
団体(サークル)名 ニコニコ空手サークル
活　動　内　容 空手、マット運動、キッズ体操

主な活動場所・日時 Ｂ＆Ｇ海洋センター２階武道場　月２回　日曜日
会　　員　　数 ２５人(男18人､女7人)
会　　　　　費 無料
指導者又は代表者 指導者：佐藤颯平　代表者：笹倉宰史
問　合　せ　先 笹倉香織　090-4011-7256

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏合気道クラブ
活　動　内　容 合気道

主な活動場所・日時
Ｂ＆Ｇ海洋センター２Ｆ柔道場    毎週火曜日
４歳～中学３年生　18:30～19:30

会　　員　　数 ２０人(男10人、女10人)
会　　　　　費 5,000円／月
指導者又は代表者 南啓子
問　合　せ　先 南啓子　080-6726-0130

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 阿羅漢（あらはん）の拳
活　動　内　容 拳法(古武術)

主な活動場所・日時 Ｂ＆Ｇ海洋センター　毎週金曜日　19:00～21:00
会　　員　　数 １０人(男8人、女2人)
会　　　　　費 小学生以下2,000円／月　　中学生以上3,000円／月
指導者又は代表者 野口裕之
問　合　せ　先 野口裕之　048-992-0692

特色・ＰＲ

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○格技

　阿羅漢之拳（あらはんのけん）とは古武術の流れを汲む武道団体です。
私達は武道を通して自身が痛みを知り、人の痛みを知る強く優しい青少年を育成することを目的
としています。
　稽古は決してきつくありません。むしろ体の弱い子や女性のような力のない方向けの武道で
す。体が小さかったり、力の弱い人が大きな力をはじき返したり、通り抜けさせたりする技法を
学びます。
　大人の方には健康指導も行っています。体験でも見学だけでも構いません。一度遊びに来て下
さい。

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○親子活動・格技

　一般部は空手、キックボクシング経験者や興味のある方の集まりですが、幼児、少年部は遊び
や体操から運動能力を高めてゆきたいと思います。
サークルなので服装は自由でかまいません。
皆で体を動かして、自己免疫力のアップ、健康な体力作りをしましょう！

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○格技

　合気道には試合（競技）がありません。ですから、多少運動が苦手なお子様でも、無理なく、
怪我なく、楽しんで合気道の技、武道の精神が修得できます。
　(財)合気会公認の松伏合気道クラブでは年２回の昇級審査により、合格するとそれぞれの級に
見合った色帯に変わり、目標を持って稽古ができるようにしています。
　また、年２回の合宿稽古により、団体生活を体験する事もできます。
　おとなしいお子様に元気を！
　元気の良いお子様に礼儀を！
　無料体験を開催していますので、ぜひお越し下さい。



団体(サークル)名 空手道サークル　極真会
活　動　内　容 空手道

主な活動場所・日時

水、金、日　週３回
水／Ｂ＆Ｇ海洋センター 19：00～20：40
金／多世代交流学習館メロディー 19:00～21:00
日／多世代交流学習館メロディー 18:00～19:40

会　　員　　数 ２６人(男18人、女8人)
会　　　　　費 お問い合わせ下さい！！
指導者又は代表者 與川正樹
問　合　せ　先 與川正樹　048-991-7012　090-2643-8258

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 空手道剛柔流拳和会　松伏
活　動　内　容 空手道

主な活動場所・日時 多世代交流学習館メロディー 　毎週水曜日　17:00～19:00
会　　員　　数 １５人(男8人、女7人)
会　　　　　費 3,500円／月
指導者又は代表者 宇都木常雄、　根岸千恵
問　合　せ　先 根岸千恵　090-7205-3963

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 日本空手道　白堊会　松伏道場
活　動　内　容 松涛館流　空手道

主な活動場所・日時
Ｂ＆Ｇ海洋センター：毎週火曜日　19:00～21:00
松伏小学校体育館：毎週木・土曜日　19:00～21:00

会　　員　　数 ３３人(男21人、女12人)
会　　　　　費 3,000円／月
指導者又は代表者 ラクシュマン・アガラワッタ、　鈴木敏雄

問　合　せ　先
ラクシュマン・アガラワッタ　080-3453-7620
 http://karatedo.hakuakai-matsubushidojo.com/

