
愛知県スポ-ツウエルネス吹矢協会　教室一覧＜尾張西総支部＞  

No. 担当支部番号 担当支部 教室名 場所 住所 開催日 時間

1 第2・4月曜 09:30-11:30

2 第4土曜 13:30-16:00

3 あま市スポ-ツクラブ 第2・4木曜 13:30-15:00

4 第1・2・3木曜 09:30-11:30

5 第1・3金曜 09:30-11:30

6 第1・2・3金曜 13:30-15:30

7 第1・3日曜 09:30-11:30

8 犬山・城東教室 城東学習等供用施設 犬山市塔野地東屋敷1-202 毎週水曜 09:30-11:30

9 23-031 西尾張一宮支部 一宮教室 一宮スポ-ツ文化センター 一宮市真清田1-2-30
第1・3火曜
第4土曜

09:30-11:30
13:30-15:30

10 23-033 西尾張清須支部 新川防災センタ- 新川ふれあい防災センター2F　集会室1 清須市中川原10
第2・4水曜
(変更あり)

09:30-11:30

11 大治支部  日曜教室
大治町スポ-ツセンター
又は、大治町立西公民館

大治町大字北間島字藤田33-1
大治町大字西條字西之割60-1

日曜 月2回 09:30-11:30

12 大治支部  月曜教室 大治町八ツ屋防災コミュニティセンター 大治町大字八ツ屋字山畔25-1 月曜 月1-2回 18:30-20:30

13 大治町総合型スポ-ツクラブ 大治町スポ-ツセンター 大治町大字北間島字藤田33-1 第1・3月曜 14:00-15:00

14 23-043 西尾張稲沢支部 稲沢教室 稲沢市祖父江町体育館研修室 稲沢市祖父江町山崎下枇486-1 毎週木曜 13:30-15:30

15 23-044 西尾張津島支部 津島教室 津島市錬成館 津島市中一色町中町26 第1・2.・3水曜 09:30-11:30

16 23-046 西尾張一宮尾西支部 尾西教室 一宮市尾西スポ-ツセンター 一宮市西五条字中川田36 第2・4水曜 09:30-11:30

17 23-051 西尾張あま福祉支部 あま福祉教室 あま市甚目寺総合福祉会館 あま市西今宿馬洗46 第2・4水曜 13:30-15:30

18 楽田教室 楽田ふれあいセンター 犬山市字外屋敷59-1 毎週火曜 12:00-15:00

19 犬山教室 エナジ-サポ-ト・サブアリ-ナ 犬山市大字羽黒字竹ノ腰17-2 毎週金曜 13:00-15:00

20 23-062 西尾張弥富支部 弥富教室 弥富市社会教育センター 弥富市前ケ須町野方802-20
第1・3土曜
第4火曜

13:30-15:30

21 岩倉教室 岩倉市総合体育文化センター 岩倉市鈴井町下新田123 第1・3月曜 09:30-11:30

22 千秋教室 一宮市千秋町公民館 一宮市千秋町佐野字郷西48 第2・4月曜 09:30-11:30

23 23-069 西尾張清須身障支部 清須教室 新川ふれあい防災センター2F　集会室1 清須市中河原10 原則　第1・第3水曜 13:30-15:30

