一緒に体を動かしませんか

会員募集中

市体育協会加盟

スポーツ 団体 の 紹介
登録方法などは、各団体へ直接お問い合わせください。
なお、尾張旭市体育協会は、4月1日から
名称が
「尾張旭市スポーツ協会」
に変わります。

軟式野球連盟
◉社会人だけでなく、大学・高校生チームの参加も可
◉チーム紹介可 ◉春・夏季リーグなどの大会
（年5回）
を開催
◉公認審判員希望者も受け付けています

よこやまはじめ

横山 肇 ☎090-3967-8353

費 用 登録費（年額1チーム）
・・・・ 19,000円
各大会（1チーム）
・・・・・・・・・・7,000円
（A・Bクラスは29,000円）

ソフトボール連盟
◉春･夏･秋季大会を開催
◉チームの登録（市内在住・在勤のかた）
をお待ちしています
◉会社のクラブの参加もお待ちしています

サッカー協会
社会人リーグ戦、
小学生サッカー大会、
審判講習会などを開催

レクリエーションバレーボール連盟

まえだ わたる

前田 度 ☎53-6420
費 用 登録費（年額1チーム）
男子の部・・・・・・・・・・・・・・・ 23,000円
女子の部・・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
スローピッチの部 ・・・・・・・・・3,000円
壮年の部・・・・・・・・・・・・・・・ 18,000円
まつだ まさる

松田 賢 ☎090-5107-5026
費 用 登録費（年額1チーム）
・・・・ 15,000円
新規加入金 ・・・・・・・・・・・・ 10,000円
ほりえ じゅんこ

堀江 淳子 ☎090-9194-8223

◉未経験のかたも大歓迎、
友達を誘って気軽に参加してみませんか 費 用 登録費（年額1人）・・・・・・・・・2,000円
※25歳以上の女性
◉大会
（年5回）
を開催 ◉登録10チームが各練習場所で活動

バスケットボール協会
◉市長杯(トーナメント)、
リーグ戦を開催
◉男子17チーム、女子1チームが加盟
◉女子チームを募集中

ビーチボール協会
◉ビーチボールを使用し、体育館でおこなうバレーボールで
す。
「いつでも」
「どこでも」
「だれでも」を合言葉に、楽しい
協会づくりをしています
◉大会（年7回程度）
を開催し、小学生から年配者までプレー

バレーボール協会

まえざわ しんじ

前澤 慎二 ☎090-4193-1435

費 用 登録費（年額1チーム）
一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20,000円
高校生 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
はやかわ はちろう

早川 八郎 ☎52-2879

費 用 登録費（年額1人）市内在住・在勤
・・・・・・・・500円
（高校生以下無料）
各大会（1人）
・・・・・・・・400円
（中学生以下 200円）
まつばら いくお

松原 郁夫 ☎090-4446-3716

費 用 登録費（年額1チーム）
・・・・・・3,000円
◉大会（4・6・9・10月）
を開催
各大会(1チーム)・・・・・・・・・・2,000円
◉男子11チーム、女子10チームが加盟
（ともに高校生以下無料）
（木）
までにご連絡ください
◉新規でチーム登録を希望する場合は2月20日

剣道連盟

かとう まさひさ

加藤 勝久 ☎54-3065

費 用 登録費（月額1人）
◉小学生から年齢・性別を問わず入会歓迎
小・中学生 ・・・・・・・・・・・・・・2,000円
◉総合体育館剣道場で稽古しています。
気軽に見学に来てください
連盟（一般）・・・・・・・・・・・・・・・・・無料
◉稽古会 小 学 生／土・日曜日午前9時〜11時20分
連盟(一般)／土・日曜日午前11時30分〜午後0時30分

弓道連盟
◉初心者教室(高校生以上)を4〜6月の土曜日の午後に開
催（12回）。会員が丁寧に指導します。希望者は4月中旬ま
でにお申し込みください
◉月例会(年12回)を開催
◉各種県連大会に参加
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にわ ただし

