
 

 

練習再開および開校式入校申込みについて 

 

 緊急事態宣言の解除に伴い、６月７日より練習を再開いたします。 

それに併せて簡易的でありますが２０２０年度大阪ラグビースクールの開校式を 

下記のとおり行います。 

 

大阪ラグビーフットボール協会が１９６８年に創立した国内で最も古いラグビー 

スクールとして、創立以来、「気力と規律」を基本理念に、ラグビーの基礎的な技能を習得

させ、体力の向上をはかること、規則正しい秩序ある恥ずかしくない態度を育成すること、 

個々のつながりを深め、社会性の伸長をはかることを目標に取り組んで参ります。 

開校式の際には、会費の納入、指導員の紹介、保護者代表の選出などをさせていただき

ます。保護者同伴のうえ、ご出席ください。 

 

記 

 

１． 日 時  ６月７日（日）  修了式・開校式 １１時１５分～１２時００分頃 

 入校受付 １２時００分頃～ 

 

２． 場 所 万博少年球技場 

 

３． 費 用 年 会 費  １人      １６，０００円 

・但し、幼児（年少）は２，０００円、幼児（年中）は５，０００円。 

・年会費には協会登録費１，５００円、安全対策費２，０００円を含む。 

・スポーツメディカルトレーナー費を含みます。必要に応じて派遣依頼します。 

・交通費、合宿費、ジャージなどは、年会費に含みません。 

賛助会費  １家庭 １口  ２，０００円（年少・年中は免除） 

駐車場利用協力費  １家庭  ４，０００円 

 

４． そ の 他  ・入校申込書に必要事項を記入のうえ、当日ご持参ください。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャージ・スパイクなどは、下記ショップにてご購入いただけます。 

 

トリコロール大阪店       〠534-0024 大阪市都島区東野田町１－５－１ 

TEL．06-6354-6111 FAX．06-6354-6133 

            E-mail．osaka@tricolor-rugby.com 

 

 

・ファーストジャージ（長袖） ¥8,000－  ・ファーストジャージ（半袖） ¥7,800－ 

 

・固定式スパイク ¥4,500         ・ラグビーパンツ ¥2,200－ 

 

・ヘッドキャップ ¥3,300－        ・ストッキング ¥1,000－ 

※各種サイズを取り揃えています。購入の際にはご相談下さい。 

   電話・ＦＡＸ・メールでも注文を承ります。10,000円以上ご購入の場合は送料無料。 

  ※消費税増税等により価格は予告なく変更される場合があります。 

 

 

＜スクールオリジナルグッズ＞ 

・スクールＴシャツ(白・青) ¥2,200－   ・スクールポロシャツ ¥2,000－ 

 

・スクール帽子 ¥600                ・保護者用応援 Tシャツ ¥2,200－ 

 

・エナメルバック（リュック式） ¥5,000－ （大人用）¥5,500－ 

※スクールＴシャツ、帽子は購入必須、エナメルバッグは購入自由です。注文はスクールへ。   

エナメルバッグの注文は５月末までにお願いします。 

mailto:osaka@tricolor-rugby.com


万博少年球技場への地図 

 

・地下鉄御堂筋線(北大阪急行)「千里中央」駅下車、そこから阪急バス「日本庭園経由エキスポラン

ド行」に乗り、「日本庭園前」で、下車してください。 

・JR「茨木」駅、または阪急「茨木市」駅下車、そこから阪急バス「日本庭園経由エキスポランド行」

に乗り、「日本庭園前」で、下車してください。 

・自動車でお越しの場合、新御堂筋・中央環状線経由で、万博公園周回道路へ合流してください。

なお、少年球技場およびその近辺には駐車場が無いため、日本庭園前の交差点を左折してすぐ

のところにある、少年球技場の駐車場（バス停右横が入口）へ駐車してください。 

 

常盤小学校への地図（開校式の会場） 

 

ＪＲ天王寺・地下鉄天王寺・近鉄阿倍野橋駅より南西４００ｍ 

ＪＲ美章園駅より西４００ｍ 

地下鉄阿倍野駅より東３００メートル 

※土足厳禁ですので、上靴かスリッパをご持参ください。 

 