あま市上萱津上野87

わっと楽らくスポ-ツふそう 扶桑町総合体育館 丹羽郡扶桑町柏森平塚370

23-016

23-025

上萱津コミュニティ防災センター

甚目寺教室

23-042

23-052

23-063

西尾張あま支部

西尾張わっとふそう支部

西尾張大治支部

西尾張犬山支部

西尾張岩倉支部



愛知県スポーツウエルネス吹矢協会　教室一覧＜尾張中総支部＞  

No. 担当支部番号 担当支部 教室名 場所 住所 開催日 時間

1 大森教室 コミュニティーセンター宮浦 尾張旭市稲場町4-75 第1・2・3・4水曜 10:00-12:00

2 小幡教室 もりやま診療所「あいあい」ルーム 守山区小幡3-8-10 第1・2・3・5水曜 17:00-19:30

3 露橋教室 露橋スポーツセンター 中川区露橋2-14-1 第2・4金曜 13:15-14:45

4 千種教室
イオンタウン千種
ジュウジヤカルチャーセンター

千種区千種2016-13
イオン千種ショッピングセンター

第2・4月曜 10:30-12:30

5 有松教室
イオンタウン有松
ジュウジヤカルチャーセンター

緑区鳴海町字有松裏200 第1・3金曜
10:30-16:30
3部制

6 鳴海教室 鳴海・中日文化セター
緑区鳴海町字字向田95
リベスタ鳴海1Ｆ

第2・4月曜 14:30-16:00

7 西味鋺教室 北区西味鋺住宅　3棟集会所 北区西味鋺4-508
第2火曜
第3火曜

17:30-17:30
13:30-15:30

8
中央ライフカレッジ
サンプラザ火曜教室

第2・4火曜 14:30-16:15

9
中央ライフカレッジ
サンプラザ日曜教室

第2・4日曜 13:00-14:45

10 スポーツウエルネス吹矢勝川・水曜 毎週水曜 13:30-15:30

11 スポーツウエルネス吹矢勝川・木曜 毎週木曜 13:00-16:00

12 小野スポーツウエルネス吹矢 第1・2・3・4火曜 13:00-17:00

13 スポーツウエルネス吹矢土曜クラブ 第2・4土曜 09:00-12:00

14
かくれんぼ・スポーツウエルネス
吹矢同好会

名古屋市・上飯田福祉会館 名古屋市北区上飯田町南町1-45-4 第1・3土曜 14:30-16:30

15 スポーツウエルネス吹矢・とよやま 豊山町・東部学習等共用施設 西春日井郡豊山町豊場諏訪261 第1・3日曜 09:00-12:00

16 鷹来土曜同好会 第2・4土曜 13:30-15:30

17 鷹来水曜同好会 第1・3・5水曜 13:30-15:30

18 高蔵寺同好会 高蔵寺ふれあいセンターホール 春日井市高蔵寺町3-2-1 第2・4水曜 15:00-17:00

19 南部同好会 南部ふれあいセンターホール 春日井市下条町666-6 第2・4木曜 16:00-18:00

20 落合公園同好会
勤労福祉会館プレイルーム(グリーパレ
ス)

