令和３年度

射水市スポーツ少年団

団員募集
だ

ん
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し ゅ う

のお知らせ

射水市スポーツ少年団は、現在 12 種目 52 団体が活動しています。
子どもたちはスポーツを楽しみ、活動を通して多くのことを学び経験しています。
各スポーツ少年団では、団員募集をしていますので、見学・体験をしてみてください。

スポーツの
歓び

地域との
つながり

情操
教育

「競う」
だけではなく

「楽しむスポーツ」
が目標です

成長が著しい子ども時代には、まずからだ
を動かすことの楽しさや歓びを知ること
が大切です。基礎的な運動能力や運動習
慣 を 身 に つ け、生 涯 に わ た っ て ス
ポーツを楽しむ基盤を作って
欲しいと願っています。

仲間との集団行動が
「こころの成長」に
つながります

スポーツだけでなく、野外活動や社会活動、
文化活動など多岐にわたる活動を通して、
子どもは協調性や創造性を養い、社会
のルールや思いやりのこころを学
んでいきます。これらが「ここ
ろの成長」を促します。

「地域のキズナ」
のなかで子どもを
支援する組織です

スポーツ少年団は、全国 20 万人の地域の
人々の手によって支えられています。こ
のスポーツを通したネットワークの広
がりが、地域内の交流を活発にし、
よりよい地域作りにも繋
がっていきます。

全国 65 万人の子どもたちが、スポーツを通して
「こころとからだの成長」を体感しています
ココが
成長!!

1

からだを動かすことの
喜びを知る

家でゲームなどをして遊ぶことが
多くなりがちの現代。スポーツ
少 年 団 に入 ると友 達 も増 えて、
定期的に外で思いっきり動き回
ることの楽しさを覚えます。

ココが
成長!!

2

礼儀やあいさつの
仕方を学ぶ

指導者や保護者をはじめとする
大人、学年の違う友達と交わる
ことで、目上の人を敬う態度や
感謝のこころ、あいさつの大切
さを学びます。

ココが
成長!!

3

自ら動く積極性が
でてきます

団体の中で生活をし、交流試合
などで新しい人との出合いも増え
ることで、自らの意見を主張す
る自主性や価値観が育っていき
ます。

ココが
成長!!

4

コミュニケーション能力や
思いやりのこころを養う

単位団の活動を通して、仲間や
指導者との意思疎通の取り方や、
年下の団員の面倒の見方などを
学んでいきます。

片口スポーツ少年団
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

片口小学校グラウンド、体育館
火・木
土・日

17：00～19：00／金
日中時間帯

小学男女２～６年生
木林

活動施設
19：00～21：00

片口小学校児童のみ

090-8094-7107

tsuki2tree3@gmail.com

当団では、監督・コーチの熱心な指導により、野球を通じ
て子どもたちに礼儀をはじめ体力の向上、そして野球の楽
しさを学んでもらうことを目的としています。男女問わず
募集していますので、いつでも見学に来てください。

塚原ジャイアンツスポーツ少年団
活動施設

塚原小学校グラウンド

活動日

火・木・金（放課後）

募集対象
連絡先

コメント

土・日

活動日
募集対象
連絡先

090-1639-4929

野球を通じて、野球の楽しさや礼儀、仲間とのコミュニ
ケーションを学んでいます。
体験会を随時開催しています。お気軽にお問い合わせく
ださい。

コメント

放生津小学校グラウンド
火・水・金 17：00～19：00
土・日 終日
小学男女１～６年生
団長 宮原
監督 髙野

82-7564
090-7083-5117

１年生から６年生までの野球が大好きな子ども達が仲間
と一緒に楽しみながら、少年野球を通じて大切なことを
たくさん学んでいます。

スポーツ少年団新湊クラブ
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

新湊小学校グラウンド
水・木・金 16：30～19：00
土・日・祝日 練習試合
小学男女１～６年生
高木

募集対象
連絡先

コメント

090-5687-9793

スポーツ少年団新湊クラブは、現在19名で活動していま
す。野球を通じて、仲間との絆を深め、楽しみながら多
くのことを学び経験しています。思い切って野球を始め
てみませんか？一緒に白球を追いかけよう！新湊小学校
のグランドで待ってるよ！

