
種　　目 少年団名 代表者名 連絡先 練習日等 チームPR

軟式野球 大穂リトルファイターズ 荒木　源
090-8810-4951
HP：「大穂リトルファイターズ」で検索

土・日曜日  1～4年生 7：50～12：00     5・6年生 7：50～14：00
前野小学校グラウンド

楽しさを知って欲しく何度でも体験可。親の当番も
なし。

軟式野球 沼崎少年野球クラブ 都筑 三千夫 ０９０－８００８－４９８９
土・日曜日（８：３０～１２：３０）
旧上郷高校グランドまたは豊里多目的グランド

選手30名（うち女子5名）と保護者で活動を行っています。そ
の他イベントも開催。一度見学へ来てみませんか。

軟式野球 谷田部ジュニアスターズ 村下　峰夫
０９０－８０３９－９２７２
連絡受付時間９：００～２０：００

土・日曜日    （夏季７：３０～/冬季８：３０～）
谷田部南小学校グラウンド

一緒に楽しい野球をしませんか？
★体験募集中★

軟式野球 小野川ブルーキッズ 斎須　幸夫
０９０－４８２７－９０６６
連絡時間　8:00～20:00

土曜日半日　夏場（午前中）　冬場（午後）
日曜日（９：００～１６：００）　　　　小野川小学校グランド

全学年を募集しています。
みんなと楽しく野球をやろう。

軟式野球 松代ブルーサンダース 金城　徹晃
080-3515-7830
連絡受付時間  10：00～17：00

土曜日（8:00～12：00）　　　　日曜日（8:00～15：00）
※4年生までは～12:00　　　　　活動場所：手代木南小学校

体験・見学は随時受付中です！お気軽に遊びに
来てください！

軟式野球 桜学園ベースボールクラブ 高野　武
sakuragakuenbbc@gmail.com
チームTwitterやInstagramのDMも可

土曜日　１３：００～　　九重小
日曜日　　９：００～　　栗原小

未経験者や中高学年からの入団も歓迎！
貸出道具あり！

軟式野球 吾妻少年野球クラブ 繁永　明良
azumabbc@gmail.com
Facebook『吾妻少年野球クラブ』で検索

土・日曜日　1～4年生　8：30-12：30　　5～6年生　8：00-12：30
※12～2月は全学年9：00-12：30　　　吾妻小学校グラウンド

ロケットを見ながらみんなで野球をやろう！！

軟式野球
桜南並木野球
スポーツ少年団

狩谷　剛士
080-1317-8423
ohnan_namiki@yahoo.co.jp

土・日・祝日　8：00～12:15　桜南小及び並木小グラウンド
練習生としての参加も可能

いつでも体験可能です。褒めあう野球をモットーに
楽しく積極的な野球野球を目指しています。

軟式野球 竹園ヴィクトリーズ 大越　靖広
090-2728-6247
victories_t@yahoo.co.jp

低学年 日曜 8:30～12:00  竹園西小グランド       土曜　自主練習
高学年 日曜 8:30～16:00  竹園西小グランド       手代木球場他

選手全員仲良く活動をしています。ぜひ見学を！

軟式野球
葛城野球
スポーツ少年団

深澤　裕二
０９０－８７２５－０５４６
受付時間８：００～２１：００

土、日曜日　８：３０～１３：３０
未経験者　男女問わず大歓迎！
一緒に野球を楽しもう！

軟式野球 茎崎ファイターズ 永野　博之 ０５０－７５３５－４００５
土・日曜日（８：００～１７：００又は１３：００～１７：００）
つくば市立茎崎第一小学校グランド

楽しく！強く！
全国大会出場９回！

軟式野球 春日学園少年野球クラブ 岡本　嘉一
090-2402-9153
連絡受付時間８：００～２０：００

土曜日（８：３０－１７：００）
中川球場（かすみがうら市）

これが令和の少年野球！

軟式野球 秀峰筑波少年野球クラブ 後藤　芳之 ０８０－１１０４－８７７４ 日曜日（8：00～15：00）　　旧筑波東中学校
初心者の方大歓迎です。
楽しい野球がモットーです！！

