
事業名・団体名 内容 活動日等 場所 対象 連絡先 PR

1 草加サタデースクール 学習
原則として第2土曜日（本年度1月のみ第３土曜日）
（6/12  7/10  9/11   11/13   1/15 ） 市内小中学校 小中学生

土曜授業を年間５回実施してい
ます。

2 草加寺子屋 学習 土曜日（年13回） 市内小学校 小学生
小学校全21校で実施していま
す。

3 子ども大学そうか
大学教授・専門家による
体験講座

土または日曜日
（7月から月1回程度　全5回）

獨協大学・他 小学5・6年生 生涯学習課  922-2819
他の学校の友達と大学等で高度
な学びを体験しませんか。

4 土曜事業 料理等 土曜日（年9回） 中央公民館 小学生
草加市立中央公民館
922-5344

みんなで仲良く、楽しく活動し
ましょう。

5 れきみん講座
歴史講座・火起こし・せんべい焼き・
竹細工・草木染・昔遊び等 不定期（長期休みの土曜日） 小学生

6
子どもたちの自由研究相談
及びビデオライブラリー

社会科中心の相談
ビデオライブラリーの活用

土曜日を含む通年 小中学生

7
れきみん体験教室
「作ろう・学ぼう・遊ぼう」

昔遊び等 毎月第3土曜日 小学生

8 工作会 時期に適した簡単な工作
土曜日（年に数回程度）
１３：３０～１４：３０

中央図書館４階ロビー 幼児～小学校低学年
事前申込優先です。当日空きが
あれば参加できます。

9 読み聞かせ
ボランティアによる
絵本の読み聞かせ等

毎週土・日曜日
１４：３０～１５：００

中央図書館４階おはなし室 幼児～小学生
絵本や紙芝居の読み聞かせを行
います。

10 人形劇 人形劇 不定期（土曜日　年に１回） 中央図書館４階多目的ホール 幼児～小学生

11 影絵劇 影絵劇 不定期（土曜日　年に１回） 中央図書館４階多目的ホール 幼児～小学生

12 こども映画会 DVD上映 不定期（日曜日　年に２回程度） 中央図書館４階多目的ホール 幼児～小学生

13 図書館寄席
落語鑑賞・落語家による
絵本読み聞かせ

不定期（土・日曜日　年に数回程度） 中央図書館４階多目的ホール 小中学生と大人

14 おはなし会
ボランティアによる
物語の語りかけ

不定期（土曜日　年に数回程度） 中央図書館４階おはなし室 幼児～小学生
ストーリーテリングを行いま
す。

15 ビブリオバトル
小中学生による本の紹介
ゲーム

不定期（土曜日　年に１回） 中央図書館４階多目的ホール 小中学生と大人
後日図書館でチャンプ本に選ば
れた本の展示をします。

16 はじめてのボランティア 点字・手話親子体験 不定期（夏休み期間中）
草加市社会福祉協議会
会議室

小学生とその保護
者

草加市社会福祉協議会
932-6772

夏休みの機会に親子で点字・手
話を楽しく学べます。

17 世代間交流
グラウンドゴルフ大会、地区社
協フェスティバル、昔遊び等

土日祝日（各地区ごと年1～2回） 市内小学校、公共施設等 小中学生

18 敬老会事業
敬老会事業に歌や踊り、ブラスバン
ド、肩たたきなどで参加

土日祝日（各地区ごと9月～10月）
市内コミセン
小中学校体育館　等 小中学生

19 空手道幸友会
空手道の稽古、棒の型、
柔術の関節技、受身、投げ技

月・木曜日  19 : 00～20 : 30
幼稚園児・小中高
生・一般

事務局    944-0708
吉岡   080-5075-6646

精神修養、肉体鍛錬、集中力を
養います！

20 放課後クラブ 卓球 第1木曜日 17 : 00～18 : 00 小学生
みんなで仲良く楽しく活動しま
しょう。まっているよ！

21 放課後クラブ 将棋 第3月曜日 16 : 00～17 : 00 小学生
将棋の基本から学べます。お待
ちしています。

22 放課後クラブ スポーツウエルネス吹矢 第3火曜日 16 : 30～17 .: 30 小中学生
全集中の呼吸で的に矢を当てよ
う。（炭治郎より）

23 放課後クラブ 英語
月曜日　小学生　16 : 00～17 : 00
　　　　中学生　17：00～18：00

小中学生
英語を楽しみながら学び、基
礎・基本を築きましょう。

24 放課後クラブ 体幹強化・柔軟性UP 原則　第１金曜　16:15～16:45 小学生
運動苦手さん大歓迎！楽しい
ゲームで強い体を作ろう。

25  いっしょにあそぼう！百人一首体験教室 百人一首教室
土曜日　年４回　6月、8月、９月、11月
10 ： 00～11 ： 30

小中学生
楽しく遊びながら昔遊びや百人
一首を体験しましょう。

26 草加ユネスコ協会　書道部 書道（習字） 日曜日（月2回）　17 : 00～19 : 00 小中学生 944-6431
1本の筆で、無限の線で書のお
もしろさを知る。