春日井市東野町落合池1-2 第1・3月曜 13:30-16:00

サンプラザシーズンズ
中央ライフカレッジ

名東区藤里町1601

春日井市小野老人憩の家 春日井市小野町2-75

春日井市知多公民館 春日井市知多町4-55

鷹来公民館・ホール 春日井市町屋町3610

尾張名古屋支部

春日井・鷹来支部

23-005

23-007



愛知県スポーツウエルネス吹矢協会　教室一覧＜尾張中総支部＞  

No. 担当支部番号 担当支部 教室名 場所 住所 開催日 時間

21 渋川福祉センター（火曜） 第2・4火曜 13:00-16:00

22 渋川福祉センター（土曜） 第2・4土曜 13:00-16:00

23 自主練習 多世代交流館いきいき 尾張旭市稲葉町1-41-1 毎週日曜 13:00-16:00

24 23-028 名古屋緑翼支部 緑スポーツセンター教室 名古屋市緑スポーツセンター 名古屋市緑区相原郷1-2901 第1・3火曜 13:00∼15:00

25 体育館講座 第2・4金曜 10:00-11:30

26 体育館教室　一部 第2・4金曜 13:00-15:00

27 体育館教室　二部 第2・4金曜 15:00-17:00

28 第3水曜 09:30-12:00

29 第4水曜 15:00-18:00

30 東スポーツセンター教室 東スポーツセンター第二競技場 東区大幸南1-1-10 第2・4金曜 13:00-15:00

31 武道館教室　一部 13:00-15:00

32 武道館教室　二部 15:00-17:00

33 第1木曜 13:30-15:30

34 第3木曜 09:30-11:30

35 フレッシュ教室 尾張広域緑道フレッシュパーク体育室 小牧市本庄南浦1020 毎週金曜 13:00-15:00

36 池ノ内川南教室 池ノ内川南集会場 小牧市古雅4-83 毎週火曜 13:30-15:30

37 まなび月曜教室 毎週月曜 13:30-15:30

38 まなび水曜教室 毎週水曜 13:30-15:30

39 旭ケ丘公民館教室 第1・3・5火曜 14:00-16:00

40 旭ケ丘公民館教室ＰＡＲＴ2 第2・4日曜不定期 14:00-16:00

41 平子公民館教室 尾張旭市平子公民館 尾張旭市平子町中通219-2 第1．3水曜不定期 14:00-16:00

第1・3火曜港区丸池町1-1-4愛知県武道館　なぎなた道場

レインボー黒川　TR・センター 北区清水4-17-17

勤労福祉会館（渋川福祉センター） 尾張旭市渋川町3-5-7

愛知県体育館第二競技場 中区二の丸1-1

八事教室 福祉スポーツセンター体育館 瑞穂区弥富町密柑山1-2

尾張旭市旭ヶ丘公民館 尾張旭市大久手町上切戸70

まなび創造館スポーツセンター
小牧市小牧3-555
ラピオビル5階

尾張旭翼支部

名古屋翼支部

小牧フレッシュ支部

尾張旭「コスモス」支部

黒川教室

23-015

23-030

23-034

23-036



愛知県スポーツウエルネス吹矢協会　教室一覧＜尾張中総支部＞  