特色・ＰＲ

○格技

　私達は空手道を通して青少年の育成に取り組んでいます。
　幼年からシニアまで楽しく稽古を行っております。健康
の為、色々な大会に出場する為、黒帯を取る為、ストレス
解消の為、それぞれの目標に向かって稽古をしています。
人と人の絆を培い他人を思いやり、礼にかなった行動がで
きる豊かな心とたくましい身体を作る人間育成を目標とし
ています。見学・体験にお気軽にお越し下さい。
　詳しくは「白堊会松伏道場」で検索してください。

○格技

　暗い世の中を明るくしよう！！
　極真会空手サークルでは、稽古を通して礼節、心身を練磨致します。学校でのいじめ等の問題
等にも取り組んで参ります。
　稽古は、はっきり言って辛いです！！が辛さを乗り越え胸を張って堂々と生きて行ける様に指
導致します。一般の部も募集しております。失われつつある日本古来の武士道を共に伝えましょ
う。

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○格技

空手を始めてみませんか。
　毎週水曜日、幼年から大人まで厳しく楽しく練習を行っています。
　剛柔流拳和会の空手は、自分自身には、あきらめない一生懸命努力する心を、仲間には思いや
りの心を日々練習を通し育てています。
　公民館の発表会、各種大会、合宿、楽しいイベントもあります！
　武道の精神で力強い人間に成長しましょう！！
　見学、体験いつでもお待ちしています。

◎体育・スポーツ・レクリエーション

◎体育・スポーツ・レクリエーション



団体(サークル)名 松伏町剣道連盟
活　動　内　容 剣道

主な活動場所・日時
Ｂ＆Ｇ海洋センター　毎週木曜日19:00～20:30、
松伏高校剣道場　　毎週土曜日18:30～20:30、
金杉小学校体育館　毎週日曜日9:00～13:00（クラス別）

会　　員　　数 約７０人　子供～一般

会　　　　　費
一般15,000円／年、子供2,650円／月(兄弟割引有)(保険代含む)
※他に施設使用料がかかります

指導者又は代表者 会長　中川知弘
問　合　せ　先 坂本憲一　080-6890-2151

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏ＦＣスポーツ少年団
活　動　内　容 サッカー

主な活動場所・日時
松伏小学校校庭　※見学、体験希望の方は時間帯お問い合わせ下さい。
毎週土曜日【1～3年】12:00～14:00　【4～6年】14:00～16:00
毎週日曜日【1～3年】 8:00～10:00　【4～6年】10:00～12:00

会　　員　　数 ４３人(男36人､女7人)
会　　　　　費 2,000円／月
指導者又は代表者 荻野英之
問　合　せ　先 荻野有紀　080-3205-1248

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏スプロウトサッカークラブスポーツ少年団
活　動　内　容 サッカー

主な活動場所・日時 金杉小学校校庭　　毎週土・日曜日
会　　員　　数 １５人(男12人､女3人)
会　　　　　費 1,500円／月
指導者又は代表者 服部良太
問　合　せ　先 問合せ　080-1131-4712

特色・ＰＲ

○球技

　松伏ＦＣは、松伏小学校と松伏第二小学校の子供を中心に､毎週土･日・祝祭日松伏小学校の校
庭をお借りして､元気に活動しています。コーチ陣も10名以上と充実していて､学年単位で練習し
たり､試合に参加したりしています。
　みんなが楽しくボールを追いかけて､サッカー大好きな子供になってほしいと願っています。そ
して､練習の積み重ねの中からチームワークが生まれて､試合に勝つ喜びも味わえるチームを目指
しています。
　ボールを追いかけるのが好き､又何かはじめてみたい方､是非一緒に活動しましょう。
　お待ちしています。
　ホームページＵＲＬ　http://papipo.jp/hp/matsubushi/

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○球技

　スプロウト（SPROUT）とは、若者（子ども）・発芽・成長などを意味しています。
　私たちスプロウトサッカークラブは、サッカーというスポーツを通して、子供たちにたくさん
の芽を出して欲しい、そしてその芽が成長できる場所でありたいと考えています。
　金杉小学校を中心に、毎週土日、一生懸命グランドを走り回っています！
　随時団員も募集しています！
　是非一度、気軽に遊びに来てください！見学、体験、大歓迎です。
　お待ちしてます！

