
　　《健康・スポーツ》

№ 団体名 活動内容 サークル紹介文 活動日時 活動場所 会員数 会費 会員

1
（社）全日本空道連盟
大道塾　西尾支部

空手
大道塾は、実戦的でありながら社会に認知される武道スポー
ツ＝空道（くうどう）を普及させ青少年の健全育成を目指してい
ます。

毎週１回　土曜日
　　 午後６時３０分～８時

八ッ面ふれあいセンター  ５０名
月額３，０００円

保険(年)１，８００円
募集中

2 子ども空手 空手
空手３つの基本（生活、運動、空手）　　全日本空手道選手権
大会　愛知県岐阜県北信越大会

毎週２回　火・木曜日
　　 午後５時～９時

鶴城ふれあいセンター  ３名 月額５，４００円 募集中

3 日本空手道　不動会 空手 ４歳～大人まで空手の練習を行っています。
毎週土曜日
　　　午後６時～８時

福地ふれあいセンター  ３０名 月額４，５００円 募集中

4 日本空手道　桜武会 空手の稽古
桜武会では、空手を通じ礼儀を身に付け、挨拶、返事をしっか
り出来る子供を育てます。お気軽に参加して下さい。

毎週２回　水・金曜日
　　 午後６時３０分～８時

米津ふれあいセンター  １０名 月額４，０００円 募集中

5 空手道　桜塾 空手の稽古
３歳以上でしたらどなたでも参加できます。空手の動きを取り
入れて楽しく体を動かします。

毎週１回　火曜日
　　 午後７時３０分～９時

幡豆公民館  １０名 月額４，３２０円 募集中

6 峰武塾 空手道
団体設立平成１８年、少年少女空手教室です。ママさんフィット
ネスクラスも開講しています。よろしくお願い致します。

毎週２回　火・木曜日
　　 午後６時～９時

西野町ふれあいセンター  ３０名 月額３～４，０００円 募集中

7
日本空手道不動会
西尾東

空手道
私たち空手道不動会は、心と体を鍛えて心身共に成長するこ
とを主にがんばっています。親子でも楽しく出来る空手道を目
指しています。

毎週　水曜日
　　 午後７時～９時

三和ふれあいセンター  ２２名 月額３～４，０００円 募集中

8
米津不動会（日本空
手道不動会）

空手道教室
心と身体を鍛える塾として、人を思いやる心と集中力を高める
ための体力と静と動の一時間で身に付ける修行。

毎週１回　火曜日
　　 午後６時～７時

米津ふれあいセンター  ２０名 月額４，３００円 募集中

9 日本空手道拳和会 空手道の練習
心・技・体、国体、大学、高校、中学、小学の全国大会に向け
て練習しています。２０２０年の東京オリンピックでは空手道参
加です。

毎週１回　土曜日
　　 午後５時～７時

幡豆公民館  ２０名 月額３，０００円 募集中

11 八寿会気功クラブ 気功体操 ゆったりとした気功体操で体をきたえて老化防止をします。
毎月２回　第２・４水曜日
　　 午前１０時～１１時

八ッ面ふれあいセンター  ９名 年額３，０００円 募集中

12 気功同好会　香 気功の練習 ゆったりとした呼吸と動きで心と身体をほぐします。
毎週１回　 火曜日
　　午後１時３０分～３時３０分

中央ふれあいセンター  １０名 月額１，５００円 募集中

14 米津太極拳クラブ 健康太極拳 健康・友好・和平を目ざし活動しています。
毎月３回　土曜日
　　 午後２時～４時

米津ふれあいセンター  １７名 月額１，５００円 募集中

15 太極拳さわやか 太極拳
姿勢を正しくゆったりとした動作を楽しみながら心と体を鍛え、
健康増進を図っています。講座より発足した初心者のサーク
ルです。皆さん気軽に見学に来てください。

毎月２回　第１・３火曜日
　　 午前９時３０分～１１時

米津ふれあいセンター  ９名 月額１，５００円 募集中
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16 八ッ面太極拳 太極拳
楊名時太極拳は心と体を元気にしてくれる健康太極拳、人と
競わず深い呼吸でゆったりまろやかな動きで誰もが無理なく
長く続けられます。