No. 担当支部番号 担当支部 教室名 場所 住所 開催日 時間

42 瀬戸市品野台地域交流センター 瀬戸市品野台地域交流センター 瀬戸市上品野町1211 第1・2・3・4木曜 13:00-15:00

43 多治見市精華公民館 多治見市精華公民館 多治見市上野町4-23-1 第1・2・3金曜 13:00-15:00

44 毎週木曜 19:00-21:00

45 毎週土曜 09:30-11:30

46 長根教室 瀬戸市長根公民館 瀬戸市城屋敷町22 毎週月曜 09:00-12:00

47 八幡教室 瀬戸市八幡台公民館 瀬戸市八幡台1-145-2 毎週水曜 09:00-12:00

48 祖母懐教室 瀬戸市祖母懐公民館 瀬戸市上ノ切町43 毎週木曜 13:00-16:00

49 「さとの家」教室 瀬戸市新郷地域交流センター 瀬戸市東赤重町1-100 毎週土曜 13:00-16:00

50 「学び塾」效範教室 瀬戸市效範公民館 瀬戸市北山町39 火曜/毎月1回 13:00-15:00

51 尾張旭ひまわり 尾張旭城山コミュニティセンター 尾張旭市城前町3-3 毎週火曜 13:00-15:00

52 瀬戸品野台 瀬戸市品野台交流センターぬくも里 瀬戸市上品野町1211 第2・3・4月曜 13:00-15:00

53 西部教室 春日井市西部ふれあいセンター 春日井市宮町3-8-2
第1・3金曜
第2・4金曜

11:00-13:00
09:00-11:00

54 如意申教室 如稲地区学習等共用施設 春日井市如意申町4-16-10 毎週火曜 13:00-17:00

55 23-050 瀬戸「桜」支部 下品野地域交流センター「ふれあい」 瀬戸市品野町6-1116 毎週木曜 13:00-15:00

56 長栄教室 COOP小幡店2F 名古屋市守山区小幡宮ノ腰5-40 第2・4・5水曜
13:30-15:00
15:00-16:30

57 第2・4火曜
10:00-12:00
14:00-16:00

58 第2・4土曜
18:00-20:00
20:00-22:00

59 野田教室 COOP 中川配送センター2F 名古屋市中川区野田2-424 第2・4金曜
10:30-12:30
14:00-16:00

60 田県教室 田県久保山会館 小牧市久保一色237-7 毎週木曜 13:30-16；00

61 まなび教室 小牧市まなび創造館スポーツアリーナ 小牧市小牧3-555ラピオビル5F 毎週金曜 13:30-15:30

62 ふらっとみなみ同好会 小牧市南部コミュニテイセンター 小牧市大字北外山1187
毎週火曜
（変更有）

13:00-16:00

63 瀬戸市スポ-ツクラブ吹矢教室 瀬戸市品野中学校　武道場 瀬戸市広之田町2-5 毎週日曜 13:00-15:00

64 下品野地域交流センター吹矢教室 下品野地域交流センターふれあい 瀬戸市品野町6-105 毎週火曜 13:00-15:00

65 23-070 露橋はやぶさ支部 露橋はやぶさ 露橋スポーツセンター 中川区露橋2-14-1 第1･2･3･4水曜
12:30-15:00
15:00-18:00

