競 技

クラブ名

代表者

電話番号
（連絡可能時間）

活動日

活動時間

活動場所

会費

備考

ＰＲ

剣 道

大和少年剣道クラブ

武末 紫晃

090-3325-0710

月・水・金・土

１８：００～２０：００

豊原小学校 体育館

月会費 2,000円
（防具をつけてから）

剣 道

柳武館

中村 敬二郎

090-7922-5273
72-2630

月・火・木

１７：３０～１９：００

柳河小学校 体育館

入会費 3,000円
月会費 2,000円

小学生であれば可能

剣 道

中山道場

川嶋 正三

090-9563-4579

週３回（不定）

１７：００～２０：００

中山小学校 体育館

月会費 2,000円

保育園～小学生

剣 道

柳川正信館

園田 桂市

090-6427-3651
17時～21時

月・水・金・日

１８：００～２０：３０（月・水・金）
９：００～１２：００（日）

東宮永小学校 体育館

入会費 無し
月会費 2,000円

幼児（年長）より可能。幼児は会費無し。

剣 道

藤吉道場 剣道部

村田 安生

090-7298-8128

火・木・土

１８：００～２０：００

藤吉小学校 体育館

月会費 1,000円

柳川両開フレンズ

古賀 孝義

090-3985-6693
連絡可能時間
１８時～２１時

火・金・土

１８：３０～２０：００

柳川市民中島武道場

月会費 2,000円

小学１年生以上であれば可能

剣を通して礼節と辛抱強さを身につけ楽しい剣道をしています！！

サッカー

サンプエンテス フットボールクラブ

升永 貴浩

090-8356-6383

水・木・土
月・土

１７：３０～（平日）２時間程度
１５：００～（土）２時間程度

垂見小学校 グラウンド
二ッ河小学校 グラウンド

年会費 5,000円
月会費 2,500円

小学生

資格を持った指導者が指導にあたっています。
全員スポーツ保険にも加入しており、万一の怪我でも安心です。
保護者会等はありませんので、当番等はございません、子供さんの応援をお願いします。