硬式野球 つくば学園ボーイズ 山田　征紀 ０９０－５３２７－３５３４ 土・日・祭　８：００～１７：３０　　　上郷高校G
中学生硬式野球チーム
甲子園球児を育てるため頑張ってます。

硬式野球
軟式野球

一般社団法人
つくばベースボールクラブ

堀田　哲也 ０８０−４１７７−０２９８
毎週土曜（13時〜15時）
専用グラウンド

大会参加なし！小学生野球チームつくばフュー
チャーズです

サッカー 大穂東サッカークラブ 成澤　恵 ooho. east. sc.2021@gmail.com
土曜日（１３：３０～１５：００） 日曜日（９：３０～１１：００）
大曽根小学校グラウンド　※土曜日雨天時は大曽根小学校体育館

年長から小６ 男女新入部員募集中
初心者大歓迎です！

サッカー 吉沼FCプリマーリオ 上野 俊光 090-1128-4006
土・日曜日（主に９：００～12：00）
上郷グラウンド・他

スタッフ主導型のため保護者の負担はありませ
ん。

サッカー 東光台SC 工藤　卓巳
tokodaisc.yakuin＠gmail.com
http：//tokodai-soccer-club.tea-nifty.com/

土曜日　13：00～17：00
東光台運動公園多目的広場

一緒に楽しくチャレンジしましょう！
詳しくはHPへ

サッカー 手代木サッカークラブ 高田　教臣
090-7181-8098    連絡受付時間８：００～２０：００

teshirogisoccerclub@gmail.com
土曜日（13:00～16:30）　　年長～小学校6年生まで
手代木南小学校グラウンド

筑波大学のお兄さんが楽しくサッカーを教えてくれ
ます

サッカー 谷田部フットボールクラブ 鈴鹿 健 yatabefc.11@gmail.com
土曜日（12:00～14：30）
谷田部小学校グラウンド

団員大募集!!　　未就学児からOK!!
女子も活躍中!!

サッカー つくばJr.FC 麻生　昭彦 tsukuba_jr_fc@yahoo.co.jp
土・日曜日（9：00～12：00）
島名小学校グラウンド      （雨天時）島名小学校体育館

楽しく真剣に！記憶に残る小学生時代をつくばJr.
で。団員募集中！

サッカー 二の宮FC 大菅俊志 ninomiyafc.tkb@gmail.com
土曜日（13:00～16:30）
二の宮小グラウンド、あるいは東小グラウンド

二の宮小・東小・小野川小の児童を中心に活動中
です。

サッカー 吾妻サッカークラブ 松下　正幸  Email：azuma.sc.club@gmail.com
毎週土曜日13:00～、第4日曜日13：00～（4～6年生）
吾妻小学校グラウンド

