
愛知県スポーツウエルネス吹矢協会　教室一覧＜三河東＞  

改：20230326

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

金屋地区市民館 豊川市金屋本町1-61-1金屋教室

カルスポ教室

カルスポ教室

23-009

23-011 豊田翼支部

豊川翼支部



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

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

23-019 三好さつき支部 三好さつき 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

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

豊橋翼支部

豊川音羽支部

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