主に本江グラウンド、
時々東明小学校グラウンド・体育館
火・水・金

18：00～20：00

土・日

小学男女１～６年生
堀川

090-2030-9635

つかめ栄冠、全員野球！をモットーに戦います。
全力疾走、全力プレイで最後まで決してあきらめない。
野球が好きです。大好きです！
この気持ちだけは、どのチームにも負けません。
僕たちと一緒に楽しく野球をしましょう。

堀岡スポーツ少年団

活動日
募集対象

放生津イーグルススポーツ少年団
活動施設

活動日

活動施設

小学生男女
鎧塚

東明ボーイズ

連絡先

コメント

堀岡小学校グラウンド
堀岡コミニティセンター体育館
火・水・木・金 17：00～19：00
土・日 ９：00～12：00
小学男女１～６年生
篠田

090-9101-5944

初心者も大歓迎!ティーバッティング、キャッチボール か
ら、優しく、分かりやすく指導します。まずは見に来て
ください!

作道少年野球クラブスポーツ少年団
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

作道小学校グラウンド
火 16：30～19：00／木
土・日
小学男女１～６年生
二口

19：00～21：00

作道小学校児童のみ

080-3042-7375

野球を通して、スポーツの楽しさ、仲間の大切さを感じ
ることができます。自分で考えて行動し、何事にも全力
プレイを目標に練習を頑張っています。体験会も随時開
催しています。お気軽にお問い合わせください。

大門Ｊ . Ｂ . Ｃ
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

大門小学校グラウンド
火・木

18：00～20：30／土・日

8：30～12：00

小学男女１～６年生
団長 河原 090-4325-2055
k.kouichimaru-alpha@docomo.ne.jp
１～３年生は投げる・捕る・打つの基本+ティーボールの
練習をします。４～６年生はゲーム形式の実践練習をし
ます。その他レクリエーションも盛りだくさん！！イン
スタ更新中！検索してみてね！インスタからの連絡でも
ＯＫです！待ってるよ！！

金山クラブスポーツ少年団
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

金山小学校グラウンド
火・木
土・日

稲垣

活動施設

16：30～
日中

小学生男女

活動日

金山小学校児童のみ

56-1122

活動日
募集対象

いつも楽しく、仲良く野球に取り組んでいます。
野球以外でも、レクリエーション、バーベキューなどを
行い、チームの絆を深めています。
一緒に楽しい野球をしましょう！

連絡先

コメント

①小杉小学校グラウンド
②大江グラウンド

森永

小杉小学校児童のみ

小杉大江少年野球クラブでは「おもいっきり体を動かし
たい」小学１年生から６年生までの男の子・女の子の入
部を随時受け付けています。是非一度、お子様と一緒に
見学に来てみませんか！

活動日
募集対象
連絡先

コメント

中太閤山小学校（グラウンド、体育館）ほか
月 18：00～19：45／火・木
土・日 9：00～
小学男女１～５年生

19：00～21：00

中太閤山小学校児童のみ

代表 宮前 56-4622
父母代表 明道 080-1950-7154
中太閤山少年野球クラブでは、｢あいさつをする｣・｢道具
を大切にする｣・｢最後まであきらめない｣・｢チームワー
クを大切にする｣の4つのモットーのもと、野球を通じた
子どもたちの健全育成に努めています。

大門ファイターズ
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

浅井グラウンド（雨天：浅井体育館）
水・木 18：00～21：00
土・日・祝 ９：00～12：00
小学男女１～６年生
小谷 080-3742-2945
インスタグラムからでも連絡OK
野球を通じて相手を思いやる心・自ら考える力・あきら
めない心を養います。男女児童募集中です！Instagram
にて活動報告中！気軽にグラウンドに来て下さい！未就
学児も歓迎！

太閤山小学校グラウンド
火・木
土・日

18：00～19：30
9：00～11：00

小学男女1年生～
滝脇
高田

太閤山小学校児童のみ

★
★

090-8260-6642
090-8261-7109
初心者や体力に自信がない子も大歓迎！
男子も女子もＯＫです。

歌の森クラブ

活動日
募集対象
連絡先

090-8260-2867

中太閤山少年野球クラブスポーツ少年団
活動施設

コメント

活動施設

①水・金 18：00～20：00／日 9：00～12：00
②火 18：00～20：00／土 ９：00～12：00
小学男女１～６年生

募集対象
連絡先

小杉大江少年野球クラブ
活動施設

太閤山少年野球クラブスポーツ少年団

コメント

歌の森小学校グラウンド
火・水・木 17：00～19：30／土・日・祝日 ９：00～12：00
※土・日・祝日は時間変更あり
小学男女１～５年生
星井
水野

歌の森小学校児童のみ

090-8263-8887
090-7089-8072

クラブでは、野球以外にバーベキュー、ボウリング大会
など楽しいイベントがたくさんあります。又、日々の練
習で礼儀やマナーを守る事、施設や道具を大切にする事、
お父さんやお母さんに感謝出来るようになります。