みんなで楽しく成長するサッカークラブです。コーチは筑
波大学蹴球部の現役選手！無料体験受付中！！

サッカー
桜南ファイターズ
サッカークラブ

潮田　秀顕
ounan.fighters@gmail.com
https://ounan-fighters.jimdosite.com

毎週土曜、第２・第４日曜　　（１３：３０～１５：３０）
桜南小学校グラウンド

子どもたちの育成を最優先に考えるチームです。

サッカー 並木フットボールクラブ 田村　耕一郎
０９０－９１０４－７９３１
2022namikifc@googlegroups.com

第２、第４土曜日（８：３０～１０：３０）日曜日（９：３０～１１：３０）
並木小学校グラウンド

一緒にサッカー”も”できるかっこいい子供になろ
う！

サッカー 竹園東フットボールクラブ 宮脇　篤史
（代表メール）
takezono.e.fc@gmail.com

1～3年生：毎週土曜日（90分）
4～6年生：毎週土・日曜日（90分）　竹園東小学校グラウンド

筑波大蹴球部の選手が指導しています。初心者
大歓迎！

サッカー 竹園西フットボールクラブ 岡野　泰明
takenishifc.renraku@gmail.com
y.a.y.okano@icloud.com

土曜日  低学年：13：00～15：00     高学年：15：00～17：00
竹園西小学校

筑波大学蹴球部の学生コーチと楽しくサッカーをし
よう！！

サッカー 桜フットボールクラブ 酒井　隆志
090-5764-4517
連絡受付時間：10：00～19：00

土（９：00から12：00）低学年　　（13：00～16：00）高学年
日（9：00～12：00）　場所：九重小学校、栄小学校グラウンド

「初心者大歓迎！幼稚園年長～小学校６年生ま
で男女問わず募集中です」

サッカー FC北条 堀田　正俊 (事務局/江口）090-9299-3783 毎週日曜、第2・4土曜（9:00～11:00）、旧北条小学校グラウンド
土日はコーチと一緒にサッカーを楽しもう！初めて
もOK。

サッカー
高崎サッカー
スポーツ少年団

稲見　辰雄
090-2656-7294（家田）
連絡受付時間（土日祝９時～１２時）

土日祝（９時～１２時）
茎崎第一小学校、高崎サッカー場

仲間と一緒にサッカーを楽しもう！

サッカー
MAENO D2C サッカー
スポーツ少年団

針生　義勝 maenod2c@gmail.com
土・日曜日（2時間程度）
前野小グランド      その他、平日、練習試合、大会等

ボールを扱う技術の習得を目指した楽しいサッ
カーをします。

サッカー FC大穂パルセンテ 相原　徳三 090-2629-1470
土曜日（9:00～12:00）      日曜日（13:30～16:00）
つくば市立大曽根小学校

集団で活きる、集団を活かす個の育成を目指して
います

サッカー
REGISTA TSUKUBA
【レジスタつくば】

市村　佳男
【ホームページ】 http://fcregista.com/
【お問い合わせメール】 info@fcregista.com
お気軽にお問い合わせください

木・U-10以上プレイデー   金・U-10以上チーム練習  土・U-9以下チーム
練習    日・全体チーム練習      ※土日祝は試合もあります

スポーツ（サッカー）で繋がろう！

サッカー ブルームスつくば 佐藤　隆郎
090-6044-6170
連絡受付時間８：００～２０：００

土曜日（9:00-11:00)　　　　今鹿島小グラウンド
つくば市スポ少唯一の女子サッカーチーム、
初心者歓迎

バレーボール つくばベアーズ 佐藤　和人
０９０－８８５８－１２７７
（監督佐藤）s-sonics34@docomo.ne.jp

木曜日　１８：００～２０：００　土曜日　９：００～１３：００
日曜日　９：００～１６：００　松代小学校体育館

試合多数出場。アットホームなチーム。

バレーボール 並木ジュニア 三村　幸枝 namikijr2022＠gmail.com
水・金（17：00～19：00）　　　　土曜日（10：20～12：50）
日曜日（13：00～17：00）　　　 並木小学校体育館

週１回でも大丈夫。さわやかで礼儀正しいチーム
です。

バレーボール Sun GAIA Jr. 都澤　みどり
029-879-7345（平日10:00-18:00）
vb-club@tuvb.jp    HP：http://www.tuvb.jp

金（竹園東小）17:30-19:30　　　土（松代小）17:00-19:30
日（松代小）16:00-18:30　　月曜・火曜は別クラスに参加可

男女一緒に「どんなときも元気に楽しく！」活動中！V１日立リ
ヴァーレ→SunGAIAと経験豊富な監督が指導します！

バレーボール 小田ファイターズ 田上　和久
０９０－２７３９－８２３８
連絡受付時間８：００～２０：００

水・木曜日（18:30～20:30）　　秀峰筑波義務教育学校体育館
土曜日（８：００～１７：００）　　旧筑波東中学校体育館
日曜日（８：００～１２：００）　　市内体育館・練習試合等

目標は笑顔が一番のチーム！
自立した選手を育てます！

バレーボール 筑波クラブ 坂田　敦男 090-1427-0141 月　火　木　日曜日         秀峰筑波義務教育学校
男女混合の仲良しチーム。
運動すると頭も良くなる!？