27 皇武館　空手道 空手道 土曜日　9 : 00～10 : 30 小中学生 古賀　080-1242-2154
見学、体験随時行っています。
ご参加お待ちしています。

28 English  Ｃonversation キッズ　イングリッシュ 月曜日　15 : 45～16 : 45 小学生 朝井　080-5539-6746
ネイティブのママと一緒に勉強
しましょう♪

29
きしだん ☆ ぶっちぎり　われうつくしや

旗士團☆舞散旗人  吾美屋
よさこい

土・日曜日
 １１：００～13：00　又は　13 : 00～15 : 00

小中学生
（その保護者も可）

鈴木　090-7240-8925
よさこい一緒にやってみよう
よ。まずは、見学から。

30 たぬきのお家
放課後の居場所（読書、オセ
ロ、お絵かきなど）

木曜日　14 : 00～夕焼けチャイム
さかえーる
（栄町1-1-14） 小学生 南塚　090-4434-0366

放課後、子ども達が気軽に楽し
く集える場です。

指導課  922－2748

歴史民俗資料館 歴史民俗資料館  922-0402

草加市立中央図書館
946-3000

草加市社会福祉協議会
地域福祉課　932-6770

楽しく学んでみませんか。
参加お待ちしています。

新田西文化センター

新田西文化センター
942-0778

地区社協の行事です。各地区に
より内容が異なります。

整理券を配布します。広報や
HP等でお知らせします。



31 谷塚少年少女合唱教室 合唱 土曜日（不定期・年30回）　10 : 00～12 : 00 小学生（未就学児も可）
谷塚文化センター
928-6271

来て、見て・感じて参加して！
お待ちしてま～す♪

32 さくら 硬筆、書道 金曜日　15 : 30～18:00 幼児～大人 上野  931-1024
兄弟・家族で学ぶ人もいます。
見学は自由。楽しいよ！

33 ことぶき書道会 書道 木曜日　17 : 00～20:00 小中学生 堀田　954-8880
やってみたいと思った人、３カ
月で進歩が分かります。

34 プティバレエプラム クラシックバレエ
月曜日（月２回）16:10～17:00，17:05～18:20
水曜日（毎週）　17:10～17:50，18:00～19:15
　　　　　　　　19:30～20:45

小中学生 伊澤　050-6867-7238
情操教育には、バレエが最適♪
男の子も活躍できます。

35 MINI４’ｓ 工作、ミニ四駆 土、日、祝日（月２回程度）　11:00～21:00の間 小中学生 林　050-3564-2464
小さなモータースポーツ、作っ
て考えて学ぶ！見学OK!

36 谷塚空手道サークル 競技、スポーツ、空手
谷塚文化（火）　17:00～19:00
氷川小　（日）　12:00～14:00
南ｺﾐｾﾝ　（木）　19:00～21:00

谷塚文化センター
氷川小学校
南コミュニティーセンター

小中学生、一般 柳田　080-5419-2027
スポーツを通じて基礎体力作
り、健全なる青少年の育成。

37 日本舞踊「花菱会」
親子による着付、礼法、日本舞
踊

土曜日（第１、第３土曜日）
谷塚文化センター
南コミュニティーセンター

小中学生 中村　090-9965-3278
親子で浴衣の着付を勉強し、親
子で楽しく踊りましょう。

38 書道サークル朱葉会 毛筆・硬筆・ペン習字 火曜日　15 : 30～19 : 00 小中学生、一般 福島   090-1437-6404
強く、正しく、のびのびとを
モットーに指導します。

39 ラ・ピーヌクラブ ジャズダンス 火曜日　17 : 00～18 : 30 小学生（女子） 石塚  936-7763
小学生を中心としたジャズダンスチーム
です。新メンバー募集中！

40 雅交遊会 和太鼓 土曜日　19 : 00～21 : 30 幼小中学生 矢部  090-4069-4657
幼稚園生から和太鼓ができます。ご
参加お待ちしています。

41  草加ジュニアオーケストラ合唱団 合唱 土曜日（月２～３回）　14 : 00～16：30 中央公民館視聴覚室 小中学生
草加ジュニアオーケストラ事務局
935-0684

興味のある方の参加をお待ちし
ています。

42 草加ジュニアオーケストラ 楽器 土曜日　13 : 00～19 : 00 栄小学校開放施設 小中学生 百瀬  935-0684
たくさんの参加をお待ちしてい
ます。

43 こども造形・絵画教室
絵画・工作・
中学生基礎デッサン

第１・３火曜日　15 : 30～18 : 30（変更あり） 中央公民館 年中～小中学生
作田　924-2868
　　　080-5180-7152

自由に絵を描いたり、工作をし
たりしています。

44 日本のおどり文化協会　草加 日本のおどり 月2回　土曜日　15：10～16：40 柿木公民館 幼児～中学生 永島  090-7805-8292
みんなで楽しく日本のおどりを
踊っています。

45 将棋教室 将棋
月1回程度（土曜又は日・祝日）
14 :30～15 : 30

谷塚児童センター 小学生～高年者
谷塚児童センター
925-1856

小学生から大人まで幅広い世代
で楽しんでもらえます。

46 木工房 木を使った造形活動 第1土曜日 ➀13:15～　②15:15～ 小中学生
木の端材を使って、自由に工作
することができます。

47 造形ワークショップ 造形活動 第1日曜日 ➀13:15～14:15　②15:15～16:15 小中学生
紙、金属などの素材を使って制
作します。要事前申込み。