下村ファイヤーズスポーツ少年団
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

下村グラウンド（雨天：下村体育館）
月・水
土・日

17：00～19：00／金
9：00～12：00

18：00～20：00

小学生以上男女
溝口

090-1396-2918

下村ファイヤーズでは、みんなで楽しくプレーしています。
野球を通じて礼儀、チームワークの大切さも学んでいます。
少しでも興味があれば、だれでも大歓迎です！！
一緒に白球を追って楽しみましょう！！！！

大島フェニックス
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

大島小学校グラウンド
火・水・金 17：00～19：00
土・日 ９：00～16：00
５歳男女～小学男女６年生
西田

090-2830-8542

「One For All, All for One」を胸に、常に声を掛け合
い、最後まで諦めずに勝利を目指してがんばるチームで
す。自分の努力を信じ、仲間との絆を信じ、一緒に全国
大会を目指して頑張りましょう！

フォルツア片口スポーツ少年団
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

片口小学校
火・木

活動施設

19：00～21：00／土

小学男女１～６年生
四間丁

９：00～12：00

片口小学校児童のみ

090-4682-8643

chiebe444@gmail.com

サッカーが大好きなみんな、一緒にサッカーをしよう！
フォルツァ片口では楽しいサッカーをモットーにみんな
仲良くサッカーをしています。体験・見学大歓迎です。
いつでも見にきてください。女の子も大歓迎です。

新湊レッドサンダーススポーツ少年団
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

新湊小学校グラウンド、体育館

年長児男女、小学男女１～６年生
090-8701-3674

s_redt@yahoo.co.jp

射水市新湊地区で活動しているサッカースポーツ少年団
です。楽しく仲良くサッカーをしてます。女の子も大歓
迎です。一度遊びに来て下さい。みんなで待ってます♪

大島サッカースポーツ少年団
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

①大島中央公園コミュニティ広場
②大島小学校グラウンド ※雨天：活動日・場所変更
①火・木 19：00～21：00
②土 ６：30～９：00
小学男女１～６年生

市内全域OK

三富 090-7741-6220
ohshimasoccer@yahoo.co.jp
“Enjoy football！楽しくサッカーをしよう”をモットー
にみんな元気いっぱいボールを追いかけています。
練習日にはいつでも体験できます。一緒にサッカーを楽
しみましょう！

小杉サッカークラブ
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

小杉小学校グラウンド
火・木

19：00～21：00／土

090-8268-6379

募集対象
連絡先

コメント

8：00～10：00

活動日
募集対象
連絡先

コメント

小杉サッカークラブでは一緒にサッカーを楽しむ小学生
を募集しています。勉強も１番！スポーツも１番！サッ
カーを通じて健全な肉体と精神を養います。経験豊富な
ベテランコーチ陣と、明るく元気な選手たちが、皆さん
が来るのを心待ちにしています。

①火・金 19：00～21：00
②水 19：00～21：00
※３年生以下は20：30まで
小学生男女
黒田

090-2375-1999

ifchafen@yahoo.co.jp

サッカーが大好きなきみへ☆ぼくたちといっしょにボー
ルをおいかけよう！なかまと最高にたのしい時間をつく
ろう！女の子も大歓迎！見学・体験いつでもOKです。
チームみんなできみをまってます！

七美グラウンド（４～11月）
東明小学校体育館（12～３月）
月・水 19：00～21：00（１年生は20：30まで）
土 ９：00～11：00（１年生は10：30まで）
市内の小学生男女

女の子も大歓迎！

稲垣 090-7746-7296
soccer_tohmei@yahoo.co.jp
東明ＦＣでは「あいさつ”エア”タッチ」から練習が始まり
ます。１～３年生はドリブルテクニック、４～６年生は
パスワークを学び、チームワークをとても大切にしてい
ます！君も一緒にサッカーを楽しんでみませんか？

