
番号 部会名 代表者 連　絡　先 活　動　内　容 活　動　日　時 活　動　場　所 参加の可否 参　加　費　用 参　加　条　件 そ　の　他

1 空手道協会 岡田達也 090-4440-0889 空手道の練習

渥美総体剣道場　土曜日　19:00～22:00
田原総体第2武道場　金曜日　19:00～22:00
高松小学校体育館　水曜日　19:00～22:00
東部中学校武道場　火曜日　19:00～22:00

渥美総体、田原総体
高松小、東部中 小中学生　可 毎月1,000円 特になし

2 弓道協会 森下　徹 080-3627-2661 練習・試合
毎週火・木曜日20:00～22:00
毎週土曜日15:00～17:00

中央公園弓道場 中学生　可 年間1000円
会場使用料他

3名程度

3 ゲートボール協会 河合武彦 090-8155-6032 基本と試合の進め方及びスポーツフェアプレー精神とチーム協
調心などを伝承。

毎週月～金曜日の内1日16:00～17:00の1時間 小中学校のグラウンド 小中学生　可 無料
ステック個人持ち

小4以上
小中学校各12名程度

指導者はボランティア保険に加入する

4 赤羽根少年剣道教室 林 090-8470-0430 剣道の技術及び精神の修練 毎週火、木曜日　19:15～20:45 赤羽根市民館 小中学生　可 各団体へ確認を

5 渥美少年剣道教室 鵜飼 090-2770-9307 剣道の技術及び精神の修練
毎週金曜日　20:00～21:00
毎週日曜日　9:00～11:00

渥美運動公園剣道場 小中学生　可 各団体へ確認を

6 親子剣道教室 杉山 0531-23-0671 剣道の技術及び精神の修練 毎週火曜日　19:30～20:30 田原市総合体育館第二武道場 小中学生　可 各団体へ確認を

7 神戸スポーツ少年団 田中 090-1835-1754 剣道の技術及び精神の修練 毎週金曜日　19:30～21:00
神戸市民館、東部中学校体育館
（隔週） 小学生　可 各団体へ確認を

8 野田スポーツ少年団 河合 090-2342-5045 剣道の技術及び精神の修練 毎週土曜日　19:30～21:00
ふるさと教育センター体育館
（旧野田中学校体育館） 小学生　可 各団体へ確認を

9 硬式空手道協会 大谷龍徳 090-7862-5362 空手道の突き、蹴り。基本、形、主にミットの突き、蹴り。防
具着用して組手。

毎週土曜日14:30～16:00、日曜日18:30～20:00 田原市総合体育館第2武道場 小学生　可 毎月1,000円 小１～６年生、20名程度 練習中のけがは応急処置はしますが、その後の責任は持ちません。

10 サーフィン協会 安井祥哲 090-4192-2606 ビーチクリーン、サーフィンスクール
ビーチクリーン（毎月第１日曜日9:00～）
サーフィンスクール（夏休み期間の日曜日（不定期））

ロングビーチ、ココ等 小中学生　可 保険料500円 養保護者同意
夏休みに行うサーフィンスクールであれば参加可能。案内については夏休み前に
教育委員会を通じて配布。

11 サッカー協会 彦坂高司 090-8552-2430 園児年長から小学6年生までのサッカー

毎週土曜日　13:30～17:00
毎週日曜日　9:00～12:00
毎週火曜日　19:00～21:00（４・５・６年生）
毎週金曜日　19:00～21:00（４・５・６年生）

土曜日　白谷陸上競技場
日曜日　白谷陸上競技場
火曜日　緑ヶ浜多目的広場
金曜日　緑ヶ浜多目的広場

小学生　可

園児・1年生　14,000円
2･3年生　16,000円
4年生　20,000円
5･6年生　21,000円

特になし 約1カ月の無料体験あり

12 ソフトテニス協会 神藤知史 090-6769-0544 基本的な練習、ボールを打ったりボレー、サーブの練習など 12月～3月中旬までの毎週木曜日 総合体育館アリーナ 小中学生　可 1,500円
小学生は4年生以上
20～30名程度