毎月４回　火曜日
　　 午前１０時～１１時３０分

八ッ面ふれあいセンター  １８名 月額１，５００円 募集中

17

つるしろスポーツクラ
ブ
西野町太極拳

太極拳
楊名時太極拳。深く長い呼吸に合わせてゆったりした動きの
健康太極拳です。明るく楽しくやってますので是非見学に来て
ください。

毎月３回　土曜日
　　 午前９時３０分～１１時

西野町ふれあいセンター  ２０名
３ケ月５，０００円

＋年会費
募集中

18 ひまわり太極拳 太極拳
太極拳は、体力・年齢に関係なく「深い呼吸とゆったりとした動
き」で、身体と心を鍛えます。いつからでも、いつまでも続けら
れます。

毎月３回　木曜日
　　 午前９時３０分～１１時

横須賀ふれあいセンター  ２０名 月額２，４００円 募集中

19 矢田太極拳の会 太極拳
誰でも、いつでも、どこでもを基本にその日の体調に合せ、無
理のない動きでいいんです。続ける事で“効果”を感じられま
す。

毎週１回　火・木曜日のどちらか
　　火　午後２時～３時３０分
　　木　午後７時～８時３０分

矢田ふれあいセンター  ３５名 月額２，０００円 募集中

20
からだにやさしい太極
拳

太極拳
体にやさしい太極拳は、あなたの呼吸、心身を整えていきま
す。太極拳をして足・腰を丈夫に長生きをしましょう。

毎月３回　第１・３・４金曜日
　　　午前１０時３０分～正午

福地ふれあいセンター  ２０名 月額１，８００円 募集中

22 太極拳サークル 太極拳
ゆったりとした動きの中で、姿勢を正しく継続することにより健
康長寿を目ざす。楽しく、健康増進に太極拳を行っています。

毎月２回　第１・３水曜日
　　 午前１０時～正午

吉良町公民館  ９２名 月額１，５００円 募集中

23 太極拳クラブ
楊名時八段錦・太極
拳

入門講座終了後発足１８年目になります。石川先生の笑顔と
熱心なご指導により、健康、友好、平和を願ってお稽古をして
います。

毎月３回　金曜日
　　 午後１時３０分～３時

寺津ふれあいセンター  ２１名 月額１，７００円 募集中

24 寺津いきいき体操 健康体操
自彊術と軽快な音楽に合わせ体を動かしています。自分に
合ったペースで笑いながら、汗をかきながら楽しんでいます。

毎週火曜日
　　　午後２時～３時
毎週水曜日
　　　午後７時３０分～８時３０分

寺津ふれあいセンター  ４０名 月額２００円 募集中

25 リフレッシュ体操
健康、老化防止、心
身共にリフレッシュ

軽快な音楽に合わせて、柔軟体操やゲームを盛り込んだ体操
等々・・・楽しく体を動かして汗をかいています。参加してみま
せんか。

毎週１回　金曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

米津ふれあいセンター  １３名 月額２，０００円 募集中

26
米津さわやか会　健
康体操

健康体操
自分の健康の為におこなっています。死ぬまで動けるように、
腰痛・ひざ痛・肩こりを改善できるように動かせています。

毎月２回　第２・４土曜日
　　 午前９時～１１時３０分

米津ふれあいセンター  ２３名 年額４，４００円 募集中

27 棒ビクス 健康体操
４０代から６０代の女性グループです。音楽に合わせて、棒を
使ったストレッチや体を動かし仕事や家事で凝り固まった体を
楽しくほぐしています。

毎月３回　木曜日
　　 午前９時４５分～１１時

福地ふれあいセンター  １０名 月額２，０００円 募集中

28 花梨 健康体操
健康になるための運動　・姿勢が良くなる運動　・体の調子が
良くなる運動（高齢者にいいです。）

毎月４回　火曜日
　　 午後７時３０分～８時３０分

室場ふれあいセンター  ８名 月額３，７８０円 募集中
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30 ３Bさわやかクラブ 健康体操
３B体操で元気にをモットーに健康づくりをしています。ストレッ
チ、筋力アップ、有酸素運動、遊びを取り入れ、仲間と楽しみ
ながら活動します。