◎体育・スポーツ・レクリエーション

○格技

　当剣道連盟は、令和４年7月で４７周年を向かえ、子供から大人まで幅広く稽古を行なっている
団体です。
　指導者の先生の熱意のもと、子供の指導にも力を入れております。
　年間試合数15試合(子供の部)程度ですが、勝負の結果よりも一生懸命さ、基本を重視し、人間
形成を基本においた指導を心掛けております。
　見学も自由に行えますので、稽古時間内にお越しください。

◎体育・スポーツ・レクリエーション



団体(サークル)名 河原ＧＥＮＳ
活　動　内　容 ソフトボール

主な活動場所・日時 松伏第二小学校校庭　毎週日曜日　12:00～14:00
会　　員　　数 １２人(男11人､女1人)
会　　　　　費 500円／月
指導者又は代表者 なし、　小林哲也
問　合　せ　先 小林哲也　090-1813-7335

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏町ソフトボール協会
活　動　内　容 ソフトボール

主な活動場所・日時
松伏記念公園多目的広場、松伏総合公園多目的競技場
春季大会5月下旬～6月上旬、秋季大会9月上旬、会長杯大会11月上旬

会　　員　　数 約２８０人(男約280人、女2人)
会　　　　　費 10,000円／年、入会金10,000円、大会ごとに参加費8,000円
指導者又は代表者 なし、　山崎良夫
問　合　せ　先 小林哲也　090-1813-7335

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 たんぽぽサークル
活　動　内　容 卓球

主な活動場所・日時 Ｂ＆Ｇ海洋センター　毎週金曜日　9:00～11:00
会　　員　　数 １５人(男6人､女9人)
会　　　　　費 1,000円／３ヶ月
指導者又は代表者 八子寅男
問　合　せ　先 八子寅男　048-991-3295

特色・ＰＲ

○球技

　たんぽぽサークルは､ピンポンを趣味として楽しみ､明るく健康な日々を生き生きとをモットー
に集まった中高年の卓球サークルです。
　技術向上は望まず､とにかく楽しくやる事でストレス解消､親睦､健康維持をはかり､若さを保つ
こと。

○球技

　河原ＧＥＮＳは、ソフトボールを通して運動不足
解消とストレス発散を目的に活動を行っています。
　未経験者大歓迎ですので､興味のある方は､ぜひ､
ご連絡ください。

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○球技

　当協会は､松伏町におけるソフトボールの普及・
発展を目的として活動しており､現在､男子７チーム
､シニア１チーム、ハイシニア１チームが参加していま
す。大会は、春季大会・秋季大会・会長杯の年３大会
で、１部・２部制で行っています。
　加入資格は､町内に在住か在勤している者で構成す
るチームとなっています。
　新規参入チームをお待ちしております。

◎体育・スポーツ・レクリエーション

◎体育・スポーツ・レクリエーション



団体(サークル)名 卓球同好会
活　動　内　容 卓球

主な活動場所・日時 Ｂ＆Ｇ海洋センター　　毎週金曜日　午後1:00～3:00
会　　員　　数 １８人(男10人､女8人)
会　　　　　費 340円／月
指導者又は代表者 堀好光、　原田正志
問　合　せ　先 原田正志　048-992-0557

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏ファイターズ　少年野球チーム
活　動　内　容 軟式野球

主な活動場所・日時 松伏小学校校庭　土曜日・日曜日・祝日
会　　員　　数 １７人(男17人)
会　　　　　費 1,500円／月
指導者又は代表者 武内寛明
問　合　せ　先 http://saitama.pop.co.jp/matsubushi_fs

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 まつぶし
活　動　内　容 バレーボール

主な活動場所・日時 松伏小学校体育館　毎週火曜日　19:30～21:30
会　　員　　数 １５人(男0人､女15人)
会　　　　　費 500円／月
指導者又は代表者 小澤知子
問　合　せ　先 小澤知子　090-8026-2408

特色・ＰＲ

○球技

　私達、松伏ファイターズは、現在小学２年生～６年生男子１７名で活動している少年軟式野球
チームです。野球未経験の子や低学年の子には、柔らかいボールを使い、まずボールに慣れる
事、基本の動きを身に付ける事を教えています。徐々に、キャッチボール・バッティング・ラン
ニング・ルールなどを覚え、野球の面白さや難しさを学んでいきます。ファイターズをきっかけ
に、中学・高校と進んで、将来はプロ野球選手になってくれたらいいなと思っています。野球に
興味があるお友達、お子様に野球をやらせたいと思っている方、まず見学や体験にいらして下さ
い。新しい仲間を団員・コーチ達が待っています。
　ユニフォーム・帽子プレゼント！