瀬戸「shinano」支部

川村教室 川嶋神社会館2F 名古屋市守山区川村町152

春日井市立篠木小学校体育館 春日井市篠木町5-1313

瀬戸ハヤブサ支部

尾張旭ひまわり支部

春日井・けやき支部

名古屋  葵支部

小牧中央支部

春日井さくら

瀬戸コスモス支部

春日井・さくら支部

23-049

23-065

23-066

23-068

23-038

23-041

23-045

23-048



愛知県スポ-ツウエルネス吹矢協会　教室一覧＜尾張東総支部＞  

改：20230422

No. 担当支部番号 担当支部 教室名 場所 住所 開催日 時間

1 月曜教室 第1・3月曜 13:00-15:00

2 水曜教室 第1・3水曜 13:00-15:00

3 横根教室 大府市横根公民館 大府市横根町平地295 第1・3日曜 13:00-15:00

4 森岡教室 大府市森岡公民館 大府市森岡町4-7 第2・4土曜 13:00-15:00

5 吉田教室 大府市吉田公民館 大府市高岡町2-2 第1・3金曜 13:00-15:00

6 知多教室 メディアス体育館ちた　剣道場 知多市緑町5 第1・3火曜 09:00-11:30

7 八幡教室 八幡まちづくりセンタ-　3階ホ-ル 知多市八幡字月山7 第2・4木曜 13:00-16:00

8 水曜教室 第2・4水曜 09:30-12:00

9 日曜教室 第2・4日曜 13:30-16:30

10 神戸教室 神戸公民館 半田市花園町1-12-2 第1・4金曜 09:30-12:00

11 有脇教室 有脇公民館 半田市有脇町5-1-1 第2・4土曜 09:30-12:00

12 豊明教室 豊明市福祉体育館 豊明市西川町笹原26-1 第1金曜 09:30-11:30

13 障がい者教室 豊明市総合福祉会館 豊明市新田町吉池18-3 第4金曜 13:00-15:00

14 23-019 みよし翼支部 みよし翼教室 みよし市学習センタ-サンライブ みよし市三好町湯ノ前114 第1・第3火曜 13:00-16:00

15 横須賀教室 東海市横須賀公民館 東海市横須賀町浜屋敷2-11 第1・3金曜 09:30-11:30

16 富木島教室 東海市富木島公民館 東海市富木島町東山田7-1 第2・4金曜 13:30-15:30

17 高横須賀教室 東海市高横須賀公民館 東海市高横須賀町戌亥屋敷11-2 第2・4月曜 13:00-15:00

18 加木屋教室 東海市加木屋市民館 東海市加木屋町一本木2-1 第2・4水曜 13:30-15:30

19 美浜教室 美浜町河和港観光センタ- 知多郡美浜町河和北屋敷276 毎週木曜(第5除く) 10:00-12:00

20 東浦体育館 東浦町体育館 東浦町大字生路字狭間80 第2・4月曜 09:00-11:30

21 森岡教室 東浦町北部ふれあいセンター 東浦町大字森岡字森の里97 第2・4火曜 13:00-15:00

23-018 豊明翼支部

知多翼支部

東海翼支部

東浦翼支部

23-013

23-006

23-004

23-008

23-020

23-023

大府翼支部

おおぶ文化交流の杜アロ-ブ 大府市柊山町6-150-1

森岡翼支部

半田翼支部

半田市青山2-1-2半田市青山記念武道館



愛知県スポ-ツウエルネス吹矢協会　教室一覧＜尾張東総支部＞  

改：20230422

No. 担当支部番号 担当支部 教室名 場所 住所 開催日 時間

22 第1・3木曜 13:00-15:00

23 第1・3木曜 15:00-17:00

24 夜の部 日進市スポ-ツセンタ-　第3競技場 第2・4日曜 19:00-21:00

25 23-037 東海加南翼支部 加南教室 東海市加木屋南集会所 東海市加木屋町南鹿持4-3
第1・3木曜
第2・4金曜

14.00-16.00

26 水曜教室 第1・3水曜 09:15-11:50

27 日曜教室 第1・3日曜 09:15-11:50

28 緑陽教室 第1・3日曜 09:00-12:00

29 緑陽教室 第1・3日曜 09:00-12:00

30 しあわせ村教室 東海市しあわせ村 東海市荒尾町西廻間2-1 毎週火曜 09:00-11:00

31 渡内教室 東海市立渡内公民館 東海市荒尾町朝日22-1 第2・4水曜 13:00-16:00

32 加家教室 東海市立加家公民館 東海市東海町2-3-15 第2・4木曜 09:00-12:00

33 豊田教室 豊田コミュニティセンタ- 名古屋市南区豊田4-9-19 第1・2・3金曜 09:00-12:00

34 河和教室 河和観光センター 美浜町河和北屋敷276 第1・3木曜 10:00-12:00

35 奥田教室 奥田公民館 美浜町奥田義路67-1 第2・4土曜 10:00-12:00

23-076 ウイング美浜支部

日進市蟹甲町家布58-1

常滑市大塚町177

東海市名和町蓮池18-1

日進翼支部

日進市スポ-ツセンタ-　第4競技場昼の部

常滑翼支部 青海公民館　講義室

東海緑陽翼支部

東海市立緑陽市民館

23-040

23-039

23-024
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1 第2・4水曜 19:00-21:00

2 第1・3土曜 09:30-11:30

3
第1・3水曜
自主練習

19:00-21:00

4 第2・4金曜 13:00-15:00

5
第1・3金曜
自主練習

13:00-15:00

6 吹矢35 碧南市臨海体育館　第一体育室 第2・4木曜 19:00-21:00

7 へきなん総合型スポーツクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツウエルネス吹矢教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前/後期　各12回）碧南市臨海体育館　第二体育室 第2・4水曜 13:30-15:30