大門少年サッカークラブスポーツ少年団
活動施設

①グリーンパークだいもん中央緑地広場（４～11月）
②大門総合体育館（12～３月）
③浅井体育館（12～３月）

活動日

①火・木 19：00～21：00／土
②水 18：30～21：00
③土 13：00～17：00

14：00～17：00

募集対象

年長児男女、小学男女１～６年生

※市内外問わず

連絡先

父母会長 柴 090-6813-5259
daimon_soccer@yahoo.co.jp

コメント

大門SCでは、サッカーを通して子供達の成長を育み、楽
しみながら練習に取り組んでいます！
１年中、体験入団や見学が出来ますので、お気軽にご連
絡ください！ぜひお待ちしています！！

小杉南フットボールクラブ

活動日
募集対象

kosugisc12@yahoo.co.jp

①作道小学校
②塚原小学校

東明ＦＣ

活動施設

小学男女１～６年生
池田

活動日

活動施設

火・木 19：00～21：00（雨天：12月～３月体育館）
※年長 19：00～20：00／１・２年生は19：00～20：30

澤谷

ＩＦＣハーフェンスポーツ少年団

連絡先

コメント

歌の森小学校グラウンド
火・木・土 19：15～21：00（土曜日は試合がない場合）
※幼児、１年生は20：30まで
年長児男女、小学男女１～６年生
石田 080-6354-5594
南條 090-2810-4184
kosugiminami-fc@hotmail.co.jp
年長さんから６年生までの男女を対象としたサッカーク
ラブです！親子みんなで楽しく活動しています。サッ
カーに興味のある子、上手になりたい子、お友達がたく
さん欲しい子、大歓迎です！体験練習も随時受付中！

ウインズ小杉サッカークラブスポーツ少年団
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

①中太閤山小学校グラウンド
②太閤山小学校グラウンド

活動施設

①水・金 19：00～21：00 ２年生までは20：15まで
（水曜のみ雨天時 中太閤山小学校体育館 19：00～19：45）
②土 19：00～21：00 ２年生までは20：15まで
年少男女～小学男女６年生
太閤山、中太閤山、歌の森、金山、小杉小学校地区
監督 若林 090-4684-4974
winz2008kosugi@yahoo.co.jp
園児～小学生男子・女子の子供達が週３回楽しく練習して
います。「サッカーって面白い！」と思えるような子供達
の育成をモットーに活動しています。まずは練習体験して
みませんか？サッカー大好きっ子お待ちしています！

放生津インフィニティスポーツ少年団
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

放生津小学校体育館

活動日

小学男子１～６年生

募集対象
連絡先

コメント

①塚原小学校体育館
②新湊南部中学校体育館

大谷

活動日
募集対象
連絡先

コメント

奈呉ファインガールズスポーツ少年団

コメント

「大きな声・素早い行動・心から挨拶」をモットーに、
明るく楽しく活動しています。仲間を大切にし、心を一
つにして一生懸命頑張っています。
見学・お試しはいつでもOKです。

①歌の森小学校体育館
②金山小学校体育館
①火・木 19：00～21：00／土
②金 19：00～21：00

活動日

コメント

小学女子１～６年生
指導者 笹山 090-3760-3802 shuji.s@p3222.nsk.ne.jp
保護者会 若田 080-6356-2011 waka-k23@po5.canet.ne.jp
いっしょに楽しくバスケットボールをしませんか？
初めての方でも大丈夫！
興味のある方は一度見に来てください。
見学、お試しはいつでもＯＫです。

水・木 18：30～20：30
金 19：00～21：00
土・日どちらか 9：00～12：00
小学生女子のみ
代表 松本 090-2374-8975
父母会 檜物 080-1950-8356
私たちは『明るく!楽しく!元気よく!』を大切にバスケを
しています。★初めてバスケをされる方★興味のある方
★何かスポーツを始めたい方、一度見に来て下さい。運
動が苦手でも大丈夫！一緒にバスケを楽しみましょう♪

①大島小学校体育館
②ヨシダ大島体育館
①火 19：00～21：00／土 9：00～11：30
①②木 19：00～21：00
※火・木 ３年生以下は20：00まで／土 ４年生以上のみ
小学男女１～６年生
坂口