毎月４回　金曜日
　　 午前１０時～１１時３０分

吉良保健センター
横須賀ふれあいセンター

 ２２名 月額２，０００円 募集中

32
西尾市グラウンド・ゴ
ルフ協会一色支部

グラウンド・ゴルフ
各地区団体との友好を深め互いにコミュニケーションを計り健
康の増進を計る

毎月１～２回　水～木曜日
　　 午前８時３０分～１１時３０分

一色町公民館  １６２名
年額２，０００円
＋大会３００円

募集中

33 ヘルシー３Ｂ体操 ３Ｂ体操
３Ｂ体操の用具、ボール、ベル、ベルターを使用し、音楽にあ
わせて体を動かします。年齢に関係なく楽しめる健康体操で
す。

毎週１回　 水曜日
　　午前１０時～１１時３０分

中央ふれあいセンター  １０名 １回５００円 募集中

34

つるしろスポーツクラ
ブ　エンジョイダンス
☆ダンスエアロ

エアロビクス
楽しく体を動かし、筋トレやストレッチもしっかり行います。３日
の鶴城ふれあいフエスタでは発表もしています。

毎月３回　木曜日
　　 午後７時～８時３０分

鶴城ふれあいセンター  ２０名
月額２，０００円

＋年会費
募集中

35 かんたんエアロビクス エアロビクスレッスン
私達は普段使わない筋肉を伸ばしながら、簡単なエアロビク
スを楽しく踊り、たくさんの汗をかき、運動不足やストレス発散
をしています。

毎月２回　第２・４日曜日
　　午前１０時～１１時

寺津ふれあいセンター  ５名 月額約２，５００円 募集中

36 自己調整サークル
イスを使ったエアロ
ビックス

いつからでもスタートできる中度の運動なので体力に関係なく
参加出来ます。

毎週１回　金曜日
　　 午前９時１５分～１０時１５分

米津ふれあいセンター  １２名 月額３，０００円 募集中

37 Berry Berry Belly ベリーエクササイズ
ベリーダンスの動きを取り入れた「ベリーエクササイズ」骨盤を
意識して動かすのでウェストのシェイプアップ効果抜群です！

毎月２回　第２・４木曜日
　　 午後５時～８時１５分

八ッ面ふれあいセンター  １０名 1回１，５００円 募集中

38 Plie バレエストレッチ
バレエの動きを取り入れ、主に床上で行うストレッチです。バレ
エ経験の有無を問わず小学生～大人まで楽しく活動していま
す。

毎月４回　金曜日
　　 午後７時３０分～９時

八ッ面ふれあいセンター  ２０名 問合せ 募集中

39
ミュージック　セラピー
三和

音楽療法
歌って・聴いて・動いて・奏でて　笑ったり、困ったり　みんなの
ふれあいを大事にしています。音楽の力すごい！

毎月２回　第１・３金曜日
　　 午前１０時～１１時３０分

三和ふれあいセンター  １５名 ３ケ月３，０００円 募集中

40 自彊術サークル 自彊術
自彊術は誰にもできる万病克服の治療体操です。膝、腰、肩
等の痛みのある方、一緒に体操しましょう。痛みが楽になりま
す。

毎週１回　木曜日
　　 午前１０時～１１時３０分

吉良町公民館  ６３名 月額３，０００円 募集中

41 少林寺拳法 少林寺拳法の練習

少林寺拳法では、それぞれの人が一生懸命練習に励み少し
でも自分を変えようと頑張っています。大切なのは一歩一歩着
実に自分を磨くことだと思います。努力、修練を通して将来
リーダーシップのとれる子を育成していくことが私たち少林寺
拳法の目標です。

毎月２回　第１・３土曜日
　　 午後６時２０分～９時

横須賀ふれあいセンター  ６０名 要問合せ 募集中

42 自力整体 自力で整体
健康な体づくりを基に体のゆがみ、リンパの流れを良くして健
康長寿を目指していきます。

毎週１回　日曜日
　　 午後７時～９時

鶴城ふれあいセンター  ７名 月額５，０００円 募集中
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43

