

本校への進学に興味を持っている中学 3 年生に「練習体験」を通して、本校の教育活動並びに部活動についての

理解を深めていただければと考えています。 

 本校男子バスケットボール部は、昨年度選手権大会、今年度高体連において、札幌支部ベスト８という結果を

残すことができました。今後もバスケットボールができることに感謝の気持ちを忘れずに、毎日の練習に取り組

んできたいと考えております。 

 貴校３年生におきましては、昨今のコロナウイルスの流行により大会等が無観客となり、自らの活動を披露す

る機会を失い、残念な想いを抱いている生徒さんもいらっしゃるかと思います。このような時期ですが感染防止

対策に努めつつ、ぜひ生徒さんの希望の灯を絶やさぬよう進路選択のお役に立ちたいと考えております。本校の

練習やチームの雰囲気、施設などを直接見ていただければ幸いです。 

 つきましては、部員および進路を検討中の生徒さんにご案内頂けますようよろしくお願いいたします。 

 

                              記 

２１、 日時 7 月 31 日（土）部活動体験会 13:00～16:00 

       

２２、 場所 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 第二校舎体育館 

（来校時には事前の検温およびマスクの着用をお願いいたします。） 

 

２３、 申し込み方法 参加希望者は参加申し込み書を記載の上 FAX011-386-1243 にて申し込んでください。 

締め切りは 7/26（月）までとします。 

当日は、必ず保護者とご相談の上、同意書および健康観察書のご提出をお願いいたします。 

（怪我等に関しましては、保護者の責任下になりますのでご了承ください。） 

 

２４、 持ち物 練習可能な服装・シューズ・タオル・飲み物 

 

２５、 体験内容 トレーニング、ボール練習等 

※期日を過ぎてからの申し込み、または、お問い合わせは、下記までご連絡下さい。 

TEL：011-386-3111 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校  

男子バスケットボール部  顧問  前田 潤 

コーチ 大内田 隆太 

 

 