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○球技

　まつぶしは､バレーボールのチームです。
　シニアですが､気持ちは若い方には負けません。
　もちろん、若いママでも興味がある方は、一緒にバレーボールをやりましょう。
　一人でも､体育館に足を運んで下さいな！
　コロナ禍の為今は、試合がありません。
　今は少人数で楽しくワイワイやっていますのでお待ちしています。

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○球技

　卓球は手軽に始められ、さわやかな汗を流せるスポーツです。１回の活動で８０００歩歩いた
と同じ運動量になるといわれています。汗を流した後はサウナから出た時のような爽快感を感じ
られます。また、休憩時間のおしゃべりで、体だけでなく心も明るくなります。ラリーを楽しん
だり、時にはダブルスで試合の真似ごとをしたりしています。学生時代にラケットを振ったこと
のある人には青春時代がよみがえる事でしょう。初心者の方は卓球の魅力にとりつかれることで
しょう。バックハンドやつっつきも練習すれば、誰と打ちあってもひけをとらないようになりま
す。多くの方が共にこの活動に参加して、明るく健康的な日々を送ってくださるよう、部員一同
心からあなたの入会をお待ちしています。

◎体育・スポーツ・レクリエーション



団体(サークル)名 エースボーイズ・エースガールズ
活　動　内　容 バレーボール

主な活動場所・日時 松伏小学校体育館　毎週土曜日13:00～17:00　日曜日9:00～11:00
会　　員　　数 1２人(男5人､女7人)
会　　　　　費 1,000円／月
指導者又は代表者 小菅洋祐
問　合　せ　先 080-5539-2202　又は　080-1258-9723

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏リバース
活　動　内　容 ミニバスケット

主な活動場所・日時
松伏小学校体育館
毎週水曜日17:00～19:00　毎週土曜日9:00～13:00
毎週日曜日11:00～13:00　祝祭日9:00～11:00

会　　員　　数 ７人(男0人､女7人)
会　　　　　費 1,000円／月、入会金1,000円
指導者又は代表者 稲葉友彦
問　合　せ　先 稲葉友彦　090-5527-5239

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏ダンカーズ
活　動　内　容 ミニバスケットボール

主な活動場所・日時 松伏第二小学校体育館　週末土、日曜日　平日火、木曜日　２時間程度
会　　員　　数 ３０人(男30人､女0人)
会　　　　　費 1,000円／月
指導者又は代表者 浅井貞夫
問　合　せ　先 浅井貞夫　050-3579-1016

特色・ＰＲ

○球技

　松伏町に住んでいる小学生を対象に活動している、スポーツ少
年団です。競技は「ミニバスケットボール」。一般のバスケット
ボールより、ルール・コートなど小学生向きになっていて、みん
なが楽しめる競技になっています。保護者の皆さんも我を忘れて
チームの応援をしてしまうほど、楽しくかっこいいスポーツです。
もちろん「勝敗」にこだわります。その中でミニバスケットボー
ルを通じて、子どもたちが色々経験し、地域社会でしか体験でき
ないことをたくさんしてもらい、将来必要となるスキルを学びな
がら少しづつ成長していく手助けをしています。
　一度体験してみて下さい。親子で週末の楽しみが増えますよ！

○球技

　毎週土・日、松伏小学校体育館にて元気に楽しく活動している小学生バレーボールのチームで
す。平成２４年からは女の子のチームも出来ました。運動が苦手でも大丈夫です。少しでも興味
があれば、ぜひ、見学・体験にきてみて下さい。
　運動のできる服装で来て頂ければ、すぐに体験できます。
　試合等でいない場合があるため、まず一度、お電話をください。
　いつでもお待ちしております。祝日11:00～15:00もやってます。

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○球技

　元気ハツラツな松伏リバースです。
　1年生から6年生迄、みんな楽しくバスケットをし
ています。是非一度体験しにきてください！！
　待っていま～す！

◎体育・スポーツ・レクリエーション

◎体育・スポーツ・レクリエーション



団体(サークル)名 Ｍ．Ｈartz
活　動　内　容 インディアカ

主な活動場所・日時 松伏第二中学校体育館　毎週水曜日　19:30～21:30
会　　員　　数 １７人
会　　　　　費 500円／月
指導者又は代表者 清水栄一
問　合　せ　先 清水栄一　048-991-2752