48 みなクル工房 科学工作 第2土曜日 ➀13:15～14:15　②15:15～16:15 小中学生
科学をテーマにした工作プログ
ラムです。要事前申込み。

49 ひ革工房 革を使った造形活動 第3土曜日 ➀13:15～14:15　②15:15～16:15 小中学生
生産過程ででた皮革を材料に制
作します。要事前申込み。

50 子ども企画 子どもたちの主体的な活動 6・9・12・3月の第3日曜日　作戦会議で決定 小中学生
子どもたちがやりたいことを企
画・実行するプログラムです。

51 手芸
編み物や小物づくりなどの手芸
活動

第4日曜日   ➀13:15～14:15　②15:15～16:15 小中学生
編み物や布を使った小物を制作
します。要事前申込み。

52 アナログゲーム 室内ゲーム活動 第4土曜日　➀13:15～　②15:15～ 小中学生
さまざまなボードゲームやカー
ドゲームを体験します。

53 スポーツ＆レク スポーツ、レク活動 第２日曜日  ➀13:15～　②15:15～ 小中学生
ニュースポーツやレクリエー
ションスポーツに挑戦！

55  草加市ガールスカウト連絡協議会
野外活動・お茶会・クラフト作り・
エコ活動・エコクッキング等

日曜日（月2回） 9:00～12:00 中央公民館 小中学生
草加市ガールスカウト連絡協議会
笠井　924-4347

みんなで仲良く、楽しく活動し
ましょう。

56  ボーイスカウト草加第3団 野外活動・屋内での交流活動 土・日曜日（月2～3回） 草加市北部地域 小中学生 林田  090-5324-7553
草加市北部地域でキャンプ、ハイキ
ング等野外活動をします。

57  ボーイスカウト草加第4団 野外活動・屋内での交流活動 土・日曜日（月2～3回） 松原団地西口公園 小中学生 森山  927-5780
世界１６４の国と地域のスカウ
トが活動しています。

こどもわくわくタウン松原
[子ども育成課松原分室]
941-2905

54 わくわく広場
手芸、工作、ゲーム、宿題等
（フリースペース）

小学生
幼児と保護者

土日、祝日、火曜日、年末年始を除く毎日
15：00～夕焼けチャイムまで
（3月～8月　17：30、9月・10月　17：00、
11月～2月　16：30）
長期休み（春・夏・冬）10：00～正午、
13：00～夕焼けチャイム

谷塚文化センター

川柳文化センター

お友だちと一緒に、一人でのん
びり…。遊びにきてね！

コンフォール松原19号棟

氷川児童センター
928-2341

氷川児童センター



58 ボーイスカウト草加第6団 野外活動・屋内での交流活動 土・日曜日（月2～３回）
氷川コミセン
高砂コミセン

小中学生 小嶋　924-7049
活動内容はフェイスブックで
「BS草加６団」で検索を！

59  ボーイスカウト草加第7団
自然の中で野外活動・
公民館等を利用して屋内活動

土曜日　14:00～17:00
日曜日　　8:30～17:00

谷塚文化センター
舎人公園　等

小中学生
水田  bs-
souka7@jcom.zaq.ne.jp

自然の中で野外活動。公民館等
を利用し、屋内活動。

60  ボーイスカウト草加第8団 野外活動・屋内での交流活動
土曜日　13:00～17:00（約２時間）  月に2～3回
日曜日　　8:00～15:00（内5～６時間）

松原団地西口公園
松原綾瀬川公園　等

小中学生
寺田  935-4663
        090-8345-2487

今年は発団４０周年行事を展開し、自然
体験の良さを発信するぞ。

61 六丁目子ども会
レクリエーション、子供みこ
し、清掃等

土・日曜日（不定期）
神明1丁目、
神明2丁目町内

小学生
草子連と六丁目子供会の両方の
イベントに参加できます。

62 草加市子ども会 イベント・キャンプ等 土・日曜日（月1回程度・不定期）
勤労青少年ホーム
中央公民館等

小学生
児童が真摯に成長できるような
場をつくっていきます。

63  草加市子ども会育成者連絡協議会
小学生向けイベントの企画・運
営

土・日曜日（月1回程度・不定期）
勤労青少年ホーム
公民館等

小中学生
小学生から大人まで、多世代間
での交流ができます。

64 青柳子ども会 レクリエーション、イベント 土・日曜日（月１回程度・不定期） 川柳文化センター 小学生
いつでも体験受付OK！青小・
川小の子ども達集まれ！

65 草加ボーイズ 土・日・祝日 長栄小学校 小学生
団員募集中！野球を通じて成長
を楽しんでいただけます。

66 翼少年野球 土・日・祝日 谷塚小学校 小学生
団員の健全育成と野球技術基礎
向上を目的に活動中!

