≪スポーツで，じょうぶな体，やりぬく心≫
2019 年度盛岡市スポーツ少年団
案内一覧表
☆盛岡市スポーツ少年団は
①市内の少年，少女がスポーツを中心としたグループ（団）活動を継続的におこなっている団体です。
②市内の少年，少女たちを，スポーツをする喜びを通じて健康な体と心をはぐくみながら、良き社会人に育てること
を目的としています。

☆活動の時期
おおむね、４月～５月から活動をはじめます。

☆主な活動内容
それぞれの種目のルールを理解し、技術をみがく。他の団との交流を図る。奉仕活動への参加。盛岡市スポーツ少
年団事業リーダーキャンプや綱引大会への参加。体力テストの実施。その他各種行事への参加。

☆入団の仕方
別紙記載の種目、団の中に入団を希望するものがありましたら、各少年団の入団方法及び連絡先をご確認いただ
きお申込みください。団によっては、入団申し込みの受付日を決めているところもありますのでご注意ください。
なお、盛岡市スポーツ少年団事務局の連絡先は下記のとおりです。ご質問等ありましたらお問い合わせください。
（各団の詳細 については、当該団の連絡先にお問い合わせください。）

盛岡市上田 3 丁目 17 番 60 号
公益財団法人盛岡市体育協会
☎

掲載内容については、間違いの無
いよう細心の注意を払っています
が、万が一間違いがあった場合に
は、左記ホームページのスポーツ
少年団のページに正誤表を掲載し
ます。

盛岡体育館内
盛岡市スポーツ少年団事務局

０１９－６５２－７６００

Mail:suposyou@morioka-taikyo.or.jp
URL:http://www.morioka-taikyo.or.jp
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軟 式 野 仁王ジャイアンツ
球

小学1年生～6年生の男女

年会費 21,600円
(分割払い応相談)

土・日曜日・祝日 13：00～17：00
*連絡先・活動場所にて随時受付

仁王小学校グラウンド・体育館 山本純子
090-5232-9637

厨川ファイターズ

小学1年生～6年生の男女
（厨川小学校区在住）

月会費 1,500円
(兄弟2人目半額)

土・日曜日・祝日 8：00～15：00頃（夏期）
8：00～12：00頃（冬期）
*連絡先・活動場所にて随時受付
（電話・メールでの問い合わせ可）

厨川小学校校庭・体育館

永井ファイターズ

小学1年生～6年生の男女

年会費 17,000円
(兄弟2人目から12,000円)

火・木・土・日曜日・祝日
*活動日・活動場所にて随時受付

永井小学校グランド
見前南小学校グランド

大新スターズ

小学1年生～6年生の男女
(大新・青山小)

年会費 15,000円

土・日曜日・祝日 9：00～15：00
*連絡先・活動場所にて随時受付

大新小学校グラウンド 他

月が丘ビクトリー

小学1年生～6年生の男女
(月が丘小・青山小区在住)

月会費 1,000円（別途、行事費有り） 土曜日・祝日
13：00～
日曜日
8：00～
*活動場所にて随時受付
（電話・メールでの問い合わせ可）

月が丘小学校校庭、体育館

土淵ボンバーズ

小学1年生～6年生

年間 18,000円

土淵小学校グラウンド

城南野球

小学1年生～6年生の男女
月会費 1,000円
(城南・山王・附属・山岸学区)

城北野球

小学1年生～6年生の男女

niougiants@yahoo.co.jp
岩渕 忍
090-4315-4758
645-5336 (FAX兼)

iwabuchi220@yahoo.co.jp
山根貴徳（永井小)
090-7213-1714
夏屋郷治(見前南小)
090-1119-8149
魚谷洋丈
080-3567-5134

daishinstars@yahoo.co.jp

月会費
1～2年生 1,000円
3～6年生 2,500円

羽場ドリーム

小学1年生～6年生

年会費 18,000円

仙北ゼブラ野球

小学1年生～6年生
年会費 21,000円
（仙北小・向中野小・本宮小） (年会費・登録料・保険料含む)
兄弟割引有

桜城野球

小学1年生～6年生

月額 1,000円

見前タイガース

小学1年生～6年生の男女
（見前小学校）

年会費 16,000円（分割集金制）
兄弟での在団者優遇あり

土・日曜日・祝祭日
*随時受付
土・日曜日・祝祭日 13：00～16：00
*随時受付
火・木曜日 17：00～19：00
土・日曜日 9：00～12：00
*活動場所にて随時受付
*見学・体験も随時歓迎
土・日・祝日・木曜日 17：00～19：00
*連絡先・活動場所にて随時受付
月・水・金曜日 17：00～19：00
土曜日 13：00～16：00
日曜日・祝日 7：00～10：00
*連絡先・活動場所にて随時受付
土・日曜日・祝日
*連絡先・活動場所にて随時受付

内田貴弘
647-0992(FAX兼)
090-6685-9260

nrk716double_r@ozzio.jp
松田圭司
090-4557-8768
城南・山王小学校
吉田泰弘
653‐1752(FAX兼)
090-5232-8171
城北小学校校庭
日影 愛
（冬期間は城北小学校体育館） 080-6028-3790

yuraike.61913@gmail.com
羽場小学校

仙北小学校 他

スポーツ少年団専用球場

土・日曜日・祝日 9：00～17：00
見前小学校
*随時（お気軽にご連絡ください。見学なども随時対 見前タイガース野球場
応いたします）

狢澤正彦
639-9300
090-7568-0025
濱守
080-1816-0407

千葉繁夫
631-3601
090-9427-8822
小比類巻
090-9031-5359
チームメールアドレス

mirumae-tigers@xg7.so-net.ne.jp
きたくりパイレーツ

小学1年生～6年生の男女
(相談に応じます)

年会費 17,000円（父母会費含む）
(兄弟で入団の場合は2人目から半額)

火・水・金曜日 16：00～
土・日曜日・祝日 9：00～（冬季 12：30～）
＊要相談

北厨川小学校グラウンド 他

小林敏哉
601-6532(FAX兼)
090-7529-0902

morioka_pirates_1982@yahoo.co.jp
大慈寺クラブ

小学1年生～6年生
(大慈寺・杜陵小)

オール津志田クラブ

小学1年生～6年生

河北ベアーズ

小学1年生～6年生の男女
（上田小・河北小・附属小）

入会金 3,000円
年会費 4年生以上 18,000円
3年生以下 12,000円
1～3年生 年会費 8,000円
4～6年生 年会費 18,000円
年会費 18,000円
(兄弟での入団の場合は2人目以降
12,000円)