13 卓球協会（卓球教室） 恒川満男 0531-35-1367 卓球教室
毎週水曜日、金曜日、土曜日、日曜日
19:30～21:30

水曜日　田原市総合体育館
金曜日　赤羽根中学校
土曜日　赤羽根中学校
日曜日　衣笠小学校

小中学生　可 年間7,000円

14 グランドゴルフ協会 甲斐文夫 23-0376 田原中部小16名　　神戸小12名　　衣笠小15名
中山小7名　　田原東部小10名

年間10～12回
1回45分～1時間

各小学校運動場 小学生　可 無料 各学校小学4年生以上 用具は日本ＧＧ協会より寄付

15 田原野球協会 彦坂良和 090-2774-6428 野球を通じて市内の小中学生、社会人がお互いに交流し、親睦
を図ることを目的として活動している。

大会は年間計画に基づき実施。
練習は各チームで定期的に実施。

市内公共施設（屋外）
学童の場合は小学校屋外運動場で活動
するチームもある。

小中学生　可 大会に参加する場合は1大会1
チーム5,000円～8,000円

学童、中学生＝県軟連及び田原
市スポ少に登録された小１～小
６、中学生

学童は、市内のスポーツ少年団に加入し定期的に練習している。
中学生は、４中学校区にクラブ組織があり、毎週日曜日に練習している。

16 赤羽根スポーツ少年団バレーボール部 石原康仁 090-4191-0402 バレーボール教室 毎週日曜日　9:00～12:00 赤羽根小学校体育館 小学生　可 年間7,000円 特になし
最初は、ソフトバレーボールを使用します。慣れてきたらバレーボールを使用し
ます。

17 赤羽根バレーボールクラブ　小学生の部 渡辺幸久 090-4196-5439 バレーボール教室 毎週月曜日　20:00～22:00 赤羽根中学校体育館 小学生　可 特になし

18 赤羽根バレーボールクラブ　中学生の部 渡辺徹也 090-4162-9952 バレーボール教室 毎週土曜日　20:00～22:00 赤羽根中学校体育館 中学生　可 特になし

19 渥美地区バレーボール教室 花本　格 090-8543-3702 バレーボール教室 毎週土曜日　19:30～21:30 渥美運動公園体育館競技場 小中学生　可 年間5,000円 特になし

20 田原市バレーボール協会 菰田尚史 090-1759-7262 初心者バレーボール教室 年間５回（5月の月曜日、金曜日の20～22時）
月曜日　東部中学校体育館
金曜日　福江中学校体育館 中学生　可 無料 中学生以上人数制限なし その他の教室、スポーツ少年団の活動有

21 中部スポーツ少年団バレーボール部 河合　誉 090-8322-3600 バレーボール教室 毎週土曜日日曜日　16:00～18:00 中部小学校体育館 小学生　可 年間7,000円 特になし

22 東部バレーボール教室 岡田秀夫 090-9189-0094 バレーボール教室
第1，3，5日曜日　19:30～21:30
第2，4土曜日　9:30～11:30