バレーボール ゴールド・ブリッジ・V 坂上　幸広 mail:v.gold.bridge@gmail.com 土/日曜日(9:00-17:00)              島名・真瀬小学校体育館
島名・真瀬・上郷・みどりの学園の団員で男女問
わず楽しく活動しています。

バレーボール VC二千翔（ニチカ） 赤木　貴雅
０８０－３５２４－０７３５
vc2000fly@gmail.com

木（18:00～20:00）　　金（18:00～20:30）    前野小
土（9:00～12:30)　　吉沼小　　      　日（9:00～17:00）　要小
※土日祝日は練習試合や大会等に参加

クラブ主体の運営により、保護者の負担軽減。
元気な小学生女子チームです！体験随時OK！

バドミントン
ハルトノバドミントン
スポーツ少年団

黒澤　紀久 hartonosoumu@gmail.com
土日（午前中）       月～金（19時頃から）
市内の小学校、体育館

              詳しくはWebへ！お待ちしてます。
　　　　　　https://hartono.jp/

つくば市スポーツ少年団では､団員を募集しています。体験してみたい等､興味のある方は､直接下記単位団にお問い合わせください。

つくば市スポーツ協会事務局　 〒３０５－８５５５　つくば市研究学園一丁目1番地１
つくば市役所内　TEL　０２９－８５４－８５１１

　　つくば市スポーツ少年団団員募集チーム
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つくば市スポーツ少年団では､団員を募集しています。体験してみたい等､興味のある方は､直接下記単位団にお問い合わせください。

つくば市スポーツ協会事務局　 〒３０５－８５５５　つくば市研究学園一丁目1番地１
つくば市役所内　TEL　０２９－８５４－８５１１

　　つくば市スポーツ少年団団員募集チーム

剣　　道
大穂剣心会
スポーツ少年団

片岡　秀典
090-1668-1033
連絡受付時間　何時でも可

月・水曜日19:30～21:00　　　　大穂中学校武道館
土曜日17:30～20:00　　　　　　大曽根小学校体育館

大会で３人に勝ち抜くと金メダルがもらえます。

剣　　道 豊里剣友会 鈴木　保夫
080-9577-1855   受付時間　9：00-20：00
toyosato.kenyukai.kendo@gmail.com

木曜日(19:00-20:30)    ＠豊里中豊武館
土曜日(9:00-11:00)      ＠豊里柔剣道場

剣道を通して、子供のやる気を心から応援しま
す。

剣　　道 谷田部少年剣友会 飯泉　省三
０９０－７２５１－３７６０　連絡受付時間8:00-18:00

yatabe@bb.dyn.jp
水曜日：１９：００～２０：３０　　土曜日：１５：００～１７：００
谷田部総合体育館剣道場　　※初心者は当分土曜日のみ

豊かな心、丈夫な体、集中力を養いましょう。
見学、体験、入会は、常時OKです。

剣　　道 松代剣志会 板東　徹 t3mk.bando@gmail.com
毎週水曜日　つくば市立手代木中学校武道場　午後7時〜8時30分
毎週日曜日　つくば市立手代木南小学校体育館　午前8時30分〜10時

筑波大学生先生達と基本と礼儀重視で楽しく稽古
しよう

剣　　道 栄剣道スポーツ少年団 永田　文子
電話　029-857-2022
Email:fuminag.215@gmail.com

桜中（火19～20時）・栄小（木18～20時、土8時半～）
初心者～高段者で稽古。用具貸与。
随時見学・体験可能

剣　　道 九重剣道スポーツ少年団 棚林　清
メール：9e.kendo@gmail.com
Instagram: @kokonoe_kendo_club
Twitter: @kokonoe_kendo

木曜日（19:00〜20:00）      竹園東中
土曜日（9:00〜12:00）        九重小学校

ここで強くなれる。剣道も自分も。

剣　　道 自燈剣道スポーツ少年団 大内　徳人 https://en.jitoukendo.com
月曜日（18：30～19：30）　　　木曜日（18：30～19：30）
土曜日（16：30～18：30）