サッカー

大和ウインガーズ

田中 清年

090-9574-2976
いつでも連絡可能

火・木・土

１８：００～２０：００（火・木）
１５：３０～１７：３０（土）

柳川市民大和グラウンド

年会費 5,000円
月会費
１～２年生 2,000円
３～４年生 2,500円
５～６年生 3,000円

小学１年生以上であれば可能

城内小学校

年会費 5,000円
月会費
４年～６年 2,500円
1年～３年 2,000円

小学生

初心者大歓迎！！無料体験も随時募集中！！

剣 道

サッカー

柔 道

柔 道

・幼児から一般まで
・プレゼントあり

いつでも見学、体験、受け付けます。
初心者大歓迎。

剣道をして、心と体を鍛えませんか！！

剣道を通じて礼節を学び、心身を鍛え正しく強い心を育てる。見学、体験、お気軽にどうぞ！！

元気で明るい部員募集中！！

城内サッカークラブ

壇 敬修

090-4346-3464

水・木・土

１７：３０～１９：３０（火・木）４年生以上
９：００～１１：３０（土）３年生以下
１８：００～２０：００（土）４年生以上

柳川柔道会

稲又 末廣

76-3327
18時～21時

火・木・土

１８：３０～２０：３０

柳川市大和Ｂ＆Ｇ海洋センター 武道場

月会費 1,500円

幼児から入会 OK
（男女問いません）

初心者大歓迎

園田 義男

川口 敬二
73-4109
広松 直樹
73-1911

火・木・土

１９：００～２０：３０

柳川市民武道場

月会費 1,500円

小学生までの男子、女子

未経験者も遠慮なくお問合せください。先生方が丁寧に指導いたします。

柔道を通し、礼儀、精神力の充実

初心者大歓迎！！

園田道場

柔 道

柳川昭代武道会

田中 一幸

72-9573
090-7532-0127

火・木・土

１９：００～２１：００

昭代中学校 武道場

月会費 2,000円

幼児・小学生・中学生
入会時保険料1,500円/年間
登録費1,800円/年間

少林拳

健心会三橋道場

藤丸 九州男

73-5264

月・木

１８：３０～２０：３０

柳川市民三橋武道場

年会費 4,000円
月会費 3,000円

小学１年生以上であれば男女問わず大歓迎

ソフトボール

矢留少年スポーツ団

鶴 茂行

090-2395-2343

火・水・金・土・日

１８：００～２０：００（火・水・金）
９：００～１２：００（土・日）

矢留小学校 グラウンド

入会費 10,000円
月会費
１～３年生 2,400円
４～６年生 2,900円

ソフトボール

大和ファイターズ

大坪 哲哉

090-8669-4260

火・水・木・金・土・日

１７：３０～１９：３０（火・水・木・金）
１３：００～１７：００（土・日）

柳川市民大和グラウンド

入会費 3,000円
月会費 3,000円

募集対象
小学１年～５年の男女

未経験者・女の子も大歓迎。
体験・見学はいつでもＯＫです。

ソフトボール

蒲池少年ソフトボールクラブ

黒田 伸一

090-5026-4075
連絡可能時間
17時以降

火・木・金・土・日

１７：３０～１９：３０（火・木・金）
１３：００～１７：００（土）
８：３０～１２：００（日）

蒲池小学校 グラウンド

入会費 2,000円
月会費 2,500円

小学1年生以上であれば
男女を問わず入部可能

平成元年クラブを設立し、スタッフと保護者が一丸となって、礼儀を正しく、スポーツマンシップを尊重する
少年の育成を目指して活動しています。

ソフトボール

三橋ジュニアソフトボールクラブ

金子 孝一

090-3017-1044

火・金・土・日

１７：３０～１９：００（火・金）
９：００～１２：００（土・日）

柳川市民三橋グラウンド

月会費 2,000円

小学生であれば可能

初心者大歓迎。男女問いません。

ソフトボール

中島ソフトボールクラブ

田中 龍彦

76-5811
連絡可能時間
９時～２１時

火・金・土・日・祭日

９：００～１２：００（土・日・祭）
１７：００～１９：００（火・金）

中島小学校 グラウンド

入会費 3,000円
月会費 1,500円
父母月会費 500円

中島小学校に通う児童

ソフトボールを通じて、部員の礼儀作法や健全なる心身の育成と親睦を図ることを目的として活動をしていま
す。

公益社団法人日本空手協会
柳川支部 拳柳会

松永 博美

73-6770
090-8913-2141

火・木

１９：００～２１：００

蒲池中学校 体育館

月会費 2,000円

3歳以上

・全国大会めざし頑張りましょう。
・わかりやすく指導いたします。

小・中学生

初心者大歓迎！！

空 手

創立３０年を迎え、今年の７月記念大会を行います。団員も随時募集しています。

テニス

硬式 三橋ジュニアテニスクラブ

吉田 智恵美

090-7388-4287

月・水

１９：００～２１：００

柳川市民三橋テニスコート

年会費 1,000円
月会費 1,000円

テニス

ソフト
テニス

柳川ジュニアソフトテニスクラブ

古賀 秀勝

73-6733

火・木・土

１９：００～２１：００

柳川市民三橋テニスコート
柳川市民テニスコート

月会費1,000円
ボール代1,500円/年

バスケット
ボール

ツインスターズ

松藤 智明

大津正嗣
090-7447-7927

月・水・木・土

１７：３０～１９：３０（月・水・木）
９：００～１２：００（土）

皿垣・有明小学校 体育館

月会費 1,500円

バスケット
ボール

六合ミニバスケットボールクラブ

大津 誠一郎

大津真帆
090-4513-4406

月・水・金・土

１７：３０～２０：００（月・水・金）
９：００～１２：３０（土）

六合小学校 体育館

4ヶ月 6,000円

六合小学校・矢留小学校・垂見小学校・二ツ河小学校の４校が 随時いつでも体験・見学OKです。
受入校になっております。
１年生から６年生まで皆で仲良く頑張っています。

バスケット
ボール

中島ミニバスケットクラブ

西田 大樹

090-2589-4821

月・火・水・木・金・土

１７：４０～１９：４０（月～金）
８：３０～１２：００（土）※試合前のみ

中島小学校 体育館

月会費 1,500円

中島小学校・大和小学校・両開小学校・東宮永小学校の児童
のみ

初心者大歓迎！！バスケが上手になるだけでなく、走るのも絶対速くなります。

柳川市民三橋体育センター
柳川市大和Ｂ＆Ｇ海洋センター 体育館

月会費 1,500円
そのほか年1回
諸登録費が必要

・小学1年生から6年生までの男女児童で、保護者の送迎が可
能であること。
・平成２９年度の入会申込終了。体験、見学のみは可能。

礼節・マナーを重んじ、自らの目標に向かって努力することを意識づけるクラブチームです。
ゆかいな仲間たちとともに、「明るく」「楽しく」「元気に」頑張る子どもを応援します。
まずは、見学・体験に体育センターへお越しください。お待ちしております。