東部小学校体育館 小学生　可 年間5,000円 特になし ソフトバレーボール使用

23
ペニンシュラ渥美

バレーボールクラブ
清田大治 090-7619-3192 バレーボール教室 毎月2回　日曜日　8:30～13:00

田原中、東部中、福江中、赤羽根中、
渥美運動公園体育館ローテーション 中学生　可 年間12,000円 特になし

24 ミニバレーボール協会 河合利男 0531-22-7278 田原市ミニバレーボール協会のルールに従った練習、試合を
行っている。

各チームによって異なります。
例）土曜日13:00～15:00日曜日20:00～22:00

小中学校体育館、市民館多目的ホール
等 中学生　可 年1000円程度（施設使用用）

小学校高学年以上で
1チーム4名程度

保護者と一緒に活動している子どももいます。

25 ビーチバレーボール協会 鈴木克典 090-83237127 バレーボール、ビーチバレーボールの基礎練習。
マナー・ルールを守り楽しくプレー。

毎週月曜日　19:30～21:00
毎週木曜日　19:00～21:00
毎週日曜日　9:00～12:00
毎週土曜日　10:30～11:30（4月～8月）

月曜日　赤羽根小学校
木曜日　赤羽根中学校
日曜日　赤羽根中学校
土曜日　大石海岸

小中学生　可 毎月1,000円

・バレーボールは小学生のみ50
名程度
・ビーチバレーボール小中学生
計20名程度

月・木・日曜日はバレーボール、土曜日はビーチバレーボール

26 ＪＡＣあつみ 森下田嘉治 090-1822-0995 陸上競技の基礎基本練習 毎週土曜日　9:00～11:30 渥美運動公園多目的広場 小中学生　可 年間9,000円 小１～小6、中学生

27 あつみクラブ 中川英樹 090-2618-8093 陸上競技の種目別専門練習 毎週土曜日　9:00～12:00
福江小学校
白谷海浜公園陸上競技場 小中学生　可 なし 小学4年生以上、中学生

28 田原陸上クラブ 伊藤朝一 090-5623-1285 陸上競技の基礎基本
小学校低学年は体力づくり中心の活動

毎週土曜日　9:00～12:00
毎週日曜日　15:00～18:00（14:00～17:00）

白谷海浜公園陸上競技場 小中学生　可 年間10,000円 小１～小6、中学生 日曜の活動は、大会に向けての種目別専門練習

部活動だけで終わらせない！ぼくの青春！
そんな思いを 田原市は応援していきます

スポーツ協会・文化協会の協力で、

あなたの青春ガ輝きます！
ＱＲコードからもアクセスできます。
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29 翠生会（裏千家河口宗佳社中） 河口佳巳 090-1627-1062 日常生活と茶道 第１月曜日　15:30～17:30 池ノ原会館 小学生　可 500円 小学2年生以上

30 華あしらい 杉山礼子 080-5164-8533 いけ花、アレンジのお稽古 第2・第4金曜日　19:00～21:00 アトリエⅠ（文化会館） 小中学生　可 花材代　600円くらい 小学校1年生～高校生 はさみを使用できる人

31
松井久美子

バレースタジオ
廣野圭子 080-5124-5962

バーレッスン、センターレッスン
11月の文化祭で発表します
ストレッチ

毎週水曜日　18:00～20:00 田原市総合体育館多目的室 小中学生　可 毎月1,500円会場使用料として 小2～中2　25名程度
15名以上集まらないと開講できません。
レッスン着が必要です。
（シューズ、レオタード、タイツで4,600円程度）

32 日本舞踊「文穂会」 大谷友代 0531-32-0368 日本舞踊の所作とお稽古
月のうち土・日のいずれかで５日間
15:00～18:00の間で1時間程

田原市西大浜10の２（自宅） 小中学生　可 希望者有の場合又決めます 小学校1年生以上　数名

33 剣詩舞・渥美 渡会健美 0531-35-6070 詩吟に合わせて扇や刀で表現し躍ります
毎週木曜日　18:00～19:00
（火曜日を練習時間とする日も有り）

堀切市民館２階会議室 小中学生　可 渥美昭武館と同額 小学低学年以上10名程度 練習には足袋と男帯が必要です

34 田原マジックサークル 野田一美 090-4863-2462 手品の練習、プログラム考案 毎月第2日曜日　10:00～11:30
田原福祉センター　ボランティアルー
ム 小中学生　可 なし 1～5名程度

35 渥美混声合唱団 宮川　潔 0531-32-0478 合唱練習、演奏会 毎週木曜日　20:00～22:00 渥美文化会館　多目的ホール 現在調整中

36 みちの会　表千家 山田わかえ 22-5599 茶の湯のけいこ

月3回
けいこ日は月6～7日設定。この中で来ることができる3回の出
席日は自分で決める。
9:30～12:00、13:30～17:00

自宅 小中学生　可 月謝4,000円
希望者には許状申請可能

児童生徒希望者

37 中日写真協会田原支部 永井茂章 090-2573-4560 写真教室 毎月第２日曜日　14:00～16:00
田原福祉センター１階ボランティア
ルームまたは３階大会議室 中学生　可 学生無料 写真を勉強したい方ならＯＫ 高校生は参加しています。