週1回から未経験者大歓迎。並木中武道場で稽古
してます。

剣　　道
学園剣道
スポーツ少年団

岸本　哲
yakgakuenkendo@googlegroups.com
HP：「学園剣道」で検索

水曜日（１９：００～２０：００）　金曜日(１８：３０～１９：３０)
土曜日(９：００～１１：３０)　　桜中学校、竹園西小体育館、つくば警察道場

礼儀、思いやりの心を育てます。
随時体験OK　　竹刀・防具貸出あり

剣　　道 吾妻剣道スポーツ少年団 依田　 智 azuma.kendo.tsukuba@gmail.com
水・金：18:30～20:00              第1・3土曜日：8:00～9:30
第2・4土曜日：9:30～11:30              吾妻小学校体育館

見学受付中！ 稽古は週１からOK
HP→吾妻剣道で検索

剣　　道
至誠会剣道
スポーツ少年団

糸賀　睦夫 090-9978-3060
日曜日(5:30-7:00)　　　　　　　　桜中学校体育館
火・木曜日(18:30-20:00)　　　　　　桜総合体育館　武道場

優しい先生方ばかりです。小中学生募集！
一度見学にお越しください。

剣　　道 つくば少年剣友会
駒館　義夫
青木　　仁

問い合わせ先
メールtsukuba_kenyuukai@yahoo.co.jp
ブログ　https://ameblo.jp/tsukuba-kenyuukai

火・木・土　（19:00～22:00)
筑波総合体育館

私たちの道場訓は「兀兀」（こつこつ）です。地道にコツコツ努力
できる、強くたくましい少年少女の育成を目標としています。

剣　　道
茎崎剣道
スポーツ少年団

木下　真由
090-1360-0494  〈受付〉8：00～18：00
メール　　kukizakikendo@yahoo.co.jp

木曜日　（１８：３０～２０：００）
日曜日　（１７：００～１８：３０）　高崎中学校武道場

いつでも見学OKです。
お気軽にお問いあわせください。

剣　　道 小桜剣友会 小川　康夫 090-1991-3623
月・18:30～20:00       金・19:00～20:30
土・7:30～9:00           柳橋小学校体育館