8 刈谷翼 第1・3月曜 09:00-11:30　

9 亀城教室 第1・3木曜 09:00-11:30

10 元刈谷教室 元刈谷市民館 刈谷市御幸町4-51-1 第2・4火曜 13:00-15:30

11 南教室 半城土市民館 刈谷市半城土町1-10-6 第1・3金曜 09:00-12:00

12 たんぽぽ吹矢教室 南部生涯学習センター（たんぽぽ） 刈谷市野田町西田78-2 第1・3金曜 09:00-11:30

13 富士松翼吹矢教室 刈谷市富士松市民センター 刈谷市今川町2-152 第1・3水曜 13:00-16:30

14 さくら吹矢教室 刈谷市神明町2-30 第2・4水曜 13:00-16:00

15 火曜Ⅰ教室 第2・4火曜 09:30-11:30

16 火曜Ⅱ教室 第1・3火曜 09:30-11:30

17 木曜PM教室 第1・3木曜 13:30-15:30

18 公民館教室 知立市中央公民館　講堂 知立市広見3-1 第2・4土曜 09:30-11:30

19 23-047 西尾身障者福祉翼支部 西尾福祉Ｃ 西尾市総合福祉センター 西尾市花ノ木町2-1 第2・4木曜 13:30-15:30

20
高浜大鷲支部スポーツウエルネス
吹矢教室

高取ふれあいプラザ 高浜市向山町1-214-4 第1・3月曜 09:30‐11:30

21
たかはま総合型スポーツクラブ・
スポーツウエルネス吹矢教室

地域交流施設・たかぴあ(サブアリーナ) 高浜市青木町6-1-15 第1・3火曜 18:30‐20:30

碧南市向陽町3-48

碧南市神田町2-6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（碧南市新川町2-1-1）

碧南市浜町2-3

碧南市中部公民館

碧南支部

碧南市農業者コミュニティセンター体育室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（夏冬期:新川公民館）

刈谷市体育館(多目的室)

スポーツウエルネス吹矢
クラブ碧南

スポーツウエルネス吹矢柚の会

知立翼支部

高浜大鷲支部

23-003

23-022

刈谷市逢妻町4-32

23-017 刈谷翼

知立市西町草刈10-5知立市福祉体育館　剣道場

23-054
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番号 担当支部 教室名 場所 住所 開催日 時間

22 安城桜井福祉 安城市桜井福祉センター 安城市桜井町新田20番地 第1・3金曜 13:30-15:30

23 安城桜井 安城市桜井公民館 安城市桜井町大役田1-1 第2・4木曜 9:30-11:30

24 安城明祥 安城市明祥(南部)公民館 安城市和泉町大下38番地 第1・3火曜 13:30-15:30

25 安城北部 安城市北部公民館 安城市里町4-12-4 第1・3木曜 13:00-15:00

26 安城作野福祉 安城市作野福祉センター 安城市篠目町二タ又27-1 第3・4土曜 9:30-11:30

27 安城中部福祉 安城市中部福祉センター 安城市新田町新栄84-1 第2・4日曜 9:00-11:00

28 東部A 第2・4金曜 09:00-11:00

29 東部B 第1・3水曜 13:30-15:30

30 安城安祥福祉 安城市安祥福祉センター 安城市安城町多門96 第1・3火曜 13:30-15:30

31 安城アンフォーレ 安城市アンフォーレ　多目的室 安城市御幸本町12-1 第2・4月曜 13:30-15:30

32 安城西部 安城市西部公民館 安城市福釜町釜ケ渕20-1 第2・4水曜 13:30-15:30

33 中部教室 安城市中部福祉センター 安城市新田町新栄84-1 第2・4日曜 09:00-11:00

34 作野教室 安城市作野福祉センター 安城市篠目町二タ又27-1 第3・4土曜 09:30-11:30

35 西尾一色 味浜ふれあい会館 西尾市一色町八王子神社内 第2・4金曜 09:30-11:30

36 西尾福地 Ａ　 西尾市福地ふれあいセンター 西尾市斉藤町向縄1 第2・4水曜 09:30-11:30

37 西尾矢田 西尾市矢田ふれあいセンター 西尾市国森町不動東102 第2・4日曜 09:30-11:30

38 西尾中央 西尾市中央体育館         　　　　　　　　　　　　西尾市丁田町前通120 第1・3木曜 09:00-11:00

39 西尾米津 西尾市米津ふれあいセンター　　　　　　　　　　西尾市米津町天竺桂72 第1・3木曜 19:00-21:00

40 西尾福地 Ｂ 西尾市福地ふれあいセンター　　　　　　　　　　西尾市斉藤町向縄1 第2・4水曜 13:30-15:30

41 西尾錦城 西尾市中央ふれあいセンター　　　　　　　　　　西尾市錦城町162-14 第2・4火曜 09:30-11:30

42 西尾三和 西尾市三和ふれあいセンター 西尾市米野町土井ノ内1-1 第1・3火曜 13:30-15:30

安城中部翼支部23-058

23-059

23-060

西尾南翼支部

西尾中央翼支部

23-056

安城南部翼支部

安城北・東部翼支部

23-058 安城中央翼支部

安城市東部公民館 安城市大岡町源覚16

23-055
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43 西尾幡豆 西尾市幡豆公民館 西尾市寺部町林添89-1 第2・4金曜 13:30-15:30