毎週 土･日曜日・祝祭日
*活動場所・連絡先にて随時受付

大慈寺小学校グラウンド

土・日曜日・祝日
*随時受付
土･日曜日･祝日 9：00～13：00
＊連絡先・活動場所にて随時受付
＊練習見学、体験参加可能

津志田近隣公園グラウンド

小泉岳広
090-2274-9269

三上利彦
080-6034-9175
河北小学校グラウンド・体育館 赤石光夫
651-5467（FAX兼）

kahoku_bears@yahoo.co.jp

乙部クラブＪｒ．

小学1年生～6年生の男女
（手代森・都南東）

月会費 2,000円（前期・後期集金）
（兄弟での入団の場合半額）

土・日曜日・祝日
*随時受付

手代森小学校グランド

佐々木 淳
090-7662-0800

松園ジャガース

小学1年生～6年生

月額 1,500円

土・日・祝祭日 8：30～12：30
冬期
土曜日
13：00～16：00
日・祝日 8：00～11：00
*随時受付
木・土・日・祝日
*随時受付 見学・体験参加歓迎

松園小学校グラウンド
（冬季は松園小学校体育館）

柏崎英明
090－4041-9969

飯岡タイガース

好摩野球

東緑が丘ライオンズ

渋民野球

中野スポーツ野球少年団
(中野アップルファイターズ)

小学1年生～6年生の男女
年会費
（飯岡・向中野・本宮小学校） 前期 7,000円（10月～翌年3月）
後期 10,000円（4月～9月）
小学生の男女
月会費 1,500円

小学1年生～6年生の男女
年会費 18,000円
（高松・緑が丘・山岸・米内・附
属小区在住）
小学1年生～6年生の男女
前期 6,000円
後期 6,000円
小学1年生～6年生の男女

入会金 1,300円
月会費 1,500円
(兄弟2人目～800円/1人)

matsuzonojaguars@gmail.com
飯岡小学校グラウンド

鎌田英雄
080-2841-0113

火・木曜日 17：00～19：00（練習）
好摩小学校
監督・東山和孝（好摩小）
土・日曜日・祝日 9：00～15：00（試合・練習等）巻堀小学校
090-5353-9123
*連絡頂ければ随時対応させて頂きます。電話に出
事務・津志田和賢（巻堀小）
ないときは留守番電話にメッセージを入れてくださ
080-1815-3236
い
土曜日 9：00～12：00
高松小学校
山田友弘
日曜日 13：00～16：00
090-2432-1310
*随時受付
火・木・土曜日
渋民総合運動公園野球場
花坂智人
（練習試合や大会の場合は日、祝日も活動あり） 渋民小学校
090-1933-4428
*活動場所・連絡先にて随時受付
683-3605（FAX）
土・日曜日・祝日
中野小学校グラウンド・体育館 事務局 千葉崇
*連絡先・活動場所にて随時受付
他
090-4553-5996

nakano.apple.2019@gmail.com

＊軟式野球の入団については盛岡市スポーツ少年団野球連盟までお問い合わせください
【総合案内】盛岡市スポーツ少年団野球連盟 代表 菊 池 正 亨 ≪電話/FAX ６３４－１５５１
サ ッ カ 盛岡YMCA
ー

小学1年～6年生の男女

月会費 6,500円～

携帯 ０８０－１６９６－１８９１≫

火曜日 17：00～19：00
北松園小学校
土曜日 13：00～15：00
東部体育館 他
日曜日 10：00～12：00
*電話・メールでご連絡を頂いた後、練習へ体験参加
をして頂きます

東森聡
080-1656-4169

higasimori@moriokaymca.ong

盛岡太田東サッカー

小学3年生～6年生

年会費 15,000円
月 謝 3,500円

月・木曜日 17：00～19：00
太田東小学校
橋野満之
土・日曜日 9：00～12：00
659‐2405(FAX兼)
*大会等で練習時間の変更がありますので事前に連
090-1930-4159
絡をお願いします
幼児～2年生
土・日曜日（週2回）
月が丘小学校グランド
澤 憲司
3～6年生
土・日曜日・平日2回（週4回） (冬期間は月が丘小体育館また 080-1806-2847
*活動場所・連絡先にて随時受付
は城北小学校体育館)
641‐7432(FAX)

月が丘フットボールクラブ

幼児～小学6年生

月会費 幼児～2年生 2,000円
3～6年生 3,000円

厨川FCRIO

未就学児（年長）～6年生

3月下旬に決定予定

盛岡中央サッカー

小学生以下の男女（未就学児含）年18,000円（2018年度実績）

原則 土・日・祝日
桜城小学校校庭（冬季は体育館）新沼雄輝
*活動場所にて随時受付（但し試合等で不在時あり）
090-5836-4612

山岸サッカー

幼児～6年生

年会費 幼児
1～2年生
3～6年生

土・日曜日 9：00～12：00
山岸小・附属小学校グラウンド 吉田隆一
木曜日 17：00～19：00
651‐3920(FAX兼)
*入団式：日時 4月14日(日) 山岸小学校グランド
090-8924-2758

RENUOVENS OGASA
FOOTBALLCLUBジュニア

幼児～6年生

月会費 3,000円～6,000円
（各コースによる）

月・火・木・土・日曜日 （各コースによる）
*随時受付

青山サッカー

幼児～6年生

新規入団金
2,000円
年会費 幼児
1,000円
1～3年 10,000円
4～6年 24,000円

火・木曜日 3～6年
18：00～20：00
土曜日
幼児～2年
9：00～10：30
3～4年
9：00～11：00
5～6年
9：00～11：30
*4月13日(土)18：00青山地区活動センター（予定）
火・木曜日(3年生以上)
北厨川小学校グラウンド
土・日曜日(全学年)13：00～(冬期間は変動)
(冬期間は体育館)）