  ２０２０年度 大阪ラグビースクール年間行事   2020年 5月 26日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

道路沿いの

ココです 

ココです 

http://www.ors1968.com/schedule/index.html 

 

実 施 場 所 備 考

4月 5日 (日) 15:00 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習

12日 (日) 13:30 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習

19日 (日) 12:45 ～ 14:40 万博少年球技場 練　習

29日 (水) 9:00 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習

5月 3日 (日) 9:00 ～ 16:55 万博少年球技場 ORSカーニバル（運動会）

10日 (日) 9:00 ～ 12:25 万博少年球技場 練　習

17日 (日) 11:15 ～ 13:10 万博少年球技場 練　習

24日 (日) 12:45 ～ 14:40 万博少年球技場 練　習

31日 (日) 13:30 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習

6月 7日 (日) 11:15 ～ 13:10 万博少年球技場 練　習

14日 (日) 12:45 ～ 14:40 万博少年球技場 練　習

21日 (日) 13:30 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習

28日 (日) 11:15 ～ 13:10 万博少年球技場 練　習

7月 5日 (日) 12:45 ～ 14:40 万博少年球技場 練　習

12日 (日) 13:30 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習

19日 (日) 11:15 ～ 13:10 万博少年球技場 練　習

23日 (木) 13:10 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習

26日 (日) 9:00 ～ 10:55 万博少年球技場 練　習

8月 2日 (日) 9:00 ～ 12:25 万博少年球技場 練　習

16日 (日) 12:45 ～ 14:40 万博少年球技場 練　習

23日 (日) 13:10 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習

30日 (日) 15:00 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習

9月 6日 (日) 12:45 ～ 14:40 万博少年球技場 練　習

13日 (日) 9:00 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習

20日 (日) 11:15 ～ 13:10 万博少年球技場 練　習

27日 (日) 9:00 ～ 12:25 万博少年球技場 練　習

10月 4日 (日) 12:45 ～ 14:40 万博少年球技場 練　習

11日 (日) 13:10 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習

18日 (日) 12:45 ～ 14:40 万博少年球技場 練　習

25日 (日) 15:00 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習

11月 1日 (日) 11:15 ～ 13:10 万博少年球技場 練　習

3日 (火) 12:45 ～ 14:40 万博少年球技場 練　習

8日 (日) 13:30 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習

15日 (日) 15:00 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習

22日 (日) 12:45 ～ 14:40 万博少年球技場 練　習

23日 (月) 13:30 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習

29日 (日) 11:15 ～ 13:10 万博少年球技場 練　習

12月 6日 (日) 12:45 ～ 14:40 万博少年球技場 （仮）三校交流試合（担当吹田RS）

13日 (日) 9:00 ～ 12:25 万博少年球技場 練　習

20日 (日) 11:15 ～ 13:10 万博少年球技場 練　習

1月 11日 (月) 9:00 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習　（初蹴り・ぜんざい会）

17日 (日) 12:45 ～ 14:40 万博少年球技場 練　習

24日 (日) 13:30 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習

31日 (日) 11:15 ～ 13:10 万博少年球技場 練　習

2月 7日 (日) 12:45 ～ 14:40 万博少年球技場 練　習

7日 (日) 9:00 ～ 16:00 高槻ポンポン山 耐寒登山

14日 (日) 9:00 ～ 12:25 万博少年球技場 練　習

21日 (日) 12:45 ～ 14:40 万博少年球技場 練　習

28日 (日) 11:15 ～ 13:10 万博少年球技場 練　習

3月 7日 (日) 9:00 ～ 12:25 万博少年球技場 練　習

14日 (日) 15:00 ～ 16:55 万博少年球技場 練　習

20日 (土) 10:00 ～ 12:00 常盤小学校 ５３回修了式・５４回開校式

21日 (日) 12:45 ～ 14:40 万博少年球技場 練　習

28日 (日) 12:45 ～ 14:40 万博少年球技場 練　習

実 施 日 と 時 間

夏期合宿場所未定日程調整中


