
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

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

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

勤労福祉会館（渋川福祉センター） 尾張旭市渋川町3-5-7

鷹来公民館・ホール 春日井市町屋町3610

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

尾張名古屋支部

春日井・鷹来支部

尾張旭翼支部

23-005

23-007

23-015
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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

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

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

愛知県体育館第二競技場 中区二の丸1-1

春日井市立篠木小学校体育館 春日井市篠木町5-1313

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

黒川教室 レインボー黒川　TR・センター 北区清水4-17-17

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「コスモス」支部

瀬戸コスモス支部

春日井・さくら支部

瀬戸ハヤブサ支部

春日井さくら

名古屋翼支部

小牧フレッシュ支部

23-030

23-034

23-036

23-038

23-041

23-045
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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

川嶋神社会館2F 名古屋市守山区川村町152

春日井・けやき支部

名古屋  葵支部

小牧中央支部

瀬戸「shinano」支部

川村教室

尾張旭ひまわり支部

23-049

23-065

23-066

23-068

23-048