bzzz@beige.plala.or.jp
火・水・木・金・土・日曜日
*活動場所にて随時お受けします

厨川小学校

松好文司
090-5841-0266

info@morioka-chuo-sss.jp
6,000円
6,000円
14,000円

yamagishifc@gmail.com
県営運動公園
河北小学校
高松多目的広場 等
青山小学校グラウンド

中村司
648-0081
648-0082(FAX)
藤倉雅和
090-5590-3883

aoyamajuniorsoccer@yahoo.co.jp

ジュニアアントスFC

小学１年生～6年生

1～2年生 月額 1,500円
3～6年生 月額 3,500円
(兄弟で入団の場合2人目から月額1,500
円)
*随時受付 連絡先にて体験参加可

岡村秋男
684-3916(FAX兼)
090-9423-8253
小田忠雄
090-4476-9793
鈴木
613-6678

いわてグルージャ盛岡ジュニア

園児～6年生

月会費 スクール 4,320円
アカデミー 5,400円

月・水・木・金・土・日
*メールにてお問い合わせください

盛岡市内施設

盛岡仙北サッカー

小学１年生～6年生

年会費 20,000円
(前期 10,000円・後期 10,000円)
月会費 1～2年生 500円
3～4年生 1,000円
5～6年生 2,000円

4～10月 火・木・土・日曜日
11～3月 火・金・土・日曜日
平日
17：00～19：00
土日祝 10：00～12：30
*活動場所にて随時受付

仙北小学校グラウンド・体育館 佐々木（監督） 090-7327-2267
佐藤（事務局） 090-5236-1606

academy@iac-grulla.biz

羽場飯岡FCサッカー

小学1年生～6年生の男女

〃

入団金 2,000円(入団時のみ)
毎週土日・祝祭日 9：00～12：00
育成会費 24,000円/年(3期分割納入 *4月14日（日）10：00
活動場所にて受付
可)
以降、随時受付(見学・体験仮入団可)
2年生以下はともに半額

morioka.senboku.soccer@gmail.com
羽場小学校校庭
(雨天時は体育館)

代表・総監督 高橋俊一
618-5921(FAX兼)
090-9631-4738

大宮ジュニア-ズﾞFC

小学2年生～6年生

2～3年生 年12,000円
4～6年生 年18,000円

MIRUMAE・FC・Ｕ-12

年中～6年生

UEDA SC

小学1年生～6年生

幼児
月会費 2,000円
小学生 月会費 5,500円
年会費 １～3年生
8,000円
4～6年生
17,000円
*他、必要に応じて追加徴収有

松園サッカー

小学1年生～6年生

月額 2,000円

緑が丘サッカークラブ６４

小学1年生～6年生の男女

津志田サッカー教室

小学1年生～6年生の男女

月会費 1～3年生
4～6年生
年度
1～3年生
4～6年生
月会費 2,000円

FC手代森

小学1年生～6年生

月会費 2,300円

盛岡イーストFC

小学1年生～6年生

エスペランサ玉山ジュニア

剣道

2,000円
3,000円
4,500円
1,800円

1～2年生 年会費 6,000円
3年生 年会費 17,000円
4～6年生 年会費 25,000円
ジュニア 小学1年生～6年生 会費
キッズ 年少～小学2年（予定）ジュニア（1～2年生）2,000円/月
（3～6年生）3,000円/月
キッズ 1回500円（予定）

向中野FC

年長～小学6年生

月会費 3,000円～

FC Grows

幼児（年中）～小学6年生の男女 月会費 幼 児 1,000円
小学生 3,000円

ヴェレイズ大新FC

小学1年生～６年生男女

月会費 1～3年生 3,000円
4～6年生 3,500円
（保険・登録料別）

盛岡西警察署もりにし剣道教室

小学生

年会費 12,000円

平日 17：00～19：00
土日祝日（時間不定）
*4月上旬予定本宮小学校体育館
*その後は随時連絡先にて受付
平日 17：00～18：30 土日 不定
*年間通して随時受付
1～3年生 日曜日
9：00～10：30
4～6年生 土曜日
9：00～12：00
日曜日 10：30～13：00
*随時 活動場所にて受付
土・日曜日・祝日
*活動日・活動場所にて随時受付

本宮小学校校庭・体育館

土曜日 14：00～16：00
日曜日 9：30～12：00
水曜日 18：00～20：00（4～6年のみ）
*随時受付
毎週土曜日 9：00～12：00

高松小学校校庭及び体育館

*随時活動場所にて受付
火・木・土曜日 17：00～19：00
*随時受付
水曜日 17：00～19：00
土曜日 10：00～12：00
*随時受付
火・木曜日
18：00～19：30
土・日曜日
9：00～11：00
（1～2年生は火・土曜のみ）
キッズ 水曜日 18：00～19：00（予定）
*活動日・活動場所にて随時受付
週1～4回 カテゴリーによる
*随時募集・まずはお電話ください
小学生
火・木曜日 17：00～19：00
土・日曜日 9：30～11：30
幼児
土曜日か日曜日のみ 9：00～10：30
*活動日・活動場所にて随時受付
水曜日
17：00～19：00
土・日曜日 9：00～12：00
*随時受付
*体験・学区外入団・途中入団 可
月・水・金曜日 19：00～21：00
*まずは見学から
*活動日二直接道場にお越しください

浅沼英弘
090-4551-9869
636-0982FAX)

見前小学校 他

080-8212-4047
info@mirumae.net
上田小学校校庭
立花道子
（12月～2月は上田小学校体育 090-9031-1739
館にて午後に実施)
micchiiko.1228@docomo.ne.jp
松園小学校グラウンド
(冬期間は体育館)

菅原貞二
070-2014-9583
662-0098
梅津 修
090-7337-9453（18：00～21：00）

津志田小学校校庭・体育館

工藤和夫
090-9531-4913
638-9255（FAX）
手代森・都南東小学校
浅沼一志
乙部中学校
090-2277-4402
中野小学校グラウンド・体育館 大信田直子
090-7327-9248
渋民小学校グラウンド
渋民運動公園

花坂武美
090-4044-7020

takemi0210@gmail.com
向中野小学校

菅原直紀
080-3330-5558

mukainakanofc@gmail.com
県営運動公園
大新小学校
高松多目的広場 他

佐々木豪臣
090-8929-8411

大新小学校校庭・体育館

菅野貴洋
090-7930-2485
656-2077

盛岡西警察署内道場

鈴木 睦
090-2365-2374

jun-tk@mqb.biglobe.ne.jp

新明館 橋市道場

年中～中学生

月会費 2,500円

月・水・金曜日 18：00～19：00
*初心者 17：30～18：00
*道場にて随時

新明館橋市道場

宮川一彦
654-3037
（橋市武道具センター）

観武会

小学1年生～5年生

月会費 2,500円
年会費 1,500円

城北小学校体育館 他

佐々木 瞳
090-8640-4743

中野剣道

小・中学生の男女

月額 2,000円

土曜日 16：00～18：00
日曜日 7：00～9：00
*活動日・活動場所にて随時受付
土曜日 10：00～12：00
*活動場所・連絡先にて随時受付
*防具貸出可
土曜日 17：00～19：00
日曜日
9：30～11：30
*活動日・活動場所にて随時受付
*初月無料体験有、防具貸出応相談
火・木・金曜日 18：30～20：30
*随時受付
火・木・金曜日 17：00～18：30
日曜日
18：00～20：00
*活動場所・連絡先にて随時受付

