
燕市スポーツ協会

種　目 団　体　名 会　費 連絡先

燕地区野球連盟
丸山　清志

090-3403-9155

吉田地区野球連盟
芦田　弘良

080-5695-7758

分水地区野球連盟
古沢　功

0256-97-3139

ソ
フ
ト

ボ
ー

ル

燕市ソフトボール
協会

１チーム　45,000円
20人を超えた場合は
１人1,000円の追加

金子 紳一郎
0256-62-5833

090-4015-0850

吉田クラブ

NKクラブ

NIGATA R42

小中川クラブ

吉田YM

かちおんず

サ
ッ

カ
ー

燕市サッカー協会
１チーム

10,000円
岡村　貴紀

090ｰ4619ｰ3367

広田  真奈美
090-5794-9259

cxhif136@ybb.ne.jp

増田　護
090-8853-6019

燕市バドミントン協会
吉田地区

深沢  賢一
090-3216-3109

燕市バドミントン協会
分水地区

吉原　昭博
090-7267-9857

燕卓西会 問い合わせください
長谷川　八重子

080-2257-0392

南卓球クラブ 年  2,000円
氏田　文夫

0256-64-2135

小池クラブ 年  2,000円
奈良澤 雄一

0256-63-7218

吉田白球会 問い合わせください
佐野　俊英

0256-93-2881

分水卓球クラブ 月　1,000円
丸山　平一

0256-66-2940

スポーツで、いい汗流して、心身ともに健康に

内    容

野
　
球

日曜リーグ
　会場：スポーツランド燕
　期間：４～１０月
ナイターリーグ
　会場：燕西小学校グラウンド
　期間：４月～１０月

問い合わせください軟式野球ナイターリーグ　４月～１０月
ソフトボールナイターリーグ　４月～１０月
各種トーナメント大会

○ナイターリーグ（５月より月・水・金）
○早朝リーグ　（５月より毎日曜朝）
　　※３月３１日申し込み〆切です

お問合せください

燕市バレーボール協会
事務局

近藤　歩
090-2646-5594

個人登録
3,000円

つばめインパクト（ジュニア）
活動日：火・水・金

活動日：水・金　１９：３０～２１：３０
会　場：吉田総合体育館
吉田Ｊｒバドミントンクラブ
活動日：月・金

活動日：水・日　２０：００～２１：３０
会　場：分水総合体育館

活動日：毎週金曜日　20:00～21:30
会　場：吉田総合体育館

活動日：毎週土曜日　19:30～21:20
会　場：吉田総合体育館

【9人制女子】

活動日：毎週木曜日　20:00～21:30
会　場：小中川小学校体育館

活動日：毎週木曜日　20:00～21:30
会　場：吉田小学校体育館

活動日：毎週水・金曜日　19:30～21:3０
会　場：燕北中学校体育館

当協会は、ソフトボールを通じ、仲間造りをする団体です。登録は毎年３
月上旬に受付、リーグ戦や皆さんお馴染みの「市民ナイターソフト」等を
行なっています。

【9人制男子】

燕社会人サッカーリーグ
会場：スポーツランド燕競技場
期間：５月～１１月
対象：燕市在住在勤者

活動日：毎週水曜日　20:00～21:30
会　場：燕北中学校体育館

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

燕市バドミントン協会
燕地区

活動日
　水・金　１９：３０～２１：３０　燕市民体育館
　金　　　１９：３０～２１：３０　スポーツランド燕

バ
レ
ー

ボ
ー

ル

【ソフトバレー】

卓
 
球

燕卓球連盟

活動日：水・金　１９：３０～２１：３０
会　場：燕西小学校体育館

活動日：水・金　１９：３０～２１：３０
会　場：燕南小学校体育館

活動日：月　１９：３０～２１：３０
　　　　木　１９：００～２１：００
会　場：月　小池小学校体育館
　　　　木　燕市体育センター

活動日：月・水・金　１９：３０～２１：１５
会　場：吉田総合体育館

活動日：火・木　１９：３０～２１：００
会　場：分水総合体育館



燕市スポーツ協会

種　目 団　体　名 会　費 連絡先

スポーツで、いい汗流して、心身ともに健康に

内    容

燕ローンテニス
クラブ

年　8,000円 小林　茂宏
0256-32-3138

吉田クラブ 問い合わせください
内藤　鉄弘

090-2954-6961

年　8,000円
その他 県大会出る方

2,200円

丸山　博
090-4919-0828

成人　　8,000円
未成年　6,000円
高校生　4000円

小林  武和
080-6761-5793

楡井　公康
090-7941-3695

バ
ス
ケ
ッ

ト

ボ
ー

ル
燕クラブ 問い合わせください

大岩　光輝