丹羽 正 ☎53-0382
費 用 登録費（初年度のみ。1人）・・1,000円
年額（1人）
初心者教室 ・・・・・・・・・・・・・・2,000円
三段以下 ・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円
四段以上・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円

バドミントン連盟

うちだ

はるき

内田 春喜 ☎・FAX.052-773-8725

◉連盟主催大会(年5回程度)や近隣市町との交流大会を開催 費 用 登録費（年額1人）・・・・・・・・・1,000円
講習会（1回1人）
◉講習会(練習)を土曜日午後7時から総合体育館で開催
◉会員／一般・・・・・・・・・・・・・・ 400円
（第1・3土曜日のみ）
高校生 ・・・・・・・・・・・ 250円
◉経験を問わず、
どなたでも参加可
中学生・・・・・・・・・・・・ 150円
◉詳細は同連盟ホームページ
（「尾張旭市バドミントン連盟」
小学生（保護者同伴）
・・無料
で検索）
をご覧ください
◉非会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600円

卓球協会
◉協会主催大会（年5回程度）
を開催
◉合同練習を総合体育館で金曜日の午後7時〜9時に行っ
ています

ふぶき まさのり

雪吹 雅則 ☎53-3546
費 用 登録費（年額1人）・・・・・・・・・1,500円

エスキーテニス協会
◉誰もが楽しめるスポーツです
◉公認の指導員が親切に教えます
◉練習日が待ち遠しくなること間違いなし!
皆さんの参加をお待ちしています

かとう

たかお

加藤 孝夫 ☎52-0864
費 用 登録費（年額1人）・・・・・・・・・1,000円

テニス連盟

はっとり よしひさ

服部 貴久 ☎62-2768

◉連盟大会(年10回程度)や他クラブとの対抗戦などを開催 費 用 登録費（年額1人）・・・・・・・・・4,000円
◉大会日以外の日曜日は晴丘テニスコートで練習会を実施。
午前11時から玉出しによる練習も行っています

ソフトテニス連盟(軟式テニス)
◉高校生以上の経験者・初心者のかた、
気楽にどうぞ
◉大会日以外の日曜・祝日の午前9時〜午後1時に城山テニ
スコートで練習しています
◉詳細はホームページ（「尾張旭市ソフトテニス連盟」で検
索）
をご覧ください

なるせ たくみ

成瀬 巧 ☎080-3624-9774
費 用 登録費（年額1人）・・・・・・・・・3,500円

グラウンド・ゴルフ協会
◉生涯スポーツとして仲良く元気よく楽しんでいます。興味
のあるかたは見学に来てください
◉月･水･金曜日(旭ヶ丘運動広場)、火･木曜日(晴丘運動広
場)の午前9時〜11時に活動
◉県・市などが主催する大会（年16回程度）
あり

空手道連盟
◉幼児から大人までチームごとに練習
◉体験を希望するかたは、気軽にお問い合わせください

陸上競技協会
◉陸上教室（年2回程度）
とフリー練習（年4回程度）を南グ
ランドで開催
◉活動内容や練習日などはブログ（「尾張旭市陸上競技協
会」
で検索）
をご覧ください

クレー射撃協会
◉大会参加や教習を行っています
◉随時会員を募集していますので、
いつでもお問い合わせく
ださい

はやしちから

林 力 ☎53-0372

費 用 登録費（年額1人）・・・・・・・・・4,200円
（中途入会費月額350円）

くの

ひろゆき

久野 博行 ☎090-2578-9877
費 用 登録費
（初年度のみ1チーム）10,000円
連盟講習会・研修会（1回1人）
500〜1,000円
いのうえ かつとし

井上 克俊 ☎090-7618-0860

費 用 登録費（年額１人）
小学4年生〜中学生・・・・・・・・・ 500円
高校生以上 ・・・・・・・・・・・・・・1,000円
みずの たけひこ

水野 武彦 ☎090-3150-7059
費 用 登録費（年額1人）・・・・・・・・・5,000円

広報 おわりあさひ〈令和2年1月1日号〉 7