中野地区活動センター

浅沼

nakanokendo.sec@gmail.com

山岸剣道

年中～一般

月会費 2,000円（兄弟割引あり）
年会費 1,000円（保険等）

見前剣道

小学生～中学生

月額 2,000円

盛岡中央剣道

小学1年生～中学生

月額 2,000円

南武会

小学1年生～中学2年生

月額 1,000円

月・火・金曜日
*活動場所にて随時受付

県営武道館

不動会

小学1年生～中学2年生

月額 1,000円

月・火・金曜日 19：00～20：30
*活動場所にて随時受付

県営武道館

盛岡南部

小学1年生～中学2年生

月額 1,000円

月・火・金曜日 19：00～20：30
*活動場所にて随時受付

県営武道館

城南剣道

小・中学生

年会費 2,000円
月会費 2,000円

市立武道館
山王小学校体育館

正修館

年長～中学3年生

月額 2,000円
（兄弟割引 1,000円）

土曜日 17：20～18：20
日曜日
9：00～11：00
*活動場所にて随時受付
(見学・体験可)
詳細 http://jonankendo.hatenablog.com/
月・水曜日
19：00～20：30
金曜日
18：30～20：00
土曜日（隔週）17：00～18：30
*活動場所・連絡先にて随時受付(見学・体験可)
*防具貸出可
詳細はHPにて http://omiyaseisyu.wordpress.com/
火・木曜日 19：00～
土・日曜日 17：00～
*活動場所にて随時受付
詳細はHPにて「盛岡仙北剣道」で検索
月・水・金曜日 18：00～19：00
*初心者 17：30～18：00
道場にて随時受付
月･水・金曜日(水曜は居合道)
19：00～21：00

盛岡仙北剣道

盛岡剣道

剣道・居 飯岡研心剣道
合道

年長～高校生

月会費 1,000円
保険料 1,000円/年

年中～中学生

月会費 2,500円

小学1年生～中学3年生

団員 月額 1,000円
親の会 月額 500円

山岸児童センター

（事務局）高藤 090-4043-9030

見前中学校各技場

吉田
638-7738
高橋留美
090-7331-8451

市立武道館2F剣道場

大宮中学校柔剣道場志峰館

荒田 悟（南部武道具）
641-3685
643-8208（FAX）
荒田 悟（南部武道具）
641‐3685
643-8208（FAX）
荒田 悟（南部武道具）
641‐3685
643-8208（FAX）
父母会 鈴木
090-1069-8194
jonankendo_sposho@yahoo.co.jp
藤原
090-8929-0066

omiyaseisyu@gmail.com

仙北中学校剣道場

佐藤光寿
080-5225-8279

senkenspo@gmail.com
新明館橋市道場

飯岡中学校柔剣道場

宮川一彦
654－3037
（橋市武道具センター）
中村壽夫
090-6851-4561

*活動日・活動場所にて随時受付。見学可
（防具貸出あり）
バ レ ー 都南東バレーボールクラブ
小学1年生～6年生
月会費 1～2年生 2,000円
火・木曜日 17：30～19：30
都南東小学校体育館
ボール
3～6年生 4,000円
土・日曜日 9：00～13：00
*連絡先又は活動場所にて随時受付（見学歓迎）
山岸ジュニアバレーボールクラ 小学1年生～6年生
月会費 3,000円
火・木曜日 17：00～19：00
山岸小学校体育館 他
ブ
土曜日 13：00～17：00
活動センター
日曜日 9：00～12：00
*大会前などは変動することがあります
*活動場所にて随時受付 見学・体験大歓迎
手代森アップルズ
小学生女子
月額 2,500円
月・水曜日 17：00～19：00
手代森小学校体育館
土曜日
13：00～16：00
*随時、体験見学いつでも歓迎
月ヶ丘ウイングス
小学1年生～6年生
月会費 2,000円
毎週 土・日曜日
13：00～17：00
滝沢小学校体育館
（登録、保険料は都度徴収）
*練習日に随時受付
*事前に連絡が必要
大新バレーボールクラブ
小学1年生～6年生
月会費
1～2年生 1000円
水曜日 17：00～19：00
大新小学校体育館
3～6年生 3000円
金曜日 17：00～19：30
年会費
1,000円
土・日曜 9：00～17：00
育成会費 1,000円／年
*活動日・活動場所にて随時受付（体験・見学も歓迎）
好摩バレーボール
小学1年生～6年生
月会費 3,000円
月・水・金曜日
17：00～19：00
好摩体育館
（大会・練習試合 土日あり）
*活動場所にて随時募集
*お電話・メールにて練習日をご確認下さい
*お気軽に見学にいらしてください！
渋民バレーボール
小学1年生～6年生
月会費 2,500円（5月打合せ時に決定）火・水・金曜日 17：00～19：00
渋民体育館（柔剣道室）
土・日曜日は大会等
*活動日・活動場所にて随時受付
盛岡バレーボールＪｒ
小学1年生～6年生の男女
初年度 登録料 1,000円
毎週日曜日 9：00～12：00または12：00～15：00）加賀野活動センター 他
スポーツ保険料 800円
*随時受付
ユニホーム負担金 5,000円
月会費 1,000円
見前南ビーバーズ
小学1年生～6年生
月々3,000円
月曜日 17：00～19：40
見前南小学校体育館
（大会参加費等）
水・金曜日 17：00～18：45
土曜日 13：00～17：00（土日は大会等で変動）
*随時募集中
*活動日に体験や見学ができます
杜陵ファイターズ
小学1年生～5年生
月会費 2,000円
月・水・金曜日 17：00～19：00
杜陵小学校
土曜日 15：00～19：00
*随時電話にて受付
空手道 日本空手協会盛岡八幡道場
幼児～一般
月会費 4,000円
火 18：00～20：30
火曜日 大慈寺児童センター
金 18：30～21：00
金曜日 市立武道館
*活動日・活動場所にて随時受付
全日本空手道連盟和道会箱石道 やってみたいと思う方ならどな 入会金 3,000円
毎週月・水曜日 18：30～21：00（祝祭日は休み）市立武道館 2階剣道場
場
たでも歓迎します
月会費 3,000円
*活動場所・連絡先にて随時受付

父母会会長 兼平昭浩
090-5380-0822
久保田忠博
090-3758-1371
佐々木誠
090-4883-9441
武田
090-5186-4273
坂本昌彦
090-2795-1304
成島秀文
090-5596-8024

原 弥福（みさき）
090-7567-8033

miistyle@ezweb.ne.jp
（代表指導者）山本幸夫
090-2606-7636
菅原敏子
090-1932-3889

chisatomama1221@docomo.ne.jp
男子・日津京（にっつ みさと）
090-7326-8703
女子・千葉哲玄（ちば てつはる）
090-7796-1969
渡辺透