44 西尾室場 西尾市室場ふれあいセンター 西尾市室町中屋敷152 第1・3金曜 13:30-15:30

45 かきつばた一ツ木教室 刈谷市一ツ木市民館 刈谷市一ツ木町瓦池95-2 第2・4月曜 09:30-11:30

46 かきつばた井ヶ谷教室 刈谷市北部生涯学習センター 刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6-26 第2・4月曜 12:45-14:45

47 かきつばた今川教室① 第2・4金曜 13:30-15:30

48 かきつばた今川教室② 第2・4火曜 13:30-15:30

49 かきつばた東境教室 刈谷市北部市民センター 刈谷市東境町住吉78-2 第1・3土曜 13:30-15:30

かきつばた小山教室 刈谷市小山市民館 刈谷市小山町1-810 第2・4土曜 13:30-15:30

50 かきつばた築地教室 刈谷市築地市民館 刈谷市築地町東屋敷74 第2・4火曜 13:30-15:30

51 安城昭林 安城市昭林公民館 安城市安城町広美10-1 第1・3日曜 9:30-11:30

52 安城二本木 安城市二本木公民館 安城市三河安城本町1-13-9 第1・3木曜 9:30-11:30

23-061

23-067 刈谷かきつばた

23-071 安城西翼支部

刈谷市富士松市民センター 刈谷市今川町2-152

西尾絆支部



愛知県スポーツウエルネス吹矢協会　教室一覧＜三河東＞  
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No. 担当支部番号 担当支部 教室名 場所 住所 開催日 時間

