
焼津市教育委員会 学校教育課 （担当：奥川・森） 054-625-8160

令和５年度

中学校で行われている部活動とは別に、学校外の地域の方が中心となって行う新しい形のクラブ活動

です。 地域クラブ活動は主に休日（土・日・祝日）の活動ですが、主催者によっては、平日も活動を行い

ます。クラブ活動費は保護者負担となります。（種目や主催者によって活動費の額は異なります。）

日本全国において、平日は学校部活動、休日は地域クラブ活動に段階的な移行が始まっています。

※国の文書の名称変更に伴い「焼津市地域部活動」から

「焼津市地域クラブ活動」に名称を変更しました。

申し込みについて

裏面の「やいづ海洋クラブ」
は焼津市ホームページで
募集をします。

それ以外の地域クラブに

ついては、４月の学校部活
動入部手続きと同じ時期
に各中学校で申込を行い
ます。

問い合わせ先

大井川道場
①阿部敏明
指導者：豊島恒之、青島寛人、猪原生男

②毎週土曜または日曜日（8：00～12：00）
＋平日（火・木・金曜日）
※平日は、大井川中の部活動時間に
合わせて活動します。

③大井川中平成館(武道場）

港柔道教室
①鈴木良

②月・水・金19：00～21：00

土曜・日曜については応相談
③清流館高校武道場

各クラブの募集案内 ①代表者・指導者、②活動日、③活動場所、④活動内容、⑤活動費等、⑥その他

大井川道場、柔好会道場、港柔道教室

柔好会道場
①安竹真利奈
指導者：池田剛優、平野幸三郎、

高野淳司
②毎週日曜日 9：00～12：00

③柔好会中里道場（中里478-1）

＜共通事項＞
④基礎練習（受け身・投げ技）
から始めます。初段獲得審査や
各種大会への参加も可です。

⑤年額3,000円程度（保険・登録料等）
柔道着・大会参加料等は
自費

⑥誰でも歓迎です。
ぜひ直接会場まで見学に
お越しください。

①法月正行
指導者：上田貴久、鈴木翔平、

長谷川匡哉
②毎週土曜日9：00～12：00
③大井川中平成館（武道場）
④基本動作から試合まで
多くの同年代の仲間が集まり、初心者も
経験者も共に高め合えるような稽古を
目指します。

⑤年額2,000円程度（保険・医薬品等）
防具・胴着・大会参加料等は自費
※用具の購入が難しい場合は
相談してください

⑥初心者大歓迎！剣道を通して、
心も体も鍛えませんか？
練習見学はいつでも歓迎です。
会場に直接お越しください。
連絡先 090-1567-0935（長谷川）

①鈴木宏尚
指導者：大石立美、池田加代 他

②月2回 土曜日 9：00～11：00

③黒石小体育館 他
④様々なニュースポーツを体験し、
みんなで楽しく活動しましょう。
＜令和５年度予定＞
ワンバウンドふらば～る、モルック、
ターゲットバードゴルフ、スポレック等

⑤毎月1,500円（保険・用具借用・指導料等）
⑥体験会 ☆興味のある方はぜひお越しください

3/25（土）9：00～11：00 黒石小体育館
保護者説明会：
5/19（金）19：00～市役所本庁１階
第1回活動日： １Ａ会議室にて
5/27（土）9：00～11：00
黒石小体育館

①松浦みな美
指導者：松野圭介、成川輝、原田明

②毎週土曜日18：00～
③焼津市営相撲場 等
④基礎練習、実践練習
体力づくり、大会参加、どちらも可能
です。やいづ少年相撲クラブと一緒に
活動します。

⑤毎月1,500円 父母会費500円
⑥男子も女子も各種大会で活躍して
います。お気軽にご参加ください。

見学会：4/15（土）、4/22（土）
18：00～市営相撲場にて

（会場まで直接お越しください）

焼津市地域クラブ活動とは…

焼津市では、令和５年度に、次の１２種目の地域クラブ活動を行います。

「柔道」 「剣道」 「相撲」 「ニュースポーツ」 「海洋体験」 「陸上競技」 「ソフトテニス」
「卓球」 「水泳」 「レスリング」 「トランポリン」 「ｅスポーツ」
部員を募集しますので、ぜひ、ご応募ください。（裏面もあります）