N－IMT’C（西尾イン
ナーマッスルサーク
ル）

深層筋を鍛え、柔軟
な体づくりをします。

お腹が出てきたなぁーと気になる男性を対象とした「ストレッチ
de体幹トレーニングfor MEN」を月２回程度、鶴城ふれあいセ
ンターにて活動しています。

毎月２回　第２・４土曜日
　　 午後７時２０分～８時５０分

鶴城ふれあいセンター  １３名 月額１，０００円 募集中

44
スポーツウェルネス
吹矢　福地Ａ

スポーツウェルネス
吹矢

年齢を問わず、誰でも手軽に楽しくゲーム感覚で出来るス
ポーツです。腹式呼吸が身に付き、健康効果が期待できま
す。

毎月２回　第２・４水曜日
　　午前９時３０分～１１時３０分

福地ふれあいセンター  １６名 月額２，０００円 募集中

45
スポーツウェルネス
吹矢　福地Ｂ

スポーツウェルネス
吹矢

健康効果が期待できる腹式呼吸法で、楽しくおもしろく、ゲー
ム感覚でスポーツウェルネス吹矢を楽しんでいます。

毎月２回　第２・４水曜日
　　　午後１３時３０分～１５時３０
分

福地ふれあいセンター  １７名 月額２，０００円 募集中

46
スポーツ吹矢中央教
室

スポーツ吹矢
小学生４年生以上、誰でも気軽に楽しく、おもしろく、自然に複
式呼吸が出来る。

毎月２回　第２・４火曜日
　　午前９時３０分～１１時３０分

中央ふれあいセンター  ８名 月額２，０００円 募集中

47 スポーツ吹矢三和 スポーツ吹矢
複式呼吸で５～１０ｍ先の的に向け、短く一気に吹きます。年
齢を問わずどなたも気軽に出来る室内のスポーツです。（小学
生以下は大人の付添要）

毎月２回　火曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

三和ふれあいセンター  ７名 月額２，０００円 募集中

48
西尾市スポーツ吹矢
協会西尾南翼支部

スポーツ吹矢
スポーツ・ウェルネス吹矢により「健康の維持向上と人の輪づ
くり」と活動しています。西尾市内１１教室（西尾翼支部）の人
たちと活動しています。

毎月２回　第２・４日曜日
　　 午前９時３０分～１１時３０分

矢田ふれあいセンター  １３名 月額２，０００円 募集中

49 米津翼 スポーツ吹矢
楽しく、おもしろく、スポーツ吹矢で腹式呼吸が自然に身につき
健康に。

毎月２回　第１・３木曜日
　　 午後７時～９時

米津ふれあいセンター  １０名 月額２，０００円 募集中

50
スポーツウエルネス
吹矢西尾絆

スポーツ吹矢
スポーツ吹矢は日本で始まったスポーツです。将来は国体に
参加する予定です。吹矢は腹式呼吸で行う為、健康によいと
いわれます。子供から老人まで楽しめるスポーツです。

毎月２回　金曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

幡豆公民館
室場ふれあいセンター

 １５名
月額２，０００円
＋年３０００円

募集中

51 米津卓球クラブ 卓球
当サークルは、会員の親睦と健康の増進を旨として活動して
います。

毎週１回　水曜日
　　 午前９時３０分～正午

米津ふれあいセンター  １９名 年額６，０００円 募集中

53
茶ノ花会
卓球部

卓球練習
西野町茶ノ花会（老人会）の卓球部で健康維持目的に仲間同
士で楽しく体を動かしています。ラージボールと硬球ボールの
２種に分け和気あいあい楽しんでいます。