67 草加リトルパンサーズ 土・日・祝日 栄小学校 小学生
さあ、野球の時間です♪栄小学
校で待ってます！！

68 草加西町ドラゴンズ 土・日・祝日 西町小学校 小学生
一戦必勝！全員野球で最後まで
諦めずに戦います！

69 北友コンドルズ 土・日・祝日 松原小学校 小学生
部員募集中！「全員野球」を
モットーに楽しく活動中！

70 ニューダイヤフレンズ 土・日・祝日 瀬崎小学校 小学生
団員募集中！随時体験可能で
す！ＨＰをご覧下さい。

71 花栗コンドルズ 土・日・祝日 花栗南小学校 小学生
「常笑魂」スマイル野球を一緒
にやろう！キッズ開催中！

72 住吉ブルースカイ 土・日・祝日 草加小学校 小学生
体験会も随時開催中です。気軽
に遊びに来てください。

73 新栄ジャガーズ 土・日・祝日 新栄小学校 小学生
集まれ子供達！楽しく友達と
ジャガーズで野球やろう！

74 長栄タイガーズ 土・日・祝日 長栄小学校 小学生
たくさんの友達とたくさんの楽
しい思い出を作ろう！

75 宮沼ファイターズ 土・日・祝日 八幡小学校 小学生
男子も女子も大歓迎！八幡小の
校庭で待ってます！

76 草加レンジャーズ 土・日・祝日 市内Ｇ 小学生
たくさんのお友達が君をグラン
ドで待っています！

77 中根ファイターズスポーツ少年団 土・日・祝日 八幡小学校 小学生
楽しく一緒に野球をやろう！男
女団員を募集中！！

78 八幡メッツスポーツ少年団 土・日・祝日 八幡北小学校 小学生
楽しい野球を仲間とともに心身
をきたえ友情を深めよう！

79 青柳バッファローズスポーツ少年団 土・日・祝日
川柳小学校
清掃Ｇ

小学生
元気に笑顔で明るいあいさつの
できる子供に育てます。

80 青柳ドラゴンズスポーツ少年団 土・日・祝日 青柳小学校 小学生
野球好きの団員や楽しいコーチ
と野球をしませんか?

81 新田少年野球スポーツ少年団 土・日・祝日 新田小学校 小学生
野球したい子、新田小に集ま
れ！

82 小山フャイヤーズスポーツ少年団 土・日・祝日
小山小学校
柳島Ｇ

小学生
挨拶や楽しさ、チームの輪の大
切さも教えています。

83 稲荷シャークススポーツ少年団 土・日・祝日
稲荷小学校
市内Ｇ

小学生
仲間と同じ目標に向かって楽し
く頑張れるチームです。

84 せざきベアーズスポーツ少年団 土・日・祝日
瀬崎小学校
吉町Ｇ

小学生
１～6年生まで男女問わず楽し
く頑張ってます。

85 高砂ヤンキーススポーツ少年団 土・日・祝日
高砂小学校
柳島Ｇ　吉町Ｇ

小学生
野球好き集まれ！仲間を思いや
る気持ちを育てます。

86 新里イーグルススポーツ少年団 土・日・祝日
新里小学校
柳島Ｇ

小学生
野球を元気に楽しく仲間と頑
張ってみませんか？

87
谷塚グレートジャガーズスポーツ少年
団

土・日・祝日
氷川小学校
柳島Ｇ

小学生
体の成長を育み、団員同士の交
流を深められます。

草加市少年野球連盟
http://www.sbba.sakura.ne.jp/

　事業部 松下
090-2525-6966

草加市野球連盟
スポーツ少年団野球部会
https://blog.goo.ne.jp/

　　　　　　　tamahiroi-55
事務局　足立

080-5881-5469

草加市スポーツ少年団本部
sokajrsports@hotmail.com

事務局　927-6774

草子連事務局（子ども育成課）
928-6421

学童軟式野球

学童軟式野球

学童軟式野球



88 両新田レオーズスポーツ少年団 土・日・祝日
両新田小学校
新里Ｇ

小学生
野球を通し「挨拶・礼儀」「自
主性・継続」を育みます。

89 梁道場 月・水・金曜日　18 : 00～ 梁道場（青柳7-47-27） 小中学生 梁  931-8388
元気に！楽しく！礼儀正しく！
体を動かそう！

90 草加市柔道会 火・木・日曜日　19 : 00～20 : 30
記念体育館
中央公民館

小中学生 近藤  090-4057-8421
はじめてのチビッ子でも安心し
て楽しめます！

91 松川道場
①　月・火・水・金・日　　17 : 30～19 : 00
②　土　　　　　　　　　　17 : 00～19 : 00

①　柿沼塾（北谷1-22-3）
②　草加中

小中学生 田畑  090-2911-1545
柔道を通して「強い意志」と
「優しい心」を育てる！

92 草加警察少年柔道教室 木曜日　17 : 30～19 : 00
草加警察署（花栗3-2-
23）

小中学生 松田  943-0110
初心者大歓迎！挨拶、返事がき
ちんとできる子に！

93 草加中央剣友会
火・木　　   19：00～21 : 00
土曜日　　 　18：00～21: 00

草加小体育館（火）
中央公民館、草加中（木・土） 小中学生

メール　sk.cyuken@gmail.com
HP:https://www.soukacyuouk
enyukai.com

興味のある方の参加をお待ちし
ています。

94 松原剣道スポーツ少年団
月曜日　18 : 30～21 : 00
土曜日　17 : 15～20 : 00

市民体育館（月）
栄小体育館（土）

小中学生
松原剣道ホームページ
https://matsubarakendo.com

剣道で礼儀を学びたい、心身共
に鍛えたい子、大歓迎!!