090-2368-2496

千葉幸男
681-7988(FAX兼)
早坂幸雄
090-9031-4936
661-3288(FAX兼)

國際松濤館加賀クラブ

小学生～社会人

会費1人 2,000円/月
家族2人 3,000円/月

盛岡市不来方空手道
(空手協会盛岡支部)

小学1年生～一般まで

入会金 4,000円
月会費 3,000円

盛岡市東空手道

小学生～一般

入会金 3,000円
月会費 3,000円

(公社)日本空手協会都南支部

幼児～一般(男女問わず)

入会金 3,000円
月会費 2,000円
（父兄会費1世帯 1,000円/月）

尚武会盛岡

小学生～一般

入会金
月会費

（公社）日本空手協会上田支部

幼児～一般

入会金
月会費

円心カラテキッズ

幼児～大人

月会費 1,000円～5,000円

隼空館道場

小中学生・一般

月会費 3,000円

日本空手協会青山支部

幼児～一般(

月会費 3,000円

松園柔道

小学生男女

飯岡柔道

小学生～中学生の男女

年会費 8,000円
父母会費 5,000円/1家庭
年会費 6,000円
（保険等別途）

もりにし柔道教室

小学1年生～中学3年生の男女

盛岡柔道

小学生

木・金曜日 18：00～20：00
土曜日 10：00～12：00
*活動日・活動場所にて随時受付 見学も可
毎週月・水・金曜日 18：30～20：30
*随時受付 活動場所にて
木曜日 18：30～20：00（祝日休み）
土曜日 10：00～11：30（祝日休み）
*随時受付（電話連絡のこと）

大清水プラザマンション
1F多目的ホール(清水町4-5)

加賀三郎
090-6781-6005

市立武道館

田子博通
652-2939(FAX兼)
090-2840-8122
佐藤美恵子
651‐9287(FAX兼)
090-3367-4605

盛岡市東桜山3-1
(岩山新庄浄水場そば)

毎週火・木曜日 19：00～21：00
毎週土曜日 16：30～18：30

火曜日（上級者） 見前児童セン 小野寺芳巳
ター（冬期間は都南勤労福祉会 637‐1340
館）
*見学・体験は土曜日におすすめいたします
木曜日（初級者） 見前南地区公
民館
土曜日（全体稽古） 都南勤労福
祉会館(
2,000円
月・木曜日 19：00～20：45
月曜日 松園地区活動センター 高橋 徹
2,000円
*活動日・活動場所にて随時受付(見学自由)
木曜日 緑ヶ丘地区活動センタ 661‐8244（ＦＡＸ兼）
ー
090-8784-6447
3,000円
月・木曜日 19:00～21：00（祝日休み）
盛岡体育館
遠山正宏
2,000円（兄弟・家族割引有） *活動日・活動場所にて随時受付（見学・体験可） 月曜日 1Ｆアリーナ
090-7328-7385
木曜日 3Ｆ体力測定室
623-5786（FAX）

masahiro_tooyama@yahoo.co.jp

柔 道

①円心会館東北本部道場（稲荷町）
円心会館東北本部道場（稲荷町）円心空手事務局 佐々木
月 17：00～18：00 19：30～20：50
他 左記のとおり
090-4559-4715
水 18：30～19：30 20：00～21：00
ys12020617@yahoo.co.jp
金 18：45～19：30 19：50～21：10
土 11：30～12：30 14：00～15：00
②緑が丘道場
火 19：00～20：15（生協緑が丘組合員センター）
木 18：45～19：45（緑が丘小学校体育館）
*各練習場所にて随時受付
毎週月・金曜日
ふれあいランド岩手（体育館） 田村健一
*電話にて随時受付
090-7326-8557
水・金曜日 19：00～21：00
厨川中学校剣道場
駒田知之
*活動場所にて随時受付
090-8925-0400

毎週土曜日 14：00～16：00
*4月13日（土）～松園地区活動センターにて受付
火・木曜日 18：30～20：00
土曜日
17：30～19：00（変則）
*随時受付可能
*電話等でも会場来場可能
年会費 2,000円
火・木曜日 19：00～21：00
月会費 1,000円（前、後期各6,000円）土曜日 18：00～20：30
*活動場所にて随時受付
月1,500円×3ヶ月/1期分（年4回納入）火・木・土曜日 19：00～20：30

松園地区活動センター

みちのくみどり学園（井上・山村）
663-3171
Matasukマンション内（仮説） 吉田武夫
津志田町3-1-40
090‐3649‐3208
638-0318（FAX）
盛岡西警察署4階道場

山坂真紀子
080-5561-1531

盛岡市立武道館

渕向慎一

岩手県営武道館柔道教室

小学生～中学生 一般

大宮柔道

小学1年生～中学2年生

獅柔館

小学1年生～中学3年生の男女

*兄弟・姉妹割引（月1,000円計算） 但し、第3火曜日と祝日は休館のため休止
*他に障害保険料・登録料等として
2,550円（年1回）
*活動日・活動場所にて随時受付
*見学・体験参加を歓迎します
月会費 2,000円
月・火・金曜日 18：30～20：00
*電話連絡にて説明
年会費 3,500円（小学生）
月・水・土曜日
2,500円（中学生）
金曜日（不定期）
選手育成コース 1,500円
日曜日（遠征あり）
基礎コース
1,000円
*活動場所及びたかだ接骨院にて随時受付

（城南小学校隣、盛岡二高向い）090-8925-0314

月会費 1,000円

獅柔館(個人道場)
緑が丘4-15-13

月・水・金曜日 17：00～18：00

岩手県営武道館 柔道場
大宮中学校柔道場

*4月7日以降活動場所にて随時受付
（携帯に事前連絡を）
ミ ニ バ 松園イーグルスミニバス
スケッ
トボー
ル

小学1年生～6年生

月会費 2,000円
（1年生～3年生は1,000円)

ミニバスきたくり

小学１年生～6年生

月会費 1～2年 1,000円
3～6年 2,000円

太田東ミニバスケットボール

小学1年生～6年生の男女

入団金 3,000円
月会費 2,000円（兄弟割引有）

盛岡上田ミニバス

小学1年生～6年生の男女

盛岡南ブルズ

入団料 3,000円
(新規4年生以上・継続4年)
新規入団 1～3年生 年 10,000円
4～6年生 年 18,000円
*継続割引・兄弟・姉妹割引あり
小学1年生～6年生の男児
男子 入団時 4,000円
小学1年生～5年生の女児
月会費 2,500円
（6年生については要相談）
（備品代積立金を含む）
女子 入団時 3,500円
月会費 2,500円
（備品代積立金を含む）