0256-66-2656

燕空手道連盟
真空手塾

選手コース
月額４，０００円

初心者・黒帯コース
月額３，０００円

認定こども園真学園
0256-63-4055

吉田空手道会
入会金　　2,000円
一般　月　3,000円

家族割引あり

会長　山﨑行男
090-2304-3128
副会長　石村秀一

090-8813-5957

分水空手道会 月　2,000円
菅原　俊治

0256-97-1461

燕弓道会 月 200円

会長　内山喜昭
0256-63-2465
事務局　桜井和江
0256-63-3312

吉田弓道会 年 4,000円

会長　田中資夫
0256-92-5915
事務局　宮路康夫
0256-92-2670

燕合気道会

入会金 2,000円
年会費

一般 12,000円
学生・女性 7,000円

小学生無料

更科
080-5408-2751

見学・体験可能

吉田合気道会

入会金 2,000円
年会費

一般 10,000円
学生 6,000円

小・中学生 5,000円

永井
090-4059-8580

見学・体験可能

事務局　田村  芳子
090-2996-7928

テ
ニ
ス

４月～１１月　月・水・金１９：００～２１：３０
　　　　　　　　　日　　１３：００～１７：００
会場：スポーツパーク
１２月～３月　水１９：００～２１：３０
会場：スポーツランド燕
１１月～４月　木１９：００～２１：３０
会場：燕市体育センター

４月～１０月　木・土１９：００～２１：００
会場：吉田テニスコート
１１月～３月　木・土１９：３０～２１：３０
会場：吉田体育館
初心者教室　前期４月～、後期７月～　会場：吉田テニスコート
初心者土曜教室　前期４月～、後期７月～　会場：吉田テニスコート

ソ
フ
ト

テ
ニ
ス

燕ソフトテニス連盟

燕ソフトテニスクラブ
 　木　　スポーツランド燕　１９：３０～２１：３０
 　金　　燕市民体育館　　１９：３０～２１：３０
　土・日　スポーツパーク　１３：００～１８：００
１８才～８０才 幅広い年齢層で楽しくテニスをしています。
みなさんも一緒にソフトテニスをやりましょう！

吉田ソフトテニスクラブ
　４月～１０月　週２回　吉田テニスコート
　１１月～３月　週１回　吉田総合体育館
時間等についてはお問合せ下さい

活動日
　火　２０：００～２２：００　弥彦中学校体育館
　水　２０：００～２１：３０　スポーツランド燕
　金　２０：００～２２：００　弥彦中学校体育館

ゲ
ー

ト
ボ
ー

ル

燕市ゲートボール協会

＝老若男女・初心者・Ｊｒ　大歓迎！！＝
 各種大会(親善・長寿・ﾚﾃﾞｨｰｽ)を実施しています。
希望者は、事務局へ問合せ又は下記の練習日に直接、会場へお出かけくださ
い。(随時初心者教室を実施)
すぱーく燕 (川前室内ＧＢ場) 月を除く毎日 13:00-17:00
吉田水道町ＧＢ場　 毎日　13:00-15:30
粟生津ＧＢ場 　9:00-12:30   13:00-16:00
  (火曜日は休み、日は午前9:00-12:30のみ)
米納津ＧＢ場　 (火・水・金) 9:00-12:30
　　　　　　　 (火曜を除く毎日)       13:00-16:00
分水多目的屋内運動場(ｸﾞﾘｰﾝｻﾝｽﾎﾟ２号棟)
　　　　　　　　火・金曜日　       　　　9:00-11:00
　　　　　　　　金曜日　　　　　　　　19:00-21:00

問い合わせください

空
手
道

初心者コース
火・木　１９時～20時
黒帯取得コース
火・木　１９時～２１時
選手コース
月～金　１９時～２１時
会場:燕北多目的武道場　燕市東太田1066番地6

年長さんから小中高生、シニア世代まで幅広い層の会員がそれぞれの目標
に合わせて練習しています。
活動日：火･土　１９：３０～２１：３０
会　場：吉田中学校体育館ほか

活動日：水・金 ・日　１９：３０～２１：００
会　場：分水武道館

弓
 
道

活動日：火・木・土（19：30〜21：30）

会場：燕市体育センター 弓道場

活動日：火・水・土（19：０0〜21：20）

会場：吉田水道町屋内ゲートボール場内設 弓道場

合
気
道

稽古場所 ： 燕市体育センター 柔道場
稽古日時 ： 火・木　１９：３０～２１：００
対象 ： 小学４年生以上（小学生のみの入会不可）
URL ：http://iri3nage.web.fc2.com/
※４月～９月初心者教室あり

稽古場所 ： 燕市吉田武道館
稽古日時 ： 月　１９：３０～２１：００
          　　　水 　　１９：４５～２１：００
　　　　　　（土曜日は有段者のみ稽古）
対象 ： 小学５年生以上
URL ： http://park2.wakwak.com/~na-guy/aiki/
※４月～９月初心者教室あり