38 茶道部朝倉和代 朝倉和代 0531-22-5966
・お友達と共に、ひと時を楽しめる。
・礼儀作法が身につき、姿が美しくなる。
・床の間の掛物、珍しい茶花が拝見できる。
・変わった種類のお茶、飲み方、戴き方が楽しめます。

土曜日　14:00～16:00
（月1回池ノ原会館和室の空いている日、希望）

池ノ原会館　和室 中学生　可 毎月500円　材料費（茶菓、花
代の実費）

中学生15名程度 せんす、懐紙を用意していただきます。

39 東部短歌会 鈴木惠子 45-3430
日々の生活を短歌にしてお互いに話し合いの場所とする。前
もって（1人2首）渡された詠草を中心に会員講師による講評添
削など

毎月第2金曜日　13:30～15:30 東部市民館　分館 中学生　可 プリント代毎月200円 中学生以上　5名程度
現在会員10名と講師、一般と同じ自治時で一緒の勉強会になる。新たに教室を開
くことは無理です。

40 みちの会　池坊 山田わかえ 22-5599 いけ花のけいこ 月3回（不定期水曜日）　14:30～随時 自宅 小中学生　可 月謝4,000円+花材費600円～
希望者には許状申請可能

児童生徒希望者

41 さつき愛好会 河合　昇 090-8158-9638
・さし芽～若木～銘木の育成まで永年に渡る毎日の栽培管理の
積み重ね
・文協まつり（さつき展）、文化祭への参加により田原市民の
文化活動の一助とする

年間10回程度　（別紙に記載） 中部市民館　集会室 小中学生　可
特に必要ありませんが、苗を購
入すれば500円～1,000円程度必
要

小学校4年生以上で1回に4，5名
程度まで。
希望は一度の体験だけでなく、
永年続けて欲しい

毎日の管理と永年に渡り栽培し続ける必要があるため、学業身体能力の向上をめ
ざす子どもたちには難しいと考えます。

42 恵勢会 伊藤長代 0531-27-0801 お稽古、1月と7月に発表会、市民館祭、文化祭等での発表
毎週火曜日　19:00～21:00
　　水曜日　19:00～21:00
　　土曜日　9:30～12:00、13:00～17:00

六連市民館大会議室
衣笠市民館研修室
神戸市民館作法室
植田市民館和室

小中学生　可 毎月4,000円
テキスト代、会場使用料

小３以上　2～３名
個人又は2人までお稽古します。
浴衣でもいいので着物を着てお稽古します。

43 舞の会 岩崎尚子
田原市田原町大

沢下16-
文化祭、市民館祭り、敬老会等で発表 毎週金曜日　19:30～21:30 中部市民館　集会室 小学生　可 小１～６　4，5人程度 「踊りは楽しい」の教室です

44

アロハ
レイマナ

ポリネシアンズ
大平トシ子 0531-35-6953 文化祭発表、老人ホームデイサービス等の慰問、町内会のイベ

ント参加
毎週土曜日　19:00～21:00 渥美文化会館多目的ホール 小中学生　可 小学生800円

中学生1,000円
小学3年生以上20名程
中学1年生以上20名程

マスク、スカート着用
人数が集まれば、各学校の体育館でも実施可
日曜日　10:00～11:30　小学生　14:00～15:30　中学生

45 いずみ短歌会 木村冴子 0531-32-1211 短歌の勉強会 年3～4回勉強会　隔月歌誌発行 渥美中央公民館 小中学生　可 無料

46 百人一首 奥　千恵子 090-1478-8593 百人一首の勉強と競技 毎月第3土曜日　10:00～12:00 田原市総合体育館第一武道場 小学生　可 無料 小学生4年生以上20名程度
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