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 ニ中インディアカ同好会
活　動　内　容 インディアカ

主な活動場所・日時 松伏第二中学校体育館　毎週月曜日　19:30～21:00
会　　員　　数 １３人(男5人､女8人)
会　　　　　費 1,000円／３ヶ月
指導者又は代表者 市村均、　羽鳥政夫
問　合　せ　先 市村均　048-992-0721

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏町総合型地域スポーツクラブ「マッピー松伏」
活　動　内　容 各種スポーツ・文化活動

主な活動場所・日時 Ｂ＆Ｇ海洋センター、中央公民館　　※種目によって異なります。
会　　員　　数 １０１人(男2人、女99人)
会　　　　　費 200円～300円／１回
指導者又は代表者 教室ごとに指導者がつきます。　会長　御処野紀夫
問　合　せ　先 Ｂ＆Ｇ海洋センター「マッピー松伏」事務局　048-992-1291

特色・ＰＲ

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○体育･スポーツ・レクリエーション一般

　二中インディアカ同好会は、松伏第二中学校ＰＴＡの卒業生の集まりです。生涯スポーツであ
るインディアカを楽しんでいるサークルです。赤い羽根を使ってバレーボールのように、ワン
ツースリーで相手チームと打ち合うスポーツです。お子さんからシニアまで、年齢に関係なく楽
しめます。親切にご指導致しますので、いっしょに『いい汗をかきましょう！』みなさまのご参
加をお待ちしております。

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○体育･スポーツ・レクリエーション一般

　松伏町に誕生した総合型地域スポーツクラブです。町民の皆様が、「いつでも　どこでも　だ
れでも　いつまでも」スポーツや文化活動を楽しめる総合型のスポーツクラブです。
　１回登録していただければ、どの教室に、いつ来ても１回の参加費をお支払いいただければ受
講できます。健康ヨガ・エンジョイダンス・バランスボール・ケンコー吹き矢、ケンコー体操、
体幹トレーニング ピラティス教室、絵手紙教室など、300円／1回（正会員は200円／１回）で受
講できます。町民の皆様が、健康で楽しい毎日をお過ごしいただけるように、充実したプログラ
ムをご用意させていただきます。どうぞ一度、参加してみてください。お待ちしています。

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○体育･スポーツ・レクリエーション一般

　Ｍ．Ｈａｒｔｚは、インディアカを楽しみたい人達の集団です。練習の間中､笑いが絶えませ
ん。
　楽しく運動不足を解消したい方､ご連絡ください。Ｍ．Ｈａｒｔｚ一同､お待ちしています。



団体(サークル)名 マッピーこどもクラブ
活　動　内　容 パラスポーツ（ボッチャ他）、球技、水泳、駅伝

主な活動場所・日時
Ｂ＆Ｇ海洋センター　9:00～11:00
松伏第二小学校　　　土・日曜日　14:00～16:00

会　　員　　数 ２０人(引率の大人含む)
会　　　　　費 なし
指導者又は代表者 総合型地域スポーツクラブ「マッピー松伏」
問　合　せ　先 Ｂ＆Ｇ海洋センター内「マッピー松伏」事務局　048-992-1291

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏弓道連盟
活　動　内　容 弓道

主な活動場所・日時 宏和道場（築比地2153）毎日午後9時～11時　松伏高校弓道場
会　　員　　数 ２０人(男12人､女8人)
会　　　　　費 2,000円／月
指導者又は代表者 谷口保雄（教士七段、埼玉県弓道連盟理事、埼玉県指導員）
問　合　せ　先 谷口保雄　048-991-4394

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏町ランナーズ
活　動　内　容 健康マラソン

主な活動場所・日時 まつぶし緑の丘公園　毎週日曜日午前7:00～8:30
会　　員　　数 １１人(男8人､女3人)
会　　　　　費 3,000円／半年
指導者又は代表者 松崎豊
問　合　せ　先 望月正行　090-4541-3478

特色・ＰＲ

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○体育･スポーツ・レクリエーション一般

　松伏町ランナーズは、幅広い年代の方が集まったサークルです。毎週日曜日の朝７時から、ま
つぶし緑の丘公園を拠点に１時間ほど活動しています。みなさん走ることが好き、走り終わった
後の爽快感がたまらないという感じで、誰でも気軽に参加できる雰囲気です。
　走りながらのおしゃべりはもちろん、自分のペースで走ることができますので、どなたでも参
加してください。無理なく気軽に楽しく走るのがモットーです。日曜日の朝、一緒に体を動かし
てみませんか？走れば、嫌な事もストレスも忘れられると思います。どうぞ、みなさまのご入会
を心よりお待ちしています。

