
愛知県スポーツウエルネス吹矢協会　教室一覧＜三河西＞  

改：20230416

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

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

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

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）
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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

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

23-056

安城南部翼支部

安城北・東部翼支部

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
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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

23-071 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23-061

23-067 刈谷かきつばた


