
競　技 クラブ名 代表者
問合せ連絡先

（連絡可能時間）
練習曜日 練習時間 練習会場 会費等 備考（入会・入団の条件） ＰＲ

剣　道 中山道場 川嶋　正三 090-9563-4579
(17時以降可能)

月～土（週３回）
２ヶ月分の稽古日を作成して配布

１７：００～１９：３０ 中山小学校　体育館 月会費　2,000円
幼児無料

幼児（年中以上）～小学生
お互い競い合い、励まし合いながらチームワークを心がけ、心と身体の錬磨につとめています。
見学できますので気軽にお越し下さい。

剣　道 藤吉道場剣道部 久保　仁子 090-1342-1047 火・木・土 １８：３０～２０：００
１８：００～２０：００

藤吉小学校　体育館 月会費　1,000円 心も体も鍛えられます。元気で明るい部員大募集！！
いつでも体験ＯＫ。

剣　道 柳川正信館 園田　桂市 090-6427-3651
(17時以降可能)

月・水・金・日 （月・水・金）１８：００～２０：３０
（日）９：００～１２：００

東宮永小学校　体育館 月会費　2,000円 幼児（年長）～中学生 初心者大歓迎！　清く正しく美しく！

剣　道 大和少年剣道クラブ 武末　紫晃 0944-76-1941
090-3325-0710

月・水・金・土
※土曜日は試合前行事の時のみ

１８：３０～２０：００ 豊原小学校　体育館 月会費　2,000円
（入会金はありません）

・5歳から小・中学生・高校生・一般まで幅広く指導
・他の習い事との両立も可能です
　（週1～2回の参加でも大丈夫です）
・会費は稽古に慣れた（防具着用）後から頂きます

・常時2～3名の有段者による丁寧な指導にあたっています・
・まずは大きな声で挨拶、礼儀作法から始めます。初心者大歓迎！
（竹刀1本目はプレゼント！胴着・袴・防具は無料貸し出し）
・かなりアットホームな雰囲気なクラブです。一度見学に来られませんか？
・電話が繋がらない場合は右記アドレスへ（yamatosyouken@gmail.com)

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 低学年　火・土
高学年　水・金・土

（平日）１８：００～２０：００
（土）低学年１５：００～１７：００
　　　高学年１７：００～１９：００

垂見小学校
柳川市民三橋体育センター

入会費　3,000円
月会費　2,500円

小学１～６年生
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保護者の方は、子供さんの応援をしっかりお願いします。

サッカー 城内サッカークラブ 檀　敬修 090-4346-3464 火・木・土 （火・木）１８：００～２０：００
（土）９：００～１２：００

城内小学校　グラウンド 年会費　5,000円
月会費　2,500円

小学生 少年、少女、サッカー体験募集中。初心者大歓迎！！

柔　道 柳川柔道会 0944-76-3327 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  　3,000円
保険代(年)　800円

男女問わず、年少から可能 初心者大歓迎！！

ソフトボール 大和ファイターズ 大坪　哲哉 090-8669-4260 月～日
（月～金）１７：３０～１９：３０
（土）１３：００～１７：００
（日）練習時１３：００～１７：００

柳川市大和Ｂ＆Ｇグラウンド

入会費　3,000円
月会費　3,000円
（月会費2,000円・照明費1,000円）
遠征費　3,000円

見学・体験はいつでもＯＫです！

ソフトボール 中島ソフトボールクラブ 松藤　恵美男 0944-76-4307
(9時～21時連絡可能)

水・木・土・日・祝日 （水・木）１７：００～１９：００
（土・日・祝日）９：００～１２：００

中島小学校　グラウンド
入会費　3,000円
月会費　1,500円
父母会費　月500円

中島小学校に通う児童とする
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。

ドッジボール 柳河ドッジボールクラブ 松本　真二 090-2398-6019 土・日 １３：００～１８：００ 柳河小学校　体育館 月会費　500円 小学３年生以上

テニス ソフト 柳川ジュニアソフトテニスクラブ 古賀　秀勝 090-3987-8847 火・木・土 １９：００～２１：００ 柳川市民三橋テニスコート
入会時ボール代　1,500円
月会費　1,000円