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○体育･スポーツ・レクリエーション一般

　「マッピーこどもクラブ」は、誕生して４年目のクラブです。総合型地域スポーツクラブ
「マッピー松伏」の子ども版です。「こどもパラスポーツ教室」を開講し、おもにボッチャを楽
しんでいます。引率の保護者の皆様もご一緒にお楽しみいただきました。球技系、夏は水泳、冬
は駅伝など、挑戦してみたいスポーツを選べる楽しいクラブにしたいです。また、希望があれ
ば、マンガ、囲碁将棋、麻雀などの文化的な種目の教室も考えています。傷害補償は、「マッ
ピー松伏」が加入している保険の保証範囲内となります。
現在、新型コロナウイルス感染防止のため、休止中です。

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○体育･スポーツ・レクリエーション一般

　松伏弓道連盟では、下は高校生から、上は７０代と幅広い年齢の方々が真剣に、そして和やか
な雰囲気の中で稽古に励んでいます。興味を持たれた方は上記の電話番号までご連絡下さい。そ
してぜひ見学にいらして下さい。弓道経験者大歓迎です。



団体(サークル)名 松伏町楽しく走ろう会
活　動　内　容 ランニング、ストレッチ

主な活動場所・日時 まつぶし緑の丘公園　毎週日曜日午前8:30～10:00
会　　員　　数 ２０人(男18人､女2人)
会　　　　　費 300円／月　入会金500円
指導者又は代表者 尾高重徳
問　合　せ　先 尾高重徳　090-8463-9107　shige-9107＠t.vodafone.ne.jp

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 ３Ｂ体操松伏
活　動　内　容 健康体操

主な活動場所・日時 外前野記念会館ハーモニー：毎週木曜日10:00～11:30（月３回）
会　　員　　数 １０人(男0人､女10人)
会　　　　　費 2,500円／月３回、　入会金1,000円
指導者又は代表者 小谷野裕美、　松本康子
問　合　せ　先 小谷野裕美　080-5031-4116

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏町グラウンド・ゴルフ愛好会
活　動　内　容 グラウンド･ゴルフ

主な活動場所・日時
中央公民館北側広場
毎週月･水･金曜日､但し金曜日雨天の場合は土曜日9:00～12:00
又夏季間(7月21日～8月31日)は7:30～9:30

会　　員　　数 ６５人(男30人､女35人)
会　　　　　費 500円／月　入会金1,000円
指導者又は代表者 猪上宜紀
問　合　せ　先 猪上宜紀　048-991-8337

特色・ＰＲ

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○体操

　３Ｂ体操（さんびーたいそう）とは、ボール、ベル、ベルターという道具を使って音楽に合わ
せて楽しみながら行う体操です。道具を使う事で脳の活性化にも役立ちます。
　｢健康で安らかな心」「健康で美しく」「健康で美しく老いる」の３大スローガンを掲げ５０年
の歴史をもち全国で親しまれている体操です。
　ちょっと体を動かしてみたい、腰痛、肩こり等スッキリしたい、そんな方、ぜひ一度体験にい
らして下さい。
　無理なく楽しみながら長く続けられる健康体操です。お待ちしています。

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○ニュースポーツ

　「いつでも、どこでも、誰でも」気軽に楽しめるグラウンド・
ゴルフを松伏町全域に正しく普及すると共に、プレーを通して
健全な心身の維持・向上を図り、互いの交流を深めます。
県内各地との交流会もあります。
　皆様の入会をお待ちしています。年齢制限なし。

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○体育･スポーツ・レクリエーション一般

　松伏町楽しく走ろう会は、幅広い年代のランニング好きが集まって、まつぶし緑の丘公園で活
動しているサークルです。
　いつもの練習は、まずストレッチで身体をほぐしてから、ウォーミングアップで丘の頂上まで
ゆっくり歩きます。そのあとは、おしゃべりしながら公園内をランニング。最後は思い思いの
ペースで走って練習は終了。程よい汗をかくことができます。
　ランニングが好きという方はもちろん、運動はちょっと苦手という方も、健康的に楽しく走る
ことができます。
　見学、体験はいつでもＯＫです（黄色の旗が目印です）。
　一緒に楽しく走りましょう！