95 花栗剣友会
火・金曜日　　 　　　  19 : 00～21 : 00
第1・第3・第5土曜日  18 : 00～21 : 00 松原小体育館 小中学生 浜島  080-1109-4426

基本稽古を中心に幼児から大人
までの剣道をしています。

96 谷塚剣友会
水曜日　19 : 00～21 : 00　土曜日 　 9 : 00～13 : 00
日曜日　  9 : 00～11 : 00

谷塚小体育館 小中学生
谷塚剣友会ホームページ
https://yatsukakenyukai.wixsite
.com/kendou

興味のある方の参加をお待ちし
ています。

97 雄真館
水・水曜日　19 : 00～21 : 00
土曜日　　　17 : 00～19 : 00

草加中（月・水）
西町小（土）

小中学生
鍛冶  070-3820-0400
http://kendo.me.uk

剣道を通し、人間形成の基とな
る生涯学習を努めています。

98 高砂少年剣道会 月・水・金曜日　19 : 00～20 : 30 高砂小アリーナ 小中学生
久保　090-8874-1573
https://www3.hp-
ez.com/hp/takasago-kendo/

試合もいっぱい、楽しく剣道を
学んでいます。

99 剛柔流会
火曜日　19 : 00～21 : 00　木曜日　19 : 00～21 : 00
土曜日　  9 : 30～11 : 00

市民体育館（火）
高砂コミセン（木）
中央公民館（土）

4,5歳から一般 深利  090-5210-6115
剛柔型空手の呼吸　全集中で心
身ともに鍛えましょう！

100 錬武会忍誠館
月・火・水・金曜日　18 : 30～20 : 00
木曜日　17 : 00～18 : 00(幼児)

草加道場（谷塚町） 幼児から一般 菅野  090-4377-2730
初心者の方の入会大歓迎。見学
はいつでも可能です。

水曜日　　　　   19 : 00～21 : 00 記念体育館（水）

火・金曜日　  　 17 : 00～19 : 00 稲荷小/高砂コミセン（火・金）

水・金・日曜日　19 : 00～21 : 00 八幡小/瀬崎小（水・金・日）

水・金曜日　　　19 : 00～21 : 00
日曜日　　　　　17 : 00～19 : 00

青柳小（水・金・日）

102 白堊会草加道場
木曜日　17 : 00～21 : 00
土曜日　17 : 00～19 : 00

柳島コミセン 幼児から一般 上野  090-8485-0829
見学はいつでもお越しくださ
い。お待ちしています。

103 清門空手道スポーツ少年団 土曜日　18 : 00～ 清門小学校 小中学生 seimonkarate@hotmail.co.jp
礼節を尊び信義を重んじ和の道
を究め鍛錬に励んでます。

104
空眞流清風会空手道 スポーツ少
年団

月曜日　19 : 00～20 : 30 草加中学校 小中学生 seihuukaikarate@hotmail.co.jp
清く　正しく　楽しく　強く
厳しく　優しく

105 草加市少林寺拳法連盟少年部 少林寺拳法
火・土曜日　18 : 00～20 : 00
金曜日　　　18 : 00～20 : 00

谷塚南町会館（火・土）
瀬崎小学校（金）

幼児～一般 田中  090-1261-9401
思いやりの心を育てます。一緒
に心と体を鍛えましょう。

106 氷川フレンズ
土曜日　 13 : 00～17 : 00
日曜日　   9 : 00～12 : 00

氷川小学校 小学生
バドミントンが大好きな仲間が
集まる女子クラブです。

107 西町エンジェルス 日曜日　   9：00～12 : 00 西町小学校 小学生
★他校区・初心者歓迎★親子み
んな仲良くやってます★

108 草加スマッシュ 日曜日　 11 : 00～14 : 00 谷塚小学校 小学生
体力作りをしながら楽しくバド
ミントンをやろう。

109 八幡ウィングス
土曜日　 17 : 30～21 : 00
日曜日　 11：00～14 : 00（日曜自由参加）

八幡北小学校 小学生
ウィングスで元気な体と友達た
くさん作ろう！

110 両新田ラブオールクラブ 日曜日　   9 : 00～12 : 00 両新田小学校 小学生 松本　090-3094ｰ7161
明るく楽しく面白くをモットー
に活動しています。

111 あおぞらバドミントン
土曜日　 12：30～16 : 00
日曜日　   9 : 00～12 : 00

花栗南小学校 小学生 https://www.c-sqr.net/c/cs75501/
コーチの丁寧な指導の下、楽し
く上達できます。

112 さわやか子供会
第2・4土曜　　　16：00～19：00
第1・3・5日曜　　8 : 00～10 : 00
第2・4日曜　　　  8 : 00～11 : 00