1 第1・3水曜 19:00-21:00

2 毎週水曜 09:00-11:00

3 第1・3木曜 13:00-15:00

4 スカイホール教室 スカイホール豊田 豊田市八幡町1－20 第1・3火曜日 09:00-11:30

5 西山教室 サンアビリティー豊田 豊田市西山町5-2-6 第3火曜日 13:00-15:00

6 足助教室 足助トレーニングセンター 豊田市足助町蔵ノ前19 09:30-11:30

7 カルスポ藤岡店 豊田市中山町道具101 第2・4火曜日 13:00-15:00

8 カルスポ三好店 みよし市ひばりヶ丘2-1 第2・4火曜日 14:00-16:00

9 美里教室 美里交流館 豊田市美里町4-9-6 第1・3水曜日 10:00-12:00

10 松平教室 松平交流館 豊田市九久代平寺前16 第1・3水曜日 12:30-15:00

11 梅坪教室 梅坪交流館 豊田市梅坪町1丁目15 第1・3水曜日 13:00-15:00

12 藤岡教室 藤岡交流館 豊田市藤岡飯野町田中245 第1・3水曜日 18:00-20:00

13 稲武教室 稲武交流館 豊田市稲武町竹ノ下1-1 第1・3水曜日 19:00-21:00

14 石野教室 石野交流館 豊田市力石町深田57-2 第2・4水曜日 09:30-11:30

15 伊保原教室 伊保原区民会館 豊田市浄水町南平187-374 第2・4水曜日 13:00-15:00

16 益富教室 益富交流館 豊田市志賀町稔台30 第1・3木曜日 12:30-15:00

17 高橋教室 高橋交流館 豊田市高橋町3-100-1 第2・4木曜日 09:30-11:30

18 美里スポーツクラブ 東山体育センター 豊田市宝来町4-758-10 第2・4木曜日 13:00-15:00

19 朝日丘教室 朝日丘交流館 豊田市幸町1-80 第2・4金曜日 12:30-15:00

20 梅坪浄水スポーツクラブ 梅坪浄水運動広場 豊田市高原7-20 第2・4土曜日 13:00-15:00

21 高橋スポーツクラブ教室 高橋スポーツクラブ 豊田市高橋町3-100 第1・3日曜日 13:00-15:00

22 藤岡南教室 藤岡南交流館 豊田市西中山町後田96-1 第2・4日曜日 13:00-15:00

23 カルスポ生協会館 豊田市御幸町4-200-1 第1・3月曜日 10:00-12:00

24 カルスポ志賀店 豊田市志賀町香九礼1-177 第1・3月曜日 13:00-15:00

23-009

23-011 豊田翼支部

豊川翼支部 金屋教室

カルスポ教室

カルスポ教室

金屋地区市民館 豊川市金屋本町1-61-1
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25 岡崎六名翼　昼間教室 第2・4水曜 09:30-11:30

26 岡崎六名翼　夜間教室 第1・3水曜 18:30-20:30

27 岡崎市福祉の村教室 岡崎市　福祉の村内　『友愛の家』 岡崎市欠町字清水田6-2 第2・4火曜 10:00-12:00

28 岡崎市矢作市民センター講座 岡崎市　矢作市民センター 岡崎市宇頭町字小藪80-1 第2・4木曜 09:30-11:30

29 暮らしの学校教室 岡崎　『暮らしの学校』 岡崎市羽根町字芳宮30 第2・4月曜 13:30-15:30

30 第1・3火曜 13:00-16:00

31 第1・3金曜 13:00-16:00

32 大平教室A 第1・3土曜 09:30-11:30

33 大平教室B 第2・4水曜 13:30-15:30

34 南部教室 岡崎市南部市民センター分館 岡崎市羽根西新町5-2 第1・3金曜 13:30-15:30

35 岩津教室 岡崎市岩津市民センター 岡崎市岩津町字檀ノ上26-3 第2・4水曜 09:30-11:30

36 アイプラザ豊橋　午前教室 10:00-12:00

37 アイプラザ豊橋　午後教室 13:30-15:30

38 アイプラザ豊橋　自主練習日 第１・第3火曜日 13:30-15:30

39
豊橋西部地域総合型クラブ
コゾッテ　第1・第3午前教室

第１・第3木曜日 9:30-11:30

40
豊橋西部地域総合型クラブ
コゾッテ　第2・第24午後教室

第2・第2・4木曜日 13:30-15:30

41 本郷トラム　第１・第3午前教室 第１・第3金曜日 9:30-11:30

42 本郷トラム　第2・第24午前教室 第2・第2・4金曜日 9:30-11:30

43 本郷南　第2・第24午後教室 第2・第2・4金曜日 13:30-15:30

44 23-027 蒲郡翼支部 豊障会館　さくらピア教室 豊橋市障害者福祉会館 豊橋市東新町　15 第１・第3土曜日 12:00-16:00

45 豊川音羽教室 豊川市音羽生涯学習会館 豊川市赤坂町西裏4７-1 第2・4金曜 09:30-11:30

46 国府教室 豊川市上宿区民館 豊川市八幡町上宿95-5 第1・3木曜 13:30-15:30

47 一宮教室 豊川市一宮生涯学習会館 豊川市上長山町小南口原1-500 第2・4火曜 10:00-12:00

48 中野教室 中野地区市民館 豊橋市中野町 毎週金曜 10:00-11:30

49 田原教室（市運営総合型） 田原市中央図書館2F（第二武道場） 田原市田原町汐見5 毎週火曜 10:00-11:30

田原なのはな支部

23-012

23-021

23-026

23-035

23-053

岡崎六名翼支部

岡崎大平翼支部

23-019

豊橋翼支部

豊川音羽支部

三好さつき支部 三好さつき

岡崎市大平市民センター 岡崎市大平町皿田6

岡崎市体育館武道場　（六名体育館） 岡崎市六名本町7

三好下公民館 みよし市三好町園原2-1-2

本郷地区市民館 豊橋市浜道町字桜　50-7

アイプラザ豊橋 豊橋市草間町字東山　1243-6

第2・第4火曜日

豊橋市青少年センター 豊橋市牟呂町字東里　26