090-1319-8653

♦体を動かす事が好きな子！♦バスケットボールが上手
くなりたい子！♦運動が苦手でも頑張ってみたい子！新
入団員を随時募集しています。バスケットボールを体験
してみませんか？見学・お試しはいつでもＯＫです！！

小杉ドリームズ（男子）
ミニバスケットボールスポーツ少年団
活動施設

9：00～12：00

放生津小学校体育館

射水 TWOBIG
ミニバスケットボールスポーツ少年団

連絡先

090-2125-5034

小杉ドリームズ
女子ミニバスケットボールクラブ
活動施設

コメント

募集対象

小学女子１～６年生

小学女子１～６年生

バスケ大好きが集まったチームです。仲間と一緒に勝利
を目指して頑張っています。シュートが決まったら気持
ちいいですよ！たくさんの仲間とバスケの楽しさを知っ
てもらいたいです。体育館に遊びにきてね！

活動施設
9：00～11：30

水・木・金 17：00～19：30
土・日 9：00～13：00

五十嵐 090-8702-1437
釣 090-2038-1522 tsuri1967.smb@po11.canet.ne.jp

連絡先

バスケットボールを通して友情や諦めない強い心をはぐ
くんでいます。
優勝を目指してチーム一丸となり頑張っています。
見学・お試し大歓迎です！いつでも見に来てください。

新湊小学校体育館

連絡先

募集対象

090-8267-0826

①金 16：30～18：00／土
②月・水 19：00～21：00

募集対象

活動日

塚原ラビッツスポーツ少年団
活動施設

活動日

活動施設

火・木 18：30～21：00
土・日・祝 随時

稲垣

新湊ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団

活動日
募集対象
連絡先

コメント

歌の森小学校体育館
水 19：00～21：00／金
土 13：00～16：00／日
※土日はどちらか一方

19：00～21：30
９：00～12：00

小学生男子のみ
ＨＣ 川上 090-5852-8194
kosugi_dreams_boys@yahoo.co.jp
バスケットボールは好きですか？バスケ好きが集まる
チームです。ジュニア期の運動能力の向上、心の成長、
バスケットボール選手の育成のために、選手が自分で考
える自主性を大切にして活動しています。一緒にNBA目
指しましょう！

作道グリーンエーススポーツ少年団
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

作道小学校グラウンド

活動施設

月・水 18：30～20：30／金
第２、４土 ８：30～12：00

18：30～21：00

小学女子１～６年生
宮原

活動日

55-2458

連絡先

私達は「明るく、楽しく、たくましく」をモットーに作
道・塚原・牧野・大島・放生津地区の１～６年生のチー
ムです。練習の他にクリスマス会やボーリング大会、ソ
フトバレーなどチームで活躍しています。

募集対象
連絡先

コメント

①浅井体育館
②大門小学校体育館
③大島小学校体育館
①火
②水
③金

中村
山田

13：00～16：00

地区外もOK

090-3152-6375
090-4688-5297

「感謝 一笑懸命！」をモットーに日々練習をしていま
す。学年を問わず元気な男の子達が、大きな声を出して
楽しく活動しています。僕達と一緒にハイキュー!!やりま
しょう！まずは体験からお待ちしています。

活動日
募集対象
連絡先

コメント

金山小学校体育館
水・木

小学女子１～６年生

９：00～12：00

地区外もOK

監督 東山 090-8090-4897
事務局 中川 bullteria-dog1977@docomo.ne.jp
いろんな小学校から集まってバレーボールを楽しんでい
ます。目標に向かって「心を一つに」ボールをつないで、
がんばっています。感謝の気持ちを忘れず、仲間の絆を
強めていくチームす。あなたも一緒に始めませんか。い
つでも体験受付中

ＷＩＮＧ射水スポーツ少年団
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

歌の森運動公園テニスコート、新湊アイシン軽金属
スポーツセンターテニスコート ほか
水・木・土

19：00～21：00

小学男女１～６年生（小学生以下相談可）
白井

活動日
募集対象

コメント

090-5170-1817

何かスポーツをはじめたい子！ソフトテニスに興味があ
る子！『やったことないからなぁ～』と迷っている子！
そんな不安は汗と一緒に流しましょう。ソフトテニスは、
初めてでも楽しめるスポーツです。一度お試し体験にき
てみませんか？

月・木

19：00～21：00

小学男女１～６年生
米田
藍口

090-6273-8894
080-8991-0275

男女１年生から６年生まで一緒に練習しています。
バレーボールに興味のある方は体験からできます。
ぜひ来てみてください。

①櫛田コミュニティセンター体育館
②大島小学校体育館
①火・木
②水・土

19：00～21：00
19：00～21：00

小学女子１～６年生

地区外もOK

畠 090-2839-4216
himawarivolly123456@yahoo.co.jp
バレーボールが大好きな子供達が集まって、練習してい
ます。バレーボールに興味がある子、体を動かすことが
大好きな子、一度おためし体験にきてください!!