盛岡DUCKS

小学1年生～6年生の男女

年会費 15,000円
(各諸経費はグループにより別途)

水曜日 18：00～20：30
北松園小学校体育館
(1～3年生は18：00～20：00 自由参加)
土・日曜日 13：00～16：00(18時まで延長の時あ
り)
1～3年生は13：00～15：00
*4月7日(日)13：30～活動場所にて随時受付
水・金曜日 17：00～19：00
北厨川小学校（水・土・日）
土・日曜日 10：00～12：00
城北小学校（金）
（1～2年生は土日のみ）
*随時受付
男子 火・水・金曜日 17：00～19：00
男子 太田東小学校
土曜日
13：00～15：00
女子 月・水・金曜日 17：00～19：00
女子 太田小学校（月）
土曜日
13：00～16：00
向中野小学校
＊活動日、活動場所にて見学・体験随時受付
（水・金・土）
土曜日 13：30～17：00
上田小学校体育館
日曜日
9：30～13：00
水曜日 17：30～19：00（レギュラー）
*4月20日(土)13時半～活動場所にて受付
以降、随時受付・体験、見学いつでもOK
男子 月・木・金曜日 17：00～19：00
仙北小学校・向中野小（男女）
土曜日
16：00～19：00
飯岡小学校体育館（男子のみ）
日曜日
13：00～17：00
羽場小学校体育館(女子のみ)
のうち4回/週程度
女子 火・木曜日
17：00～19：00
土曜日
16：00～19：00
日曜日
13：00～17：00
*男女ともに随時受付
火・木・金（内、週２回） 17：00～19:：00
中野小・城南小・見前南小
土日・祝祭日（週1～2回） 13：00～17：00
永井小 他
（グループにより活動時間・曜日は別途相談）
*体験・入団は随時受付

長澤英胤（事務局）
080-5575-5111
高田直樹（たかだ接骨院）
601-9033

佐々木哲哉
090-2842-1217（17時以降）
661-1605(FAX)

sijukan@crux.ocn.ne.jp
高橋奈津子
090-7321-1114
anc24096@nify.com

成田富子（代表）
641-8152
090-7072-6991
藤原美樹（事務局）
090-7933-2316
高橋 榮（代表）
090-2889-5549
659-2913(FAX)

引屋敷晴光
090-4318-8018
662‐7731

男子 金井
090-1724-7156
女子 川村
090-1377-1794

髙橋
080-5226-2543

津志田ブルーウインズ

小学1年生以上の男女

月会費 1,500円
登録料 2,500円/年

AOYAMAミニバス

小学1年生～6年生の男女

年会費 1～3年生 10,000円
4～6年生 15,000円

好摩ミニバスケットボール

盛岡仁王ミニバス

RIM ROCKERS盛岡
（リムロッカーズ盛岡）

ソ フ ト 見前STC
テニス・ （通称：見前ジュニア）
テニス
盛岡市ソフトテニス

土淵ソフトテニス

こずかたソフトテニスクラブ

乙部STC

JSTC盛岡

水・木曜日 17：00～19：00
土・日曜日 13：00～17：00
*練習日に体育館にて随時受付

津志田小学校体育館

川崎(事務局)
090-9740-3750
長谷川(監督)
090-1062-9059
五十嵐のぶ代(代表)
090-7668-0955

日曜日 9：00～12：30
青山・土淵小学校体育館
水・土曜日 17：00～19：00
*随時受付
小学1年生～6年生の男女
新規入団費 5,000円
月・水・金曜日 17：30～19：30
好摩小学校体育館
千葉秀夫
年会費
15,000円 予定
*土・日曜日及び祭日に活動する場合も有り
090-8424-2409
（活動時間はその都度）
*活動日・活動場所にて随時受付
*但し、2019年度は好摩小学校で活動できない時期
が長期に渡るため、事前に電話で活動場所の確認を
盛岡市内の小学生
入会金 5,000円（新規入団者のみ） 水曜日
18：00～20：30
仁王小学校体育館
田中省三
年会費 低学年 12,000円
土・日・祝日
9：00～12：30
090-5595-1681
高学年 18,000円
*4月7日（日）9：00～11：00 仁王小学校体育館
（前期・後期に分割及び兄弟割引あり）*以後、練習日に随時受付します
小学3年生～6年生
月会費 3,000円
土曜日 15：00～17：00
大慈寺小学校体育館 他
代表 藤原勇介
（1，2年生は要相談）
（兄弟2人目以降は月会費2,000円） 日曜日 17：00～19：00
090-4318-9856
（練習日追加、時間変更の可能性あり。詳細はHP）
rimrockers.morioka@gmail.com
＊連絡先・活動場所にて随時受付（体験可）
ソフトテニスに興味と意欲のあ 月会費 1,300円
水曜日（高学年） 18：00～20：00
水曜 世代交流センター
見前STC副会長 福田美紀
る盛岡市近隣の小学生男女
木曜日（全員）
18：00～20：00
木曜 見前中学校体育館
090-4047-3996
土・日曜日のどちらか半日
土or日曜 広宮沢公園テニスコ
*活動日・活動場所にて随時受付（4/1～6/30迄) ート他
小学1年生～6年生
月会費 1,500円(コート・ボール代) 4～10月 火曜日 17：00～19：00
火曜 運動公園
近藤
年間登録料 (傷害保険など)
土曜日 10：00～12：00
土曜 綱取スポーツセンター 601-7979
11～3月は体育館使用
*活動日・活動場所にて随時受付(4月～11月)
小学生の男女
年会費 3,000円
土曜日午後
日曜日午前
土曜日 土渕中学校テニスコー 工藤 浩
月会費 1,000円
*電話または活動場所にて
ト
647-6012(FAX兼)
日曜日 御所湖運動公園テニス
コート
小学生～中学生
年会費
土曜もしくは日曜日の日中
土・日曜 東中野運動公園広場 野頭（のがしら）
小学生 5,000円 中学生 3,000円
水曜、木曜日 18：00～20：00
テニスコート
090-1490-4005
練習時にコート代100～200円徴収
*活動場所にて随時受付
水曜 太田テニスコート
nogashira@sunny.ocn.ne.jp
（お気軽に体験にお越しください）
木曜 綱取スポーツセンター
乙部中学校近隣の小学生or近隣 月会費 1,000円
火・木曜日 17：00～20：00
乙部中学校 体育館
佐々木秀明
中学生
(三か月に一度集金)
日曜日 17：00～19：00
花巻市大迫総合運動場
090-3367-3473
*活動日時は随時変更有
*随時受付
その他必要時応じ変更有
小学生（主に運動が気になる方）月会費 3,000円
小学生 （テニス）
屋内ゲートボール場
吉田洋一
中学生
土曜日 13：00～16：00（冬期 13：00～15：00）(前九年3丁目9-37)
090-2790-5389
日曜日 9：00～12：00（冬期 11：00～13：00）
中学生（ソフトテニス）
月曜日 19：00～21：00
*活動会場にて随時受付