燕市スポーツ協会

種　目 団　体　名 会　費 連絡先

スポーツで、いい汗流して、心身ともに健康に

内    容

燕柔道会 年　3,000円

田辺時計店
0256-62-3447

または会場に
お越しください

吉田柔道クラブ
詳細は右記へ

お問い合わせください

南波  大輔
0256-93-2218

090-3142-8464

燕剣道連盟 年  6,000円
小林　正明

0256-62-3014

吉田剣道連盟
（修礼館）
（北修館）

入会金　2,000円
　　月　2,000円

二人目から1,500円

沼権石油店
（吉田浜首町）

0256-93-3288

地蔵堂剣士会 月  1,000円
金山　則夫

090-8745-6530

吉田太極拳クラブ
年会費

10,000円
菅原　恵美子

0256-93-4611

分水太極拳協会 月　1,500円
山宮　励子

0256-98-2244

ア
ー

チ
ェ

リ
ー

燕市アーチェリー
協会

小・中学生
入会1,000円
高校生以上

入会2,000円
個人弓具所有者

月会費　　500円
協会弓具使用者

月会費　1,000円

　　近藤　安男
090-2246-0845
または会場にお越しく
ださい。

陸
上

燕市陸上競技協会 問い合わせください
高橋　弥一

080-1195－9445

水
泳

燕市水泳協会 年 3,000円

更科  淳
090-3473-5923

tsubamesｈi₋
suieikyoukai

@print.epsoncoｎ
nect.com

ボ
ウ
リ
ン
グ

燕市ボウリング連盟
年会費

継続　6,000円
新規　7,000円

鈴木  力正
090-1374-2493

ス
キ
ー

燕スキークラブ
詳細は右記へ

お問い合わせください。
長谷川 晃司

090-7250-0270

山
岳

燕山岳会 年 5,000円
木花 勝男

0256-63-9276

柔
 
道

スポーツ少年団及び中・高校生青少年の指導育成

活動日：月・水・金　１９：３０～２１：３０
会　場：燕市民体育館　柔道場

活動日　火・金１９：３０～２１：００
会　場　燕市吉田武道館

会員同志のグループと個人山行を主体。
（自然保護パトロール、山菜・きのこ採りも実施）
山岳遭難保険加入は希望者のみ。

剣
 
道

活動日：木　１９：３０～２１：３０

会　場：燕市体育センター　剣道場

活動日
　　小学校４年生以下　月・水・金　１９：３０～２１：３０
　　小学校５年生以上　火・木･土　１９：３０～２１：３０
会　場：吉田武道館
対　象：保育園児～一般　　※防具は貸与します　初心者大歓迎！

活動日
　火・木・土　１９：３０～２１：３０
　第２・４土曜日　１８：３０～２１：００
会  場：分水武道館
対  象：保育園年長以上

太
極
拳

活動日：月　１０：００～１１：３０
会　場：吉田ふれあいセンター

活動日：火　１９：３０～２１：００ 金　９：３０～１１：００
会　場：分水公民館（分水文化会館）

まとに当たるとスカッと爽快、アーチェリーをしてみませんか？
活動日：毎週 月・木曜日　１９：３０～２１：２０
会　場：燕市吉田屋内ゲートボール場（吉田水道町3-15）
対　象：小学5年生以上

「最近、おなかも出てきたしランニングしてみようかな？」「ランニング
のお手伝いができないかな？」なんて思っている方いませんか？そんな貴
方に朗報！！当会は幼児から熟年ランナーまで、すべてのランナーの応援
団です。

水泳を教えてみませんか？水泳経験者、水泳に興味のある方大歓迎です！
行事予定　小学生対象：5月.水慣れ水泳教室（怖い苦手な子から25ｍを目
指す子まで）、6月.2日間の水泳教室（苦手な子から25ｍを目指す子ま
で）。3歳から未就学児対象：9月.親子水遊び教室。その他:8月.燕市民水
泳大会。その他教室も開催予定。燕市体育協会ホームページにて情報発信
いたします。お気軽にお問い合わせください。

月例会（参加しやすい会場でどうぞ！！）
弥彦会場：毎月第二水曜日：弥彦ラビットボウル
　　　　　　２０：００スタート　６Ｇ ３,５００円
見附会場：毎月第三月曜日：サウンドボウル見附店
　　　　　　２０：３０スタート　６Ｇ ２,５００円
対象者：年齢、在住、在勤市町村を問いません
※月例会は公認ゲームとなります

2019～2020　シーズン 大会・講習会
燕市民スキー選手権大会
スキー指導者講習会Ⅰ　　　※詳細は広報つばめをご参照下さい。
スキー指導者講習会Ⅱ