小杉ジュニアテニススポーツ少年団
活動施設

19：00～21：00／日

下村体育館

ひまわりクラブスポーツ少年団

連絡先

ゴールドキャッツバレーボールクラブ
活動施設

コメント

活動施設

19：00～21：00
19：00～21：00／日
19：00～21：00

小学男子１年生以上

活動日
募集対象

侍バレーボールクラブスポーツ少年団
活動施設

下村バレーボールスポーツ少年団

活動日
募集対象
連絡先

コメント

歌の森運動公園テニスコート
アルビス小杉総合体育センター

ほか

月・水

13：00～16：00

18：00～21：00／土

射水市内の小学男女１～６年生、中学生も可
奥田

090-9762-9424

射水市内の小中学生が仲良く硬式テニスを楽しんでいま
す。初心者から上級者までレベル別の指導をしています。
無料体験もできますので、気軽にお問い合わせください。

小杉卓球クラブ
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

ビルト・プレイズ歌の森体育館卓球場
火

一部
二部

17：10～19：10
19：10～21：10

幼児男女～中学生男女
※幼児の参加は保護者の同伴を要する
南

56－6634

kazu-min@po5.canet.ne.jp

幼児～中学３年生のメンバーで毎週楽しく練習していま
す。初めはボールが入らず、むずかしい競技ですがだん
だんラリーができるようになってくるととても楽しいで
す。みなさんも一緒に卓球を楽しんでみませんか？

小杉少年柔道クラブ
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

小杉高校柔道場
月・水・金

活動施設

19：00～21：00

小学男女１～６年生
保田

活動日
募集対象
連絡先

090-3291-9014

連絡先

柔道を通して、強い心や体の育成を目的に活動していま
す。興味のある方は、是非、見学に来てください！

コメント

新湊アイシン軽金属スポーツセンター剣道場
月・水 19：00～20：30
土 18：00～20：00

84－7952

tanada@trust.ocn.ne.jp

「元気」「勇気」を合言葉に一生懸命稽古に励んでいま
す。剣道をとおして今の時代にこそ大切な礼儀作法を身
につけ、心と体を鍛えよう！運動苦手でも大丈夫。一緒
に剣道しよう！

活動日
募集対象
連絡先

コメント

中太閤山小学校体育館
木

18：00～20：30

幼児（年中、年長）男女～中学生男女 受け入れ可
ただし、幼児は必ず保護者が付き添えること。
田中 090-8267-1911
kosugiminami.kendo@gmail.com
週２回稽古に励んでいます。心や体を鍛え、礼儀や相手
を敬う心を学びます。合宿やクリスマス会、鏡開きなど
楽しい行事もいっぱいあります。

大門空手道スポーツ少年団
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

大門総合体育館
水
土

19：00～21：00 全員
９：00～10：30 初級以上
10：30～12：00 中級以上

080-3742-0691

連絡先

コメント

daimonkarate@gmail.com

大門空手道スポーツ少年団は、射水市の小学生と中学生
が大門総合体育館で空手の稽古をしています。合い言葉
は「強い体と優しい心」です。東京五輪で正式種目に
なった空手道をやってみませんか？ 目指せ、黒帯！

月・水・金

19：00～21：00／土

18：00～20：00

保育園児男女～一般男女
古澤

080－6351－8565

“心技体”の実践
礼節を重んじ、体力の向上を図り、技の上達を目指して
一緒に頑張ろう！

大門中学校体育館
火・木

19：00～21：00

小学男女１～６年生
藤井

090-1634-1764

fuji.taka.1008@gmail.com

剣道を通して心身を錬磨し、礼儀正しい子供となるよう
育成に努めています。大会では上位入賞を目指していま
すが、相手との勝敗にとらわれることなく自分との勝敗
を大切にしています。侍スピリッツを学んでみませんか。