各クラブの募集案内 ①代表者・指導者、②活動日、③活動場所、④活動内容、⑤活動費等、⑥その他

「やいづ海洋クラブ」は

焼津市ホームページ

https://www.city.yaizu.lg.jp/

にて募集をします。

受付：3/21（火）9：00
～ 3/30（木）17：00

先着順 14名

それ以外の地域クラブに

ついては、４月の学校部活動

入部手続きと同じ時期に各

中学校で申込を行います。

申し込みについて

①金原聡
指導者：焼津水産高校教員等

②月２回程度 土曜または日曜日
③小川港、焼津水産高校 等
④海洋体験
カヌー、ボート漕艇、生き物教室、
シュノーケリング、その他

⑤定員20名…各学年6～7名程度
（R4からの継続部員あり）

※今回の募集は14名です。

毎月2,000円程度
（保険・燃料費・指導料等）

⑥初心者大歓迎！
海に興味がある人、

集まれ～！

７月末活動開始予定 ７月末活動開始予定 ９月活動開始予定

①橋本健史
指導者：橋本健史

②レクレーションコース
毎週水曜 17：30～20：00

③焼津高校ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｱﾘｰﾅ
④トランポリン
⑤毎月4,200円程度
⑥体験練習も可能です。

レクレーションコースの他に、
専門的な「競技コース」もあります。
（競技コース：平日夜間及び土曜）

詳しくは、焼津高校（橋本）

054-628-7235

yaizutrampo@gmail.com

まで

焼津市教育委員会 学校教育課 （担当：奥川・森） 054-625-8160問い合わせ先

①兵庫伸房
指導者：兵庫伸房 望月誠 他

②毎週 火・木・土曜日18：30～20：30

③ディスカバリーパーク焼津水夢館
④基本動作練習から（初心者もOK）

大会への参加（希望者のみ）

本人の上達に合わせて中級コースまで
（上級コースは、他のクラブを勧めます）

⑤毎月3,000円（会場使用料・指導料等）

保険、選手登録料、大会参加料は別途
⑥初心者も大歓迎です。

みんなで一緒に水泳を楽しみましょう！

保護者説明会 3/19（日）12：00水夢館にて

（3/19市水泳大会9：00～の見学可）

連絡先 054-627-6415（望月）10：00～17：00

①長野廣之
指導者：長野廣之 長谷川拓也 西上床伸

西島優 芳村賢史 寺尾唯

②毎週 水曜日16：30～19 ： 00

土曜日 9 ：00～12 ： 00

③焼津中央高校格技場 等
④レスリング技術の習得
基礎体力作り
精神面の強化

⑤保険料（年額1,450円）
その他、試合着一式、協会登録費、
大会参加料は自費

⑥男女ともに初心者大歓迎！！
ぜひ一度見学に来てください。
焼津中央高校054-628-6000（長谷川）

①滝井愛龍
指導者：滝井愛龍 冨田泰広 他

②毎週土曜日10：00～21：00で1コマ2時間
③静岡eスポーツクラブ焼津Hub

（大井川事務機（焼津市相川536）内）
④パソコンで行うeスポーツタイトルの練習

P検の合格を目指したITスキル学習
インターネットリテラシーの習得

⑤毎月3,300円
保険料は別途（希望者のみ）

⑥活動内容の説明会（オリエンテーション）
を随時開催しています。保護者の方と
ご一緒にお越しください。
詳細は以下のページをご覧ください。
https://esports-club.jp/lca/

054-622-4661（滝井）まで

①奥山稔
指導者：奥山稔 清水悟 鈴木豊 他

②毎週土曜または日曜日
（大会参加時は土・日両方ということも
あります）

③豊田中グラウンド 焼津市営陸上競技場 等
④陸上競技の練習（できる限り種目ごと）
大会への参加（陸上部がない学校の
生徒を中心に）

⑤毎月1,500円程度（会場使用料・指導料等）
保険料、登録料は別途

⑥陸上競技の練習や大会参加
を通して、健全な中学生の
生活を支援します。
保護者説明会
3/22（水）19：00～ｼｰｶﾞﾙﾄﾞｰﾑ会議室

①本橋雅弘
指導者：本橋雅弘 山田智彦

茂木哲律 松本怜 草間智史 他
②毎週土曜または日曜日、祝日
③焼津中テニスコート 大富中テニスコート

港中テニスコート 大井川中テニスコート 等
④競技レベルや希望に応じて、コートを
分けて練習を行います。

⑤毎月2,000円程度（保険料・指導料等）
⑥週末にも練習をしたい人、練習試合に

出場したい人はぜひ参加してみて
ください。

見学会 3/18（土） 9：00～11：00
港中ﾃﾆｽｺｰﾄ（松原公園横）
雨天の場合は中止になります

連絡先 小川中 054-628-3777（茂木）

①鈴木哲郎
指導者：鈴木哲郎 杉本雅章

加茂将昭 他

②毎週土曜または日曜日 （３時間程度）

③焼津中卓球場 港中卓球場

大井川中卓球場

※人数により変更になる場合があります

④体づくりのためのトレーニング

ラリー練習 多球練習

実戦形式での練習 など

⑤毎月2,000円程度

（指導料、運営事務費等）

保険料（年800円）は別途

⑥卓球大好き、集まれ！