松原小学校 小学生
高橋　090-8771-4147
　　　941-7733

スポーツを通して明るく楽しく
仲間と共に！

空手道

空手

バドミントン

バドミントン

草加市小学生バドミントン連合
吉田  936-7955

幼児から一般 樋山  931-5463
空手初心者の方、是非見学にい
らしてください。

学童軟式野球

柔道

剣道

101 剛柔流錬心会



113 S・Ｇ・Ａ
土曜日　17 : 00～20 : 00
日曜日　　8 : 00～12 : 00

草加小学校 小中学生 遠藤　925-2893
一緒に活動しませんか。楽しい
仲間が待ってます。

114 放課後テニスクラブ 火・金曜日　17 : 00～19 : 00 そうか公園 小学4年生～6年生 下林  090-6537-9340
中学生までを対象としたテニス
レッスンを行います。

115 ジュニアテニスレッスン
土曜日　　8 : 00～10 : 00
　　　　 13 : 00～15 : 00

そうか公園
吉町コート

小学生 酒井  080-5516-4460
小学生を対象とした土曜日のテ
ニスレッスンです。

116 バウンドテニス八幡 バウンドテニス 土曜日　18 : 00～20 : 00 八幡小学校体育館 小中学生 江田　935-3249
ラケットはいつも用意してあり
ます。

117 草加チアーズスポーツ少年団
水・木曜日 18 : 00～20 : 00
土曜日  8 : 30～17 : 00    日曜日   8 : 30～12 : 00

青柳小学校 小中学生 soka-chiars@hotmail.co.jp
笑顔でバレーボール自分力を上
げる。見学随時受付中！

118
青柳バレーボール スポーツ少年
団

水曜日　17 : 00～19 : 00　木曜日　17 : 00～19 : 30
土日祝　  9 : 00～17 : 00

川柳小学校 小中学生 aoyagivolley@hotmail.co.jp
バレーボールの好きな子大募集
いつでも体験できます。

119
西町ジュニアバレーボール
スポーツ少年団

火・金曜日　17 : 00～19 : 00
土曜日　　　  9 : 00～15 : 00　　日・祝

西町小学校 小中学生 nishichojrvolley-jyoshi@hotmail.co.jp
県大会上位目指して頑張ってい
ます。随時団員募集中。

120 Hyper　Moon 月曜日　17 : 00～19 : 00 市民体育館 小学生 古川  080-7818-3879
トランポリンを使って運動神経
が鍛えられます。

121 ドルフィントランポリンクラブ
月曜日コース 17 : 30～19 : 00　水曜日コース　19 : 00～21 : 00
金曜日コース　17 : 30～19 : 00 記念体育館