水泳

リップルS・K

小学生～中学生

保険料・使用料・別途

コメットスイミング

4歳～12歳

月会費 週1/2,000円
週2/4,000円

水泳・飛 ～ｉｎｇ(アイ・エヌ・ジー)
込・トラ
ンポリ
ン

飛込

岩手県水泳連盟飛込

幼児～大人

日曜日 17：00～18：00
*連絡先にて随時受付

盛岡市立総合プール
片島尚子
（使用できないときはふれあい 090-5593-4373
ランドにて）

木曜日 16：30～17：30
盛岡市立総合プール
土曜日 10：00～11：00（初心者）
11：00～12：00（中・上級者）
*随時（午後は指導のため午前中にお願いします）
月会費
水泳
盛岡市立総合プール
水泳 月4回 3,000円（兄弟割引有） 月・木曜日 17：30～18：30
トランポリン 月4回 2,400円
水・金曜日 17：00～18：00
土曜日
10：00～11：00・11：00～12：00

小学生（幼児５歳位～成人可） 5,000円 (３か月間/全10回)

トランポリン
日曜日
10：00～11：00・11：00～12：00
*電話連絡の上、随時受付
毎週土曜日 6/15（土）～8/31（土）
盛岡市立総合プール
10：30～11：30
*6/15(土)総合プールロビーにて受付
月曜日～日曜日
盛岡市立総合プール
平日 18：00～21：00
土・日曜日・祝日 10：00～13：00
*連絡先にて随時受付
木・土曜日 18：30～20：00
県営武道館剣道場
*随時受付

シ ン ク 盛岡スイミングスクール
ロ・飛込

小学生・中学生・高校生

月会費 2,000円～7,000円
*クラス 季節により変動

な ぎ な みたけなぎなた
た

小学1年生～中学生

月会費 1,000円

ボ ウ リ 盛岡市ボウリング
ング

小学2年生～中学生の男女

年会費 3,500円
（保険料・登録料含む）
出席時（1回3ゲーム×200円）

月2回 日曜日 9：00～11：00頃
盛岡スターレーン
*4月20・21・28日・5月5日午前に活動場所にて受
付
*以降、随時受付

バ ド ミ フライングシャトラーズ
ントン

小学生～中学生

月会費

月・木・金曜日 19：00～21：00

3,000円

月・金曜日 米内小学校
木曜日 城南小学校

随時受付
新体操

盛岡ジュニア新体操クラブ

小学1年生～小学4年生の女子
（継続者は学年問わず）

年会費 11,000円

毎週土曜日
河北小学校・桜城小学校
小学生 9：00～10：30
*4月14日(日) 9：00～河北小学校体育館にて受付

ラ グ ビ 盛岡ラグビースクール
ー

幼児～中学生

ハ ン ド リトルハンド
ボール

小学1年生～中学3年生

年会費 10,000円（小学生）
毎週日曜日（土曜日活動の場合も有り）
※兄弟、姉妹割引（▲3,000円）
5,000円（中学生）
*随時受付 （4月7日～活動開始）
5,000円（幼児）
*見学、体験も随時歓迎
月会費 1～4年生 1,000円
小学生 日曜日 1～4年生
9：00～10：30
5～6年生 1,500円
5～6年生 10：30～13：00
中学生
1,000円
中学生 火曜日 19：00～21：00
*入団歓迎いたします
いつでも練習日に直接体育館に来てください

高松多目的広場
岩手医科大学緑が丘グラウンド
いわぎんスタジアム
他
北松園小学校体育館

宮野るみ子
070-1144-6655

comet@studio-km.com
四戸公人
090-4887-6205
吉田章子
090-4477-0374

小笠原
090-7933-8389
望月靖浩
090-2953-5370

小原朝子
641‐8300
上野吉朗
651‐4431
651-4432(FAX)
盛岡スターレーン
651-8123
兼平彰博
635-5383
636-3295(FAX)
髙橋和子
659‐0164(FAX兼)

斎藤（事務局）
090-1773-9526
618-8659(FAX)

saitou51＠d3.dion.ne.jp
安倍恭子
661-1201

相撲

盛岡市相撲

小学生～中学生

年会費 3,000円程度

毎週火・木曜日他
*電話連絡のうえ、活動場所にて受付

渋民運動公園屋内相撲場

馬術

盛岡乗馬

小学2年生～中学生

いーはとーぶ乗馬ジュニア

小学生～中学生

入会金
5,000円（初回のみ）
土・日曜日・祝日 8：00～10：00
岩手大学馬術部馬場
3,000円（同一家族2名以上の場合）*天候により中止もあり
（盛岡市上田3-18-8）
年会費
10,000円
*体験乗馬の上、申込み（4月下旬～5月）
練習費参加の都度 2,500円
*初心者歓迎
年登録料 5,000円（保険料含）
毎週土曜日 8：00～10：00
滝沢市馬っこパーク・いわて
月会費
9,000円
*4月中旬から無料体験可能 電話・メールにて受付
事前に電話にて申込の上おいでください
いーはとーぶスポーツクラブ
(盛岡市本町通2-14-28 仁王小南門前

少 林 寺 少林寺拳法盛南
拳法

ア ー チ グリーンアーチェリー
ェリー

入会金 3,000円
金・日曜日
年会費 4,000円
小学生 18：30～19：55
月会費 2,000円（兄弟割引有）
中高生 19：15～20：40
保険料・登録料別途
*活動日・活動場所にて随時受付
幼年・小学生・中学生・高校生 入会金 3,000円
土・日曜日 18：30～20：10
年会費 4,000円
*入団は活動場所にて随時受付、見学自由
月会費 2,000円（兄弟姉妹 1,500円）
別途 保険料・スポ少登録料
小学4年生から高校3年生
年会費 5,000円（スポーツ保険含む） 毎週土曜日 10：00～12：00
*4月10日以降いつでも可

弓道

小学5年生～中学1年生

少林寺拳法岩手県営武道館

いわて弓道ジュニア

ア イ ス レッドウイングス
ホッケ
ー

小学1年生～高校3年生の男女

幼児～中学生の男女

竹田勇人
080-1669-2538
高橋 武
661-3573(FAX兼)

NPO法人いーはとーぶスポーツクラブ
村里洋子
622-1110
601-6541(FAX)
090-5238-1710

問合せ検索 いーはとーぶスポー
ツクラブ
本宮三丁目公民館

松浦俊也
634-0535(盛岡均整院)