小杉剣道教室スポーツ少年団

活動日
募集対象
連絡先

コメント

小杉中学校体育館
月

19：00～21：00／木

19：00～21：00

年中男女～一般男女
野田

090-7083-8042

macsnoda@po5.canet.ne.jp

練習と礼儀作法で心身を鍛え、明るく元気な子供達が育
つように励んでいます。錬成大会やバーベキューなどの
楽しい行事もあります。

カモン空手教室
活動施設

小中学生男女
※幼児の受け入れは可、保護者の協力が必要となる場合がある。
竹澤

活動施設

活動施設

18：30～20：30／土

富山市立呉羽中学校柔道場

あしつき剣友会スポーツ少年団

募集対象

小杉南剣道スポーツ少年団
活動施設

コメント

活動日

小学生男女、中学生男女
棚田

活動日
募集対象

新湊少年剣道教室
活動施設

柔心会スポーツ少年団

活動日
募集対象
連絡先

コメント

①塚原小学校体育館
②新湊アイシン軽金属スポーツセンター剣道場
③新湊南部中学校体育館
①月 18：30～19：20（初心者）／19：30～21：00（中級者以上）
②木 18：30～19：20（初心者）／19：30～21：00（中級者以上）
③金 19：30～21：00（上級者・有段者）
小学生男女、中学生男女
※新湊カモンスポーツクラブへの入会が必要
田中

84-2273

日本古来の伝統武道、空手道を学んでみませんか！空手道
は、相手の動きを想定した基本動作と高度な技能を組み合
わせて構成された形と、相対する二人が相手の動きに応じ
てお互いに自由に攻め合い、攻防の技能を争いあう組手と
があります。気軽にお試し体験に来てみてください。

大門ドッジボールクラブスポーツ少年団
活動施設
活動日
募集対象
連絡先

コメント

大門小学校体育館

活動施設

火・金 19：30～21：00
※１・２年生は20：30まで
小学男女１～６年生
扇一

活動日

地区外でもＯＫ

090-4329-1142

活動日

「努力・友情・全力投球」をモットーに日々練習してい
ます。みんなドッジボールが大好きで楽しく和気あいあ
いとした雰囲気です。男女問わず、体験・見学待ってま
す♪

募集対象
連絡先

コメント

大門中学校体育館
月・水

コメント

19：30～21：00

活動日
募集対象

52－6438

連絡先

★２年から６年生でバドミントンを楽しんでいます。
★月に１回程度週末に各大会に参加します。
★会費 月千円
★体験は活動日に運動のできる服装で来てください。

小杉小学校体育館
月
木
土

17：30～19：30（幼児OK）
17：00～19：00（幼児OK）
10：00～13：00

幼児（年長）男女、小学男女１～６年生

地区外でもOK

宗玄 090-1393-8745
kosugi_dodgeball@yahoo.co.jp
『ドッジボールが好きな男の子、女の子集まれ～♪』
とってみよう！投げてみよう！
ドッジボールが大好きな子や、何かスポーツを始めたい
という子、ちょっとだけみてみたいという子も、まずは
気軽に遊びに来てください。

新湊ジュニアバドミントンクラブ
活動施設

小学生男女
田中

募集対象
連絡先

大門ジュニアバドミントンクラブ
活動施設

杉っ子ドッジファイターズ

コメント

①射北中学校体育館
②堀岡小学校体育館
①月・木 18：00～20：30
②火 18：00～21：00
土 ９：00～12：00、13：00～16：00
小学男女１～４年生
事務局 高木

080-3748-6599

「最後まで諦めない」をモットーに、日々頑張っていま
す。

新規登録単位団 も 募集 しています！！
射水市スポーツ少年団では、新たに登録される単位団を募集しています。
詳しくは射水市スポーツ少年団事務局までお問い合わせください。

活動の紹介

射水市スポーツ少年団ではイベント等の様子を配信しています。各ＱＲコードを読み取りご覧ください。

公式ホームページ

※公益財団法人射水市体育協会と共同運用しております。

公式 YouTube

公式 Facebook ページ

スポーツ少年団の申込みについて
申し込みを希望される団体の連絡先に直接お問い合わせください。
射水市スポーツ少年団 事務局〔
（公財）射水市体育協会内〕TEL 0766-82-8278

公式インスタグラム
imizu_sports