団体(サークル)名 松伏町ターゲット・バードゴルフクラブ
活　動　内　容 ターゲット・バードゴルフ

主な活動場所・日時 中央公民館北側広場　毎週日・火・木曜日　8:30～11:30
会　　員　　数 ４１人(男40人､女1人)
会　　　　　費 500円／月、入会金2,000円
指導者又は代表者 小林芳悦
問　合　せ　先 小林芳悦　048-992-3162

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 ミニテニス愛好会
活　動　内　容 ミニテニス

主な活動場所・日時 Ｂ＆Ｇ海洋センター　毎週木曜日　13:00～15:00
会　　員　　数 １６人(男4人､女12人)
会　　　　　費 1,000円／２ヶ月
指導者又は代表者 八子寅男
問　合　せ　先 八子寅男　048-991-3295

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏バドミントンクラブ
活　動　内　容 バドミントンの練習

主な活動場所・日時
松伏中学校体育館　毎週水曜日　午後７時～９時
松伏小学校体育館　毎週金曜日　午後７時～９時
　　　　　　　　　毎週土曜日　午後５時～７時

会　　員　　数 ３５人(男27人､女8人)

会　　　　　費
練習参加日毎100円
シャトル（羽根）は練習日毎各自持参です。

指導者又は代表者 橋口正己
問　合　せ　先 橋口正己　090-8519-1785（松伏町バドミントン連盟）

特色・ＰＲ

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○バドミントン

　松伏バドミントンクラブは、1974年に設立したバドミントンでは松伏町で一番古い歴史あるク
ラブです。現在中学生・高校生・一般の人たちが練習を楽しんでいます。未経験（初心者）の方
の加入も歓迎しており、ラケットの握り方から説明しています。又、会員の子供さん(小学生)も
受け入れています。(原則として、小・中学生は大人の送迎が必要です)〔なお、中級者以上の一
般大人の方には、松伏町内の他のクラブを紹介します〕バドミントンは、身体のバランスを保ち
ながら、足やお腹に力を入れてラケットを振るという競技なので、一年間練習を楽しみながら続
けると、通常メタボ→スマートに変身してくるスポーツです。若い方も団塊世代の方も、生涯現
役で健康な生活をめざしてバドミントンをやりましょう。
　なお、クラブ加入希望等の方は、電話でお問い合わせください。

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○ニュースポーツ

　生涯スポーツとして中高年にお勧めのターゲット・
バード・ゴルフです。初めての人も気楽に楽しめるス
ポーツです。
　青空の下で歓声をあげながらプレーを楽しむことで
健康の増進と会員相互の親睦を図っています。
　皆様の入会をお待ちしています。

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○ニュースポーツ

　ミニテニス愛好会は､｢中高年者がスポーツを通して楽しみを見つけ､健康な日々をおくれた
ら････」こんな発想からミニテニスに感動して集まり､お互いの年齢や体力に応じ､その時々に
合ったゲームを楽しんでいるサークルです。また､｢ミニテニス｣は､テニスラケットを小さくした
ものと､ビニール製の大きなボールを使い､バトミントンコートを使用して行う､誰でも気軽に楽し
めるスポーツで､中高年者の健康づくり､体力づくりに役立つと思われます。



団体(サークル)名 歩こう会松伏
活　動　内　容 ウォーキング

主な活動場所・日時
町内､近隣の遊歩道　毎週土曜日　10:00～12:00
7月、８月は夏休み

会　　員　　数 ４２人(男7人､女35人)
会　　　　　費 1,000円／年
指導者又は代表者 村山義晴
問　合　せ　先 村山義晴　048-992-3393

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏太極拳同好会
活　動　内　容 24式太極拳、連環扇、孫式太極拳73式

主な活動場所・日時 多世代交流学習館（メロディー）　毎週水曜日　14:00～16:00
会　　員　　数 １５人(男3人､女12人)
会　　　　　費 2,300円／月
指導者又は代表者 鈴木妙子先生
問　合　せ　先 川田幸一郎　090-3401-3676　※ショートメールも可

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 松伏太極拳「鈴風」
活　動　内　容 24式太極拳、太極連環扇、32式剣

主な活動場所・日時 中央公民館、Ｂ＆Ｇ海洋センター　毎週金曜日 9:00～11:00
会　　員　　数 １６人(女16人)
会　　　　　費 2,000円／月
指導者又は代表者 鈴木妙子先生
問　合　せ　先 佐藤永子　048-991-5185