「継続は力なり」を合言葉に
一緒に成長しませんか？

ミニバス
ケットボール

KANAMEミニバスケット
ボールスポーツ少年団

坂本　利徳
０９０－４６１９－９９９３
toshinori731@gmail.com

水・木・金（18:00-20:00）　大曽根小学校
土（9:00-12:00）　要小学校          日（9:00-12:00）大曽根小学校

大穂地区をメインとして活動しているミニバスチー
ムです。見学、体験受付中です。

ミニバス
ケットボール

沼崎男子ミニバスケット
ボール少年団

中尾　義紀
（携帯）０８０－３０９４－５２８７
（Mail）numazaki.mini@gmail.com
（FB）沼崎男子ミニバスで検索してね。

火・木曜日（17:00～19:30）　土曜日（13:30～16:30）
沼崎小学校体育館

楽しむことを大切に活動しています。
FBも見てください。

ミニバス
ケットボール

今鹿島ミニバスケット
ボールスポーツ少年団

柳澤 旭
０９０－２６２１－３６３３
連絡受付時間１２：００～２０：００

火・水・金(１８：００～２０：００)　　土・日（１３：００～１６：００）
今鹿島小学校体育館

週１からの参加OK!!
見学体験大歓迎｡Instagramも見てね｡

ミニバス
ケットボール

谷田部ミニバス
スポーツ少年団

森田 雄介
080-3508-0575
小泉コーチ

火：谷田部南小17時半～（自主練）　水：谷田部小18時～20時
金：小野川小18時～（自主練）　　　 土・日：茎崎第3小9時～12時

県内でもトップレベルのスキルが身につきます

ミニバス
ケットボール

つくば東ミニバスケットボー
ルスポーツ少年団

上平　安紘
higashi_minibasket_boys@yahoo.co.jp
https://tsukuba-higashi.amebaownd.com

火　１７：００～１８：３０　水・木　１７：００～１９：００
土　９：００～１２：００　東小体育館　週末・祝祭日に試合の場合あり

週１回からの参加OK！　筑波大バスケ部との交
流もあるよ！

ミニバス
ケットボール

作岡WINGS
ミニバスケットボール
スポーツ少年団

高橋　則夫 ０９０－６５４０－９５６２
火・水・金曜日（18:00～20:00）　　土・日曜日（9:00～12:00）
旧田水山小学校体育館

初めてでも大丈夫！
一緒にバスケを楽しみましょう♪

ミニバス
ケットボール

谷田部サイエンス☆キッズ
女子ミニバスケットボール
スポーツ少年団

平久保　久夫 ０９０－１１１１－０５３９
月，木，金（17:00～19:00）  谷田部小体育館
土（13:00～16:00）島名小   日（9:00～12:00）谷田部小
※土，日には練習試合，大会の場合があります。

運動が好きな子集まれ！楽しくバスケしましょう。

ミニバス
ケットボール

並木シルバーフォックス 清水　典子 080-6514-6080
月　17：00～18：00　　　　火　17：00～19：00
木　17：00～18：30　　　　土　8：00～10：00

初心者、大歓迎。
みんなと楽しくバスケをしましょう。

ミニバス
ケットボール

沼崎ミニバスケットボール
スポーツ少年団（女子）

佐々木　薫 ０９０－５７８８－６８６６
月・水・金（１７：００～１９：３０）　土・日（９：００～１２：００）
沼崎小学校体育館

学年をこえた交流を通して心・技・体のバランスが
整います。バスケが大好きになります！

ミニバス
ケットボール

桜スマイルスターズ
スポーツ少年団【男・女】

野村 光良
０９０－４９１５－５３７１
連絡受付時間　　８：００～２０：００

詳細については、ホームページをご覧くださいませ！
 https://sakura-smilestars.club

男女で活動しているミニバスケットボールチームで
す。

ミニバス
ケットボール

上郷ミニバス 飯島　章 090-8778-4800
火・水・金（18:30～20:30）　　　土・日・祝（9:00～12:00）
上郷小体育館

仲間を思いやる気持ちと忍耐力が身に付きます！

ミニバス
ケットボール

豊里スプリングス
スポーツ少年団（女子）

山田　裕一
０９０－４３７０－0５８４
連絡受付時間８：００～２０：００

上郷小　　 火曜（18時～20時）　  　 日曜（13時～16時）
今鹿島小　木曜（18時～20時）　　　土曜（9時～12時）

バスケに少しでも興味のある子、ぜひ体験に来て
ください。（体験・見学随時受付中！）

ミニバス
ケットボール

みどりのLUCKY CLOVER 石田　博人 080-6780-7717  hiro0393stone@gmail.com
電話に出られない場合は留守番電話にメッセージかメールをお願いします。

月　17時半〜22時　火　17時半〜19時45分　金　17時半〜19時半
日　9時〜13時　　月・金曜日　谷田部南小 　火・日曜日　小野川小

元気な女の子、一緒にバスケしませんか？？　い
つでも体験お待ちしております！

ミニバス
ケットボール

春日GREEN DEVILS 鈴木 武士 Kasugaｇｄ＠ｇmail.com
月木17:30〜19:30   土日17:00〜19:30 ※季節や学年により変動あり
練習場所：春日学園義務教育学校体育館

体験・見学お待ちしております。
週1回からの参加でもOK!