小学１年生以上であれば可能 中学校でソフトテニスをされたいと思っている方、大歓迎です。

野　球 軟式 三橋少年野球団 白梅　美穂 090-2309-3669 火・木・土・日 （火・木）１７：３０～２０：００
（土・日）８：３０～１２：３０

柳川市民三橋グラウンド 月会費　3,000円 小学１～６年生　男女 あいさつ、礼儀、感謝をモットーに頑張っています。

野　球 軟式 柳川昭代ドリームズ 江口　康徳 0944-72-1538 水・土・日・祝日 （水）１７：００～２１：００
（土・日・祝）８：００～１７：００

昭代第一小学校　グラウンド 入会費　10,000円
月会費　3,000円

明るく元気な少年野球チームです！！　楽しい仲間が待ってるよ～！！

野　球 硬式 柳川有明ボーイズ 真崎　守弘 090-8393-9269 火・木・土・日 （火・木）１７：００～２０：００
（土・日）　８：００～１８：００

むつごろうグラウンド 月会費　5,000円
中学生（男・女） チームスローガン「一生懸命」

健康で明るく心身共に逞しい子供達を育成する事を目的としております。

バスケットボール ツインスターズ 小宮　英之
大津正嗣
090-7447-7927

月・水・金・土 （月・水・金）１７：３０～１９：４５
（土）９：００～１２：００

皿垣小学校　体育館
有明小学校　体育館

月会費　1,500円 柳川市内の小学生（１～６年生）

バスケットボール 中島ミニバスケットクラブ 西田　雅臣

西田雅臣
090-8227-8340（17時以降）
菅原裕二
080-5200-2227(17時以降)

月～金
土（大会前等のみ）

（月～金）１７：５０～１９：５０
（土）９：００～１２：００

中島小学校　体育館 入会費　無し
月会費　1,500円

・小学生の男女
・柳川市以外でもＯＫです

バスケットがうまくなります。走るのが速くなります。心がきたえられます。楽しいこともいっぱいありますよ。

バスケットボール しろうちミニバスケットボールクラブ 西田　富士男 090-9560-5928 水・木・土・日
（水・木）１７：４５～２０：００
（土）１６：００～１９：００
（日）９：００～１２：００

（水・木）昭代第二小学校　体育館
（土・日）城内小学校　体育館

入会費　2,000円
月会費　1,500円

城内小、柳河小、昭代第一小、昭代第二小学校の元気な子供たちが在籍しています。

バドミントン ウイングバードバドミントンクラブ 石井　克也 090-1514-2892 火・木・土 （火・木）１８：００～２０：３０
（土）１８：００～２１：００

柳川市民三橋体育センター
月会費　2,000円（保護者会費含む）
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
・保護者の送迎が可能であること
・見学の受付随時可能
・入会については時期的な制限あり
・詳細はホームページにて

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、ホームページ（https://wingbird-badclub.webu.jp/）をご覧になられ、体験・見学への参加をお待ちし
ております。

バレーボール 混合 三橋ジュニア 平野　さおり 080-9103-9361 火・水・木・土・日 （火・水・木）１８：００～２１：００
（土・日）８：３０～１２：３０

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男女 大会上位を目指し、頑張っています。部員募集中！!

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 090-4582-9582 水・金・土・日 (水・金）１８：３０～２１：００
（土・日）８：３０～１７：００

柳川市民体育館
昭代第一小学校　体育館

月会費　2,000円 小学１年生以上であれば可能です みんなでバレーボールを楽しむ!！

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 0944-76-0765 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 小学生以上 小柄で小さいチームですが、諦めないをモットーに、明るく元気に挨拶の出来るチームを目指しています。

バレーボール 柳川ジュニア男子 伊藤　守人 090-3199-5480 水・金・土
（水・金）１８：３０～２１：００
（土）９：００～１３：００

柳川市民体育館
柳河小学校

部費　2,000円
遠征費　500円

小学１年生より入部可 初心者の方も大歓迎です！お気軽に見学に来て下さい。一緒にバレーボールを楽しみましょう！！

陸上競技 みつはし陸上クラブ 村田　順治 090-2083-2188 月・火・水・木・金・土 １８：００～１９：３０ 藤吉小学校　グラウンド

年会費（6期に分けて）
  4・5月分　  4,000円
  6・7月分 　 4,000円
  8・9月分　  4,000円
10・11月分　4,000円
12・1月分  　4,000円
  2・3月分　  4,000円