特色・ＰＲ

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○レクリエーション・体力づくり

　太極拳は、男女年齢関係なく出来る武術です。体感が鍛えられ思いがけない転倒等の防止。健
康、体力維持、脳、精神の活性化が見込めます。健康体操として、本格的な太極拳を目指す方、
皆楽しく練習しています。いつでも見学、入会出来ます。まずご一報下さい。

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○レクリエーション・体力づくり

　太極拳を熱心に楽しく学習している教室です。
設立から１８年になりました。太極拳は、神経系統に
いい働きをします。深くゆったりとした呼吸と、腰を
軸とした動きは、骨格・筋肉・関節を鍛え、転倒防止
には抜群です。
　連環扇はそれは華やかです。町の行事に参加し
ています。一度体験にいらして下さい。

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○レクリエーション・体力づくり

　「歩こう会松伏」は、会員相互の融和をモットーに松伏町内を始め、近隣の市町を毎週末楽し
く、気楽に歩いているシニアのサークルです。
　基本は日頃の運動不足の解消、生活習慣病の予防、ストレスの解消などですが四季折々の風景
や情報の交換することで松伏町の再発見も楽しんでいます。
　各自の体力に合わせて歩く速さ、距離を調整しながら無理なく歩く会です。
　松伏記念公園に集合後、ラジオ体操で体をほぐし相互の情報交換後、その日の目標に向かって
歩いています。



団体(サークル)名 ニコニコキッズサークル

活　動　内　容
２才～小学生低学年を中心としたキッズ体操、ボール遊び、おいかっけこな
ど

主な活動場所・日時 町内公共施設等　毎週土曜日10：00～
会　　員　　数 ２５人(男12人､女13人)（父兄含む）
会　　　　　費 無料
指導者又は代表者 笹倉香織
問　合　せ　先 笹倉香織　090-4011-7256

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 ニコニコキッズの会
活　動　内　容 キッズ体操をしながら、地域交流会、情報交換など

主な活動場所・日時
松伏町役場２階会議室
松伏中央公民館　　　　不定期（お問合わせ下さい）

会　　員　　数 ２５人(男12人､女13人)（子供父兄含む）
会　　　　　費 無料
指導者又は代表者 笹倉香織
問　合　せ　先 笹倉香織　090-4011-7256

特色・ＰＲ

団体(サークル)名 にこｙｏｇａ
活　動　内　容 ヨガ

主な活動場所・日時 外前野記念会館ハーモニー

会　　員　　数 ７人（男0人、女7人）
会　　　　　費 1,000円／1レッスン（60分）
指導者又は代表者 指導者：佐々木由紀恵、代表者：加来照子
問　合　せ　先 佐々木由紀恵　080-7685-1001

特色・ＰＲ

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○親子活動・体操・レクリエーション・体力づくり

　～ゆっくりじんわり伸びながら心と体をほぐし、自分自身と向き合う大切な時間～
　”初心者～中級者向けのリラックスヨガ”ですので、年齢問わず、ヨガが初めての方や運動が
苦手な方も大歓迎です！！お子様連れＯＫの日もありますので、子育て中のママのご参加もお待
ちしております。
　場所や日時、ご予約など、詳しくは公式ＬＩＮＥにてご案内しております。
　※現在は女性専用クラスです。

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○親子活動・体操・レクリエーション・体力づくり

　ニコニコキッズサークルは、親子、姉弟でも参加でき、ふうせんやボール遊び、おいかっけ
こ、トンネルくぐりなど遊びから体力向上、チームワークを学んでゆく親子サークルです。松伏
にお住いや松伏の幼稚園、小学校に通っている方の参加が多いです。
生まれて数か月のお子さんをお連れの方も雑談しながら参加いただいてます。体を動かしなが
ら、日々の子供の成長を皆で楽しく感じてゆきたいと思います。よろしくお願いします。

◎体育・スポーツ・レクリエーション
○親子活動・体操・レクリエーション・体力づくり

　松伏にお住まいのママ、お子さんとできるキッズ体操、ブロック遊び、わなげゲームなどをし
ながら地域交流、情報交換などをしてゆきたいと思います。
自治会もなく、地域の情報不足や、悩み不安を抱えている方はご参加いただくことにより、仲間
ができ、子供の成長を楽しく共感いただけると思います。幼児から小学生の父兄の皆様と楽しく
集まりたいと思います。よろしくお願いします。