毎週２回　火・金曜日
　　 午後１時～４時

西野町ふれあいセンター  ２３名 月額１，０００円 募集中

55
ＹＬＣ（米津ラージボー
ルクラブ）

ラージボール卓球
初心者の人でもラリーを楽しめるクラブです。今若干名の新規
参加者募集中、一度練習日見学にきてください。

毎週１回　火曜日
　　 午前９時～午後１時

米津ふれあいセンター  １７名 年額６，０００円 募集中

56
茶ノ花会
ラダーゲッタークラブ

ラダーゲッターの練
習

ラダーゲッターは誰でも楽しめるニュースポーツです。元気な
高齢社会を目指し、西野町茶ノ花会の新しいクラブとして発足
しました。

毎月２回　主に土曜日
　　 午前９時３０分～１１時３０分

西野町ふれあいセンター  ３０名 年額１，０００円 募集中
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57
西尾市地域包括支援
センター鶴城

地域健康運動
市内在住の６５歳以上の方を対象に、「介護予防」をテーマに
講話、健康体操、レクレーションなどを行います。みんなで楽し
みながら健康づくりをしましょう。

毎月２回　第２・４火曜日
　　 午前１０時～１１時３０分

西野町ふれあいセンター  ２０名 ０円 募集中

59 野歩クラブ
登山、登山勉強会、
体幹体操

還暦記念に「富士山に登りたい」から始まった「野歩クラブ」に
市の講座「山歩き始めましょう」の受講生を加えて発展してき
た団体です。

毎週１回　月曜日
午前８時～１１時　茶臼山トレッキング
毎月２回　第１・３水曜日
午後７時３０分～８時３０分　勉強会・体
操
毎月１回　日帰り登山

室場ふれあいセンター  ２５名 実費 募集中

61 Ｓｈel  PＡＲＫ
バランスボールエク
ササイズ

バランスボールを使った有酸素運動に、筋トレ、ストレッチ、脳
トレなどを組み合わせたエクササイズを行います。

毎月１回　第２火曜日
　　 午後７時～８時１５分

米津ふれあいセンター  ５名 １回１，０００円 募集中

62 お寺ヨガ
美姿勢コアトレーニ
ング・リラックスヨガ

丁寧に体を暖め、バランスを整えて、本来の美しく健康な体に
近づけます。自律神経も整え、深いリラックスを味わいます。

毎週１回　日曜日
　　 午前９時～１１時３０分

鶴城ふれあいセンター  １２名 月額４，０００円 募集中

64
骨盤矯正楽々メイン
テナンス

骨盤の整え、体力づ
くり、YOGA

骨盤を整え健康で元気に生活を送る為、体力づくりをしていま
す。個々のペースで自分の体と向き合うサークルです。

毎月３回　水曜日
　　 午前９時３０分～１１時

鶴城ふれあいセンター  １５名 １回５００円 募集中

65 ロハスクラブ
（木）ヨガビクス
（金）バランスヨガ

筋肉をほぐしポーズが楽になります。ヨガとアロマテラピーで心
身共にリラックス。身体を動かす事が楽しくなります。

毎週木・金曜日
　　午前１０時～１１時３０分

中央ふれあいセンター  １０名 １回１，０００円 募集中

66 ピーチヨガ横須賀
①美姿勢トレーニン
グ
②リラックスヨガ

全身を丁寧にほぐし、本来の元気な体に近づけます。自律神
経のバランスを整え深いリラックスを味わいます。和気あいあ
いとしたアットホームな雰囲気です。

毎月２回　第１・３火曜日
　　　午後２時～４時１５分

横須賀ふれあいセンター  ８名 月額５，０００円 募集中

67 リフレッシュヨガ 健康・体力作り・ヨガ
１日の終わりに呼吸に合わせて体を動かすことで、心も身体も
リフレッシュしていきます。

毎週１回　木曜日
　　 午後７時～８時１５分

米津ふれあいセンター  １２名 月額２，０００円 募集中

68 プラナサークル バランスヨガ
筋肉をほぐしヨガのポーズが楽になります。ヨガとアロマテラ
ピーで心身共にリラックス。身体を動かす事が楽しくなります。

毎月４回　火曜日
　　 午前１０時～11時３０分