小学生
（水曜日のみ小学生から大
人）

園田  090-3516-6749
トランポリンを通して運動の楽
しさを体験します。

122 西町フットボールクラブ
土曜日　　　15 : 00～17 : 00
火・木曜日　18 : 00～20 : 00

西町小学校
氷川小学校

小学生 渡辺  090-4028-1526
サッカーで友情体力を育み明る
く元気な子の育成を目指す。

123 草加住吉サッカークラブ
土・日・祝日（祝日不定期）13 : 00～17 : 00
木・金　　　　　　　　　　19：00～21：00

富士Ｇ　草加小学校
栄中学校

小学生 斉藤  080-8928-8481
将来に繋がる技術習得に重点を
置いた指導をしています。

124 草加東サッカースポーツ少年団 土・日・祝日 　８ : 00～17 : 00
川柳小学校
柿木運動公園

小学生 藤原  090-3009-0051
サッカー好きな子一緒にやろう
よ！詳細はＨＰへ。

125 松原フットボールクラブ
土・日・祝日（祝日不定期）
水曜日　　19 : 00～21 : 00

富士Ｇ
小山小学校

小学生 鈴木  090-7828-0138
創立40年で培われた実績と信
頼を誇れるチーム。

126 瀬崎サッカースポーツ少年団
土・日・祝日　 8 : 00～1２ : 00
水曜日　  　　18 : 30～20 : 00

瀬崎Ｇ
谷塚小学校（8月～4月）

小中学生 河内  090-1801-1０72
サッカーはドリブルだ！楽しも
う！ＨＰをご覧ください。

127 ＦＣ・ひまわり
土・日・祝日 9 : 00～11 : 00
水曜日　　 19 : 00～21 : 00

富士Ｇ
花栗南小学校

小学生 原田  090-5342-6434
選手、サポーター、コーチ三位
一体でEnjoyサッカー！

128
高砂イレブンフットボールクラ
ブ

土・日・祝日
　　9 : 00～18 : 00　　19：00～21：00

高砂小学校 小学生 佐々木  090-4673-9879
全員参加の楽しいサッカーを目
指すチームです。

129 両新田フットボールクラブ
土・日曜日　13 : 00～16 : 00
月・木曜日　19：00～21：00

両新田小学校 小学生 中島  080-5426-6488
子供、保護者、指導者一丸に
なって勝利を目指します！

130 草加遊馬キッカーズ
火・木・金曜日　18 : 00～20 : 00
火曜日（4～6年）木曜日（1～3年、4～6年）
金曜日（1～3年）

火曜：越谷ﾌｯﾄｻﾙｺｰﾄ
木曜：長栄小
金曜：長栄小

小学生 水野  080-1245-7053
自分で考えて行動できる選手の
育成チームです。

131 新田フットボールクラブ
土・日・祝日 　　8 : 00～17 : 00
火・金曜日　 　 17 : 30～19 : 00

新田小学校 小学生 平川  090-6499-2137
明るく楽しく一丸となり勝利を
目指します。

132 長栄フットボールクラブ
土・日曜日　12 : 00～17 : 00
水・金曜日　19：00～20：30

長栄小学校 小学生 植松  090-7003-0584
サッカーを知るを目的としてい
るサッカーチームです。

133 清門フットボールクラブ
土曜日　　　16 : 00～20 : 00
月・水曜日　18 : 00～20 : 00

清門小学校 小学生 福島  090-1300-5667
澄んだ白・誠実な青・情熱の
赤、身に纏えばほら清門！

134 草加ジュニアＦＣプライマリー
月・木曜日 17 : 30～19 : 00
土曜日　 　16 : 30～19 : 00

新田小学校 小学生 指田  090-3342-3462
君たちの夢、私たちが応援しま
す！

135 ＦＣ・ジェンシャン草加
土・祝日 　12 : 00～17 : 00
日曜日　    14 : 00～17 : 00

松原小学校 小学生 佐藤  080-5694-4505
サッカーを楽しみ、仲間を大切
にするチームです。

136 稲荷フットボールクラブ
土・日曜日  12 : 00～17 : 00
火曜日　　  19 : 00～21 : 00

稲荷小学校 小学生 菊実  090-7247-5664
サッカーの上達と自ら行動を心
掛け活動しています。

137 ＳＫキッカーズ 土曜日　9 : 00～12 : 00 瀬崎小学校 小学生 磯田  090-3062-4127
友達とサッカーを楽しむことを
目的としたチームです。

138 草加フットボールクラブα 木・金曜日  17 : 00～19 : 00 西町小学校 小学生 加藤  090-1429-5336
市内で1～4種女子全カテゴ
リーを包括するチームです。

139 ＡＦＣ　ＳＯＵＫＡ　ＡＳＵＭＡ
火・水・木・金曜日  18 : 00～20 : 00
　　　　　　　　　  15：30～16：00（幼児）

新里小学校
柳島Ｇ（幼児）

小学生
幼児

小川  090-1030-9836
楽しいを最前線にサッカーの楽
しさを思う存分教えます。

140 草加ジュニアＦＣ
火・木・金曜日　19 : 00～21 : 00
土・日曜日　　　19 : 00～21 : 00

新田中学校
新田小　瀬崎Ｇ

中学生 指田  090-3342-3462
君たちの夢、私たちが応援しま
す！

141
草加オレンジメイツ スポーツ少
年団

ソフトボール
土曜日　　　8 : 00～12 : 00
日・祝日　13 : 00～17 : 00

八幡小学校 小中学生 soka-orangemates@hotmail.co.jp
草加で唯一の女子ソフトボール
チームです。

142
両新田バスケットボール
スポーツ少年団

水・木曜日19 : 00～21 : 00
日曜日   9 : 00～12 : 00 （12 : 00～15 : 00隔週）

新里小学校
両新田小学校

小中学生 koc-kobayashi@mwc.biglobe.ne.jp
随時見学体験可能。仲間と共に
ゴールを目指しましょう！

テニス

バレーボール

トランポリン

サッカー



143
八北バスケットボールクラブ
スポーツ少年団

火・木曜日　17：30～20 : 00
土曜日　９ : 00～17 : 00　日曜日  8 : 00～11 : 00

八幡北小学校 小中学生 hachikitabasket@hotmail.co.jp
一緒にバスケしよう！見学体験
大歓迎。

144
新栄バスケットボール スポーツ
少年団

水・金曜日　16：40～19：00
土曜日 9：00～12：00（低学年）12：00～18：00（高学年） 新栄小学校体育館 小中学生 s.s.shin.ei.1983@gmail.com

男子も女子も元気な仲間が待っ
ています。随時募集中。

145
草加新田バスケットボール
スポーツ少年団

水曜日　18 : 00～20 : 00　土曜日　  9 : 00～12 : 00
13 : 00～17 : 00     日・祝日（試合が入る場合あり）

新田小学校 小中学生 soka.shinden.visitor@gmail.com
元気な男女1～6年生まで一緒
に練習しています。

146
清門バスケットボール スポーツ
少年団

水・金曜日 17 : 45～20 : 00
日曜日　男女別　　土曜日　午前　低学年　午後　シュート練習 清門小学校 小中学生 seimonbasket@hotmail.co.jp