ミニバス
ケットボール

茎崎ミニバスケットボール 福岡　香織 kukizaki_no1@yahoo.co.jp
火曜日19:00-21:00　 木曜日19:00-21:00
土曜日8:30-12:00　   日曜日13:00-16:00     茎崎第一小体育館

茎バスで一緒にバスケに挑戦しませんか
体験・見学随時受付中

ハンドボール
筑波学園ハンドボールクラ
ブ

倉持 早苗 tsukuba.gakuen.hc@gmail.com
毎週土曜日13:00～16:30　　松代小学校グランド
(雨天時:柳橋小学校体育館)

走る・跳ぶ・投げる　は全てのスポーツの基礎とな
ります。

ハンドボール 豊里ＨＣ 堀田　慶
０８０－４３２６－９１８４
toyosatohc2020@gmail.com

（火）　１８：００　取手グリーンスポーツセンター体育館
（木）　１８：００　豊里中学校体育館           （土）　豊里体育館　他

2017年、2019年全国大会出場！
今年も全国目指して頑張っています。

ハンドボール
筑波大学
Jrハンドボール教室

大西　武三
onishi.takezo.fp@u.tsukuba.ac.jp
HP：「筑波大学Jrハンドボール教室」で検索

土曜日（１４：００〜１６：００）       筑波大学ハンドボールコート
プレイを楽しみ、体力、スポーツの基本が自然と
身につく。

空 手 道 つくば市豊里空手道 廣瀬　一弘
090-9144-9830
連絡受付時間8：30～21：00

月・水・金(19:30～21：00)　　　　　豊里柔剣道場
楽しく学び、強い心と身体を作りましょう。体験も出
来ます。

空 手 道 糸洲会つくば 福田　昌英 ０８０－１２５７－７７６７
木曜日（１８：００～２０：００）　土曜日（１９：００～２１：００）
日曜日（１０：００～１２：００）　谷田部総合体育館柔剣道場

空手ブーム到来！一足先に始めよう！
初心者募集強化中

空 手 道 拳友会スポーツ少年団 飯田　蓮 ０９０－５３９０－５３５７ 火曜日（１８：３０～１９：４５）　大曽根小学校体育館
元気な挨拶、返事を大切に
一緒に空手を楽しみましょう

柔　　道 つくば中央柔道塾 高野　政明
029-875-5432 　受付時間8:00～19:00
緊急連絡先 090-1548-1544

月・土曜日（１８：００～２０：３０）　　土曜日（１８：００～２０：００）
豊里中学校（柔道場）

受身修得で安全な転び方を学べます。
ぜひ体験に来てください。

少林寺拳法
少林寺拳法つくば花畑
スポーツ少年団

古谷野 好栄 029-895-7171 毎週水曜日(19時～20時30)　　　花畑保育園2階(花畑1-9-2) 詳しくは「つくば花畑スポーツ少年団」で検索!

陸　　上 茎崎陸上 河口　宗央 kukizaki.rikujyo@gmail.com 土曜日(9:00～11:00)　　　　 茎崎運動公園　緑地広場
運動が苦手でも楽しくやっています。
初心者、親子も歓迎。

新 体 操 フェアリー新体操クラブ 西村　薫 ０９０－１５４２－５３６７
金曜日　市内体育館　１８：００～２０：００
土曜日　桜南小学校　１５：３０～１７：３０

フェアリー新体操クラブで検索してください。
くわしくは、HPをご覧くださいませ。

スポーツ
鬼ごっこ

つくばLIGARE(リガーレ) 杉浦　拓郎
080-1075-6779
tsukuba.ligare@gmail.com

エンジョイクラス
土・日曜日(17：00〜19：00)竹園西小学校体育館

年齢、性別問わず誰でもできるスポーツ鬼ごっこ
をみんなで楽しみませんか？

ソフトテニス
みどりのソフトテニスクラブ
（みどりのSTC）

田村　啓輔
090-6933-4421
mame19891122@gmail.com

水曜日（17：30～19：00）　土曜日（13：30～16：00）
谷田部テニスコートなど

小中学生を随時募集しています。
道具の貸出もあります。

ソフトテニス
つくばジュニアソフトテニス
クラブ

天内 茄容子 090-7247-6474
水曜日(18:30-20:30)　　　　　春日学園・吾妻中学校体育館
土曜日(15:00-17:00)　　　　　筑波大学３学オムニコート

ソフトテニスに興味のある小中学生募集！(小学5年生
～)

* 使用目的以外のご使用は禁止致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