鶴城ふれあいセンター  １０名 １回１，０００円程度 募集中

69
体にやさしいヨーガ金
曜日

ヨーガ
月3回先生の楽しい指導のもと、元気で長生きできるように活
動しています。

毎月３回　金曜日
　　 午前９時２０分～１０時２０分

福地ふれあいセンター  ２４名 月額１，６００円 募集中

70 楽Ｙoga ヨガ
健康生活の為、ヨガを通して呼吸や身体を整えています。年齢
や体力に合わせて個人のペースで参加できます。

毎月２回　第１・３火曜日
　　午後１時３０分～３時

中央ふれあいセンター  ２０名 １回５００円 募集中

71 いきいきヨーガ ヨガ
日々、体が硬く、ゆがんできます。体感を鍛え体をおもいっきり
伸ばして柔らかくしてゆきます。ほぐれて楽になってきます。

毎月１回　木曜日
　　 午前１０時～１１時３０分

米津ふれあいセンター  １３名
１回９００円

月１回部屋代１００
円

募集中
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72 ビジャワーク ヨガ
ヨガ未経験の方や運動神経の有無に関わらず、ご自身のペー
スで無理なく取り組めるヨガクラスです。

毎週各１回　水・金曜日
　　 午後６時～７時
　　 午後７時１５分～８時１５分

福地ふれあいセンター  ２５名 月額４，０００円 募集中

74 ヨガサークル ヨガ

肩こり、腰痛、疲れ易い、冷える等の不調を改善するインドか
ら伝わる古典のヨガをお伝えしています。何となくイライラす
る、日常が楽しくないという方もヨガをして毎日を楽しく過ごしま
しょう。

毎月３～４回　火曜日
　　 午前９時３０分～１０時３０分

西野町ふれあいセンター  ６名 ２カ月６，０００円 募集中

75 メンテナンスヨガ ヨガ
「アクティブ」と「リラックス」の動きをバランスよく使いカラダとコ
コロをメンテナンスしていきます。

毎週１回　水曜日
　　 午後７時～８時３０分

西野町ふれあいセンター  ３０名 １回５００円 募集中

76 ヨガですっきり ヨガ
運動不足解消の為、みんなでわきあいあいと楽しくヨガをして
います。

毎週１回　金曜日
　　 午後１時３０分～３時

八ッ面ふれあいセンター  １０名 月額３，５００円 募集中

77 ヨガ　ビジャワーク ヨガ
ヨガ未経験の方や運動神経の有無に関わらず、ご自身のペー
スで無理なく取り組めるクラスです。

毎月１回　第２又は・３日曜日
　　 午後２時～４時３０分

室場ふれあいセンター  １０名 １回１，５００円 募集中

78 にじいろヨガサークル ヨガ
西尾市の生涯学習講座終了から、希望者で立ち上げたヨガ
サークルです。ヨガで心と身体を整えて健康な身体作りをして
いきます。

毎月２回　近曜日
　　 午後１時３０分～２時３０分

一色地域交流センター  ８名 月額２，０００円 募集中

80 ヨガサークル　スリヤ ヨガ
ゆったりした呼吸と流れる様な動きのヨガを行っています。運
動の強度としては中程度です。

毎月２回　第２・４水曜日
　　 午後２時３０分～３時４５分

幡豆いきいきセンター  ９名 月額１，０００円 募集中

81 パドマヨガサークル ヨガ
様々な年代の方が、気持ちよく身体を動かしヨガを楽しんでい
ます。体験レッスンもできます。

毎週　水曜日
　　 午後７時～８時

矢田ふれあいセンター  １５名
１回１，０００円
体験５００円

募集中

82 ヨガひろば ヨガ・ストレッチ ヨガ・ストレッチを楽しく行っています。男性も大歓迎です！
毎月２回　第１・３土曜日
　　 午後７時～８時１５分

八ッ面ふれあいセンター  １０名 １回１，０００円 募集中

83 ヨガサークル和み
ヨガの練習、笑いヨガ
の体験

心身の健康と体力維持、日頃のストレス解消のため、ヨガ、笑
いヨガを練習して楽しむサークルです。初心者向けで老若男
女問わず。

毎週１回　土曜日
　　 午前９時～１１時

矢田ふれあいセンター  ８名 月額２，０００円 募集中