1～６年まで友達と汗流しませ
んか。清門小以外もＯＫ！

147
栄バスケットボール スポーツ少
年団

木・土・日曜日（男子）
火・水・土・日曜日（女子）

栄小学校
市民体育館

小中学生 sakaebasuket@hotmail.co.jp
バスケを通して友情や信頼を育
みます。随時団員募集中！

148
瀬崎ブレイバーズ スポーツ少年
団

火曜日 16：45～19：00  土曜日  8：45～13：00（低学年11：00
まで）日曜日   8：45～12：00（高学年）

瀬崎小学校
記念体育館

小中学生 sezakibravers@hotmail.co.jp
仲間づくり・体力づくり、一緒
にバスケをやりましょう！

149
草加高砂バスケットボール
スポーツ少年団

水・金曜日 17 : 30～19 : 00 高学年
土曜日  12 : 00～　　　日曜日   9 : 00～

高砂小学校 小中学生 soka-takasagobasket@hotmail.co.jp
元気に声を出して頑張っていま
す。いつでも体験ＯＫ。

150
氷川バスケットボール スポーツ
少年団

火曜日　17 : 00～19 : 00  水曜日   17：30～19：30
土曜日　  9 : 00～13 : 00（低学年は11 : 30まで）

氷川小学校 小中学生 hikawabasket@gmail.com
1～6年男子も女子も元気で
す。氷川小の体育館で会おう！

151
草加セルティックス スポーツ少
年団

月・木・土・日曜日 小山小学校 小中学生 soka-celtics@hotmail.co.jp
随時団員募集中です。みんなで
バスケを楽しみましょう。

152
草加花松バスケットボールス
ポーツ少年団

土曜日　　8 : 00～13 : 00または15 : 00～18 : 00
日曜日　16: 00～19 : 00

松原小学校他 小中学生 2020.hanamatsu@mail.com
２０２０年から活動している新
チームです。

153
ヤハタスポーツクラブ スポーツ
少年団

体操 日曜日　10 : 00～12 : 00 八幡小学校 年中～小中学生 yahatasports@hotmail.co.ｊｐ
正しい姿勢とケガしないバラン
スのとれた体を目指します。

154 ＭＳＣ体操クラブ 体操 木曜日　17 : 20～19 : 00 小学生
個人の技能に合わせて、マット、とび箱
を中心に行っています。

155 あずま新体操 新体操 火曜日　17 : 00～19 : 00 小学生
みんなで楽しくリズムに合わせ
て運動しています。

156 WING　FLAP チアダンス 土曜日（月3回）　11 : 00～19 : 00
勤労福祉会館
記念体育館

小中学生
WING　FLAP事務局
080-3024-5410

年長から中学生を対象に楽しく
活動しています！

157 ピリアロハ新里 フラダンス 第2・4土曜日 17 : 00～18 : 30 幼児～小学生
楽しくフラダンスを踊りましょ
う！見学、体験募集中！

158 新里モダンバレエサークル　ティアラ モダンバレエ
金曜日  15 : 45～16 : 30  16 : 00～16 : 50
　　　  17：00～18：10

幼児～小学生
みんなで楽しく踊っています！
見学、体験随時募集中！

159 草加ジュニアクラシックバレエ バレエ 月曜日　17 : 00～19:00
中央公民館
谷塚文化センター

小中学生 須藤　090-2738-1265
初心者から楽しくレッスン！
３歳～入会可。HP有。

160 バレエ赤いくつ こどものバレエ・ダンス 月・水曜日　17 : 15～18 : 30
中央公民館
新田西文化センター

小中学生
金丸  080-6890-9377
dance.ballet.naemi0818@ezweb.ne.jp

バレエの基本の動きとパプリカ
を一緒に踊りませんか。

161 八幡ダンスサークル 木曜日　19 : 00～21 : 15 八幡コミセン 小中学生 千代田  964-6377

162 氷川ダンス倶楽部 月曜日　19 : 00～21 : 15
中央公民館
氷川コミセン

小中学生 太田  928-5745

163 ピボットダンススポーツ 金曜日　19 : 00～21 : 15 中央公民館 小中学生 川端  935-9861

164 ニューロマンス 金曜日　13 : 00～17 : 00 高砂コミセン 小中学生 髙橋  090-2303-3667

165 ダンスサークルアヒル 金曜日　19 : 00～21 : 15 柳島コミセン 小中学生 石川  925-5602

166 ダンススポーツクラブドリーム 火曜日　19 : 00～21 : 15 中央公民館 小中学生 岩井　995-7520

167 障がい者スポーツ広場 障がい者スポーツ
土曜日（月2回）
13 : 00～15 : 00

市民体育館 小学生以上 市民体育館　936-6239
知的障がいがある方対象にス
ポーツ体験を定期開催！

168 フラダンスサークル　レイラニ フラダンス 月曜日　Ⓐ17：15～18：25　Ⓑ18：30～19：50 草加文化会館音楽室他 小中学生 伊藤　090ｰ7216ｰ1337
仲良く楽しく練習をしていま
す。季節ごとのイベント有。

水野　090-2908-6694

新里文化センター

新里文化センター

児玉　090-5573-2351

・コミュニティーセンターを「コミセン」、グラウンドを「Ｇ」で標記しています。
・都合により、活動日や場所等の変更及び年度途中で活動が終了する場合がありますのでご了承ください。
　なお、会費や必要なもの等については直接お問い合わせ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規に掲載を希望する団体は、管轄する諸機関や所属する連盟等にお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 管轄機関や連盟等に所属のない団体に関しては、教育委員会指導課    922-2748  まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご連絡ください。

社交ダンス

バスケットボール

みんなで楽しくダンスを踊りま
しょう！