岩手県営武道館柔道場（土曜日）佐藤勝
〃
剣道場（日曜日）090-9530-2852

4月～10月
猪股範雄
太田テニスコート緑地広場
090-2950-6353
11月～3月 青山パラセンター 645-3028(FAX)

年会費 2,000円
月曜日 18：30～20：30（中学生のみ）
岩手県営武道館弓道場
髙橋貴子
（保険料・スポーツ少年団登録料含）木曜日 18：30～20：30
080-1805-0886
月会費 2,000円
土曜日 13：00～16：00
日曜日 9：00～12：00（中学生のみ）
（いずれも武道館の使用状況により変更の場合有）
*活動場所にて随時受付（見学可）
月額 3,000円 登録料（年1回）
週3回程度（練習日時を別途配布）
みちのくコカ・コーラボトリン 小田豊
リンク代
*活動場所及び連絡先にて随時受付
グリンク（盛岡市アイスリンク）090-6621-5235
（兄弟2人目半額・3人目以降無料）
636-1121（FAX）

redwings.morioka@gmail.com
盛岡南ペンギンズ

ス ピ ー 盛岡・巣子スピードスケート
ドスケ
ート・ロ
ーラー
スケー
ト・ショ
ートト
ラック

未就学児～中学生の男女

小学1年～中学3年

月会費 3,000円
別途リンク使用料
保険料・登録料（年1回）
（会費は兄弟2人目から無料）
月会費 2,500円

週2～4回程度（リンク割表を配布）

みちのくコカ・コーラボトリン 田村 学（連絡担当）
グリンク（盛岡市アイスリンク）090-2604-7025

*活動場所及び連絡先にて随時受付
夏（4月～10月） 土・日曜・祝日 3時間程度
冬（11月～3月） 月曜日以外に2，3時間

moriokapenguins@gmail.com
みちのくコカ・コーラボトリン 小林智秀
グリンク（盛岡市アイスリンク）090-5353-6320

t0m0_626@yahoo.co.jp
*随時、担当者にご連絡ください（体験も受け付けま 県営スケート場（スピードスケ
す）
ート）

ス ピ ー 盛岡SPEED
ドスケ
ート・シ
ョート
トラッ
ク
フ ィ ギ ドラムスケーティング
ュアス
ケート

小学生～

年間 5,000円程度
（市・県登録料）

平日 18：00～20：00
土・日曜・祝日 8：00～11：00

みちのくコカ・コーラボトリン 夏目ひとみ
グリンク（盛岡市アイスリンク）090-2936-6641
岩手県営スケート場

*随時電話にてご連絡ください

小学生～中学生

月会費 3,000円

水曜日 18：15～19：45
*申込用紙をFAXにて送ってください
（FAX 652-4872）

みちのくコカ・コーラボトリン 長澤町子
グリンク（盛岡市アイスリンク）070-6955-2880
652-4872(FAX兼)

5才～小学6年生

月会費/4回 3,600円
（１回あたり900円）

金曜日 17：40～18：25（月１回～４回活動）
*毎月、月初めの活動日に入団受付
*教室開始30分前からリンク入口にて受付

みちのくコカ・コーラボトリン 高橋英子
グリンク（盛岡市アイスリンク）eiko919@cocoa.plala.or.jp

ス キ ー 盛岡市スキー
(アルペ
ン)

小学生～中学生

小学生男女

基礎班 1月初旬～3月初旬
基礎班 岩山・網張スキー場
競技班 1月～12月
競技班 雫石スキー場
*広報もりおか10月15日号または11月1日号に掲載
各種大会
*詳細については連絡先にてお問い合わせください
土曜日、日曜日
岩手大学附属小学校体育館
予定はHPまたはFacebookページでご確認ください。 杜陵小学校体育館 他
*随時受付

吉田安雄
624-4038(FAX兼)
080-1805-7600

複合(ﾐﾆ Bondsクラブ
ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾎﾞｰﾙ・ﾊﾞ
ﾚｰﾎﾞｰﾙ)
ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘ Zealバトントワラーズ
ﾝｸﾞ

基礎班(年額)
新規 12,000円 継続 7,000円
競技班(年額)
新規・継続 18,000円
年会費 15,000円(弟妹 5,000円)

月曜日 19：00～20：30
火曜日 19：00～21：00
土曜日 13：00～14：30
*随時受付・事前にご連絡ください
金曜日 19：00～21：00
土曜日 17：00～21：00
*随時受付（見学可・事前にご連絡ください）

煙山小学校（月曜日）
下小路中学校（火曜日）
都南体育館（土曜日）

小野寺美樹
090-8613-3582

仙北小学校（金曜日）
仙北児童センター（土曜日）

出戸亨子
090-7078-5597

piityan@hb.tp1.jp
盛岡フィギュアスケート

カラー
ガード

カーリ
ング

arbre（アルブル）

盛岡カーリング

3才～

中学１年生以上（応相談）

小学1年生～中学3年生

月会費 4,000円～

入隊費 3,000円
活動費 月3,000円

中村葉子
090-8925-5812

bondsnakamura@gmail.com

zealbaton-m.m2604@softbank.ne.jp

arbrecg@gmail.com
Twitter＠arbrecolorguard

年会費 3,500円
土・日・祝日のうち週1回 17：00～19：00
みちのくコカ・コーラボリング 盛岡カーリングクラブ 田村暁智
（盛岡カーリングクラブ会費込）*随時受付（体験希望含む）
リンク（盛岡アイスリンク） 019-635-0008
月会費 3,000円
moriokacurlingclub@gmail.com
（兄弟割 2人目以降半額）
ス ポ ー いーはとーぶスポーツウェルネ スポーツウェルネス吹矢を楽し 年登録料 5,000円（保険料含）
水曜日 永井小学校
17：00～18：30
アイーナ
NPO法人いーはとーぶスポーツクラブ
ツ吹矢 ス吹矢
みたい小学生、中学生
月会費
2,000円
金曜日 アイーナ
18：30～20：00
山岸活動センター
村里洋子
水曜「永小ハピネス」
祝日（月曜）アイーナ 10：00～11：30
永井小学校
622-1110
金曜「aiina Doragons」
月曜日 山岸活動センター 15：00～17：00
永井児童館及び活動センター 601-6541(FAX)
月曜「山岸ビームス」
*随時受付可能
090-5238-1710
*練習開始日
問合せ検索 いーはとーぶスポー
アイーナ4月19日（金）18:30～
ツクラブ
永井小学校 永井児童館5月15日（水）18：00～
山岸活動センター 5月13日（月）15：00～