小学生以上の女子であれば可能。

小柄で小さいチームですが、あきらめないをモットーに明るく元気な、
挨拶のできるチームを目指しています。

県大会上位を目指して頑張っています。
部員募集中です。

元気で一生懸命頑張る子 大歓迎！！

ウイングバード
ジュニアバドミントンクラブ

石井 克也

090-1514-2892

火・木・土・日

１８：００～２０：３０（火・木）
１８：００～２１：００（土）
時間不確定（日）

バレーボール

大和ジュニアバレーボールクラブ

髙尾 茂信

76-0765

火・木・土

１８：００～２０：００

柳川市大和Ｂ＆Ｇ海洋センター 体育館

月会費 1,000円

バレーボール

三橋ジュニア男子

岩本 美恵

090-9793-8412

月・水・土

１８：００～２１：００（月・水）
８：３０～１３：００（土）

柳川市民三橋体育センター

月会費 2,000円

バレーボール

三橋ジュニア女子

田島 孝泰

090-8911-7913
連絡可能時間
17時以降

月・水・土

１８：００～２１：００（月・水）
８：３０～１３：００（土）

柳川市民三橋体育センター

月会費500円×学年

小学生から中学生までの女子

バレーボール

柳川ジュニア男子

伊藤 守人

090-3199-5480

水・金
土

１８：３０～２１：００（水・金）
９：００～１３：００（土）

柳川市体育館
柳河小学校

月会費 2,000円
遠征費 500円

小学１年生以上

バレーボール

柳川ジュニアバレーボールクラブ女子

西岡 寛

090-4582-9682

水・金・土・日

１８：３０～２１：００（水・金）
８：３０～１７：００（土・日）

柳川市体育館

月会費 2,000円
遠征費 500～1,000円

小学１年生以上の女子

体験入部あります。気軽に体験しにきてください。

硬式 柳川ボーイズ

古賀 清美

090-1196-7019
76-1417

火・金・土・日

１７：００～２０：３０（火・金）
９：００～１７：００（土・日）

柳川市民有明総合グラウンド

入会金 10,000円
月会費 5,000円

柳川市内及び近郊の中学生のみ

モットー：「失敗を恐れず何事にも思い切り全力でチャレンジする！」

野球

硬式 柳川有明ボーイズ

真崎 守弘

090-8983-9269

火・木・土・日

１７：００～２０：００（火・木）
７：００～１７：００（土・日）

むつごろうランド グラウンド

月会費5,000円
父母会費2,000円

小学６年生以上から中学３年生まで

一生懸命野球を頑張る！！

野 球

軟式 柳川両開フレンズ

野田 信仁

090-6630-6768
19時～21時

水・金・土・日

１７：３０～２０：００（水・金）
８：００～１７：００（土・日）

両開小学校 グラウンド
まほろばセンター横グラウンド

月会費 2,000円
兄弟の場合は、2人目より 1,000円

柳川市近郊に住む小学１～６年生

部員２０名。元気に明るく頑張っています。
気軽に見学に来て下さい。初心者大歓迎です。

野 球

軟式 矢ヶ部少年野球クラブ

野田 豊憲

７２－０５４８
19時以降

水・土・日

１７：３０～１９：３０（水）
９：００～１８：００（土・日）

矢ヶ部小学校 グラウンド

小学1年生以上であれば可能

「全員野球」「全力プレー」で頑張っています。

野 球

軟式 柳川城内ボーイズ

荒巻 康治

090-8913-2565

水・金・土・日

１７：３０～２０：００（水・金）
１３：００～１７：００（土）
９：００～１３：００（日）

城内小学校 グラウンド

入会費 5,000円
月会費 3,000円

小学生であれば可能

野球が大好きな小学生を募集中です。まずは体験練習に参加してね！！

野球

軟式 三橋少年野球団

川島 光博

090-2503-6227
080-2722-0418（妻）

火・木・土・日

１７：００～２０：００（火・木）
８：３０～１２：３０（土・日）

柳川市民三橋グラウンド

月会費 3,000円

小学１年生以上であれば可能（男女とも）

野球

軟式 柳川昭代ドリームズ

江口 康徳

090-3739-4225

水・土・日

１７：３０～２０：００（水）
８：３０～１３：００（土・日）

昭代第一小学校 グラウンド

入会費 10,000円
月会費 3,000円

昭代地区及び近郊の小学校に在籍する３年生以上の男女

陸 上

みつはし陸上クラブ

村田 順治

090-2083-2188

月・火・水・金・土・日

１８：００～１９：３０

藤吉小学校 グラウンド

年会費 24,000円（６期に分けて）

バドミントン

野 球

元気な子ども！！大歓迎！！

