
索引方法
　１　御希望の団体区分を選び、掲載№を確認
　２　次ページ以降の表から、該当する掲載№の団体を閲覧

団体区分 掲載№ 団体数 会員数 備　　　　考

全　　　　体 1～85 85 2,297

文 化 系 1～5 5 293

オペラ 1 1 41

消防少年団 2 1 38

子　供　会 3 1 106

ボーイスカウト 4～5 2 108

体 育 系 6～85 80 2,004

空　手　道 6～10 5 123

器械体操 11～13 3 68

剣    道 14～21 8 283

サッカー 22～32 11 518

柔　　道 33～37 5 108

少林寺拳法 38 1 22

新 体 操 39～44 6 72

スポーツチャンバラ 45 1 24

体　　操 46～49 4 61

ダ ン ス 50～54 5 96

バスケットボール 55～62 8 121

バドミントン 63 1 20

バレーボール 64～69 6 84

ビーチボール 70 1 18

フットサル 71～72 2 46

野　　球 73～85 13 340



№ 分野 団　体　名 活動目的 団体ＰＲ 会員数 活動拠点 活動日時 会　　　費 代表者氏名
代 表 者
電話番号

1 オペラ
西多摩・子どもオペラ
による街づくりの会

オペラ練習や公演を通じて心
豊かな成長や協調性、作品を
作り上げる達成感を味わい、
健全な心身を養う。

市内在住の小学生、中学生を中心と
したオペラ教室を開催します。隔週
日曜日にネッツたまぐーセンター、新
町市民センターにて練習。教室の仕
上げには成果発表公演を行います。

41
ネッツたまぐーセン
ター、新町市民セン
ター

隔週日曜日、午後
１時～５時

１回2,000
円

谷畑　あずみ 090-8490-2477

2 消防少年団 青梅消防少年団

少年団活動を通じて、少年少
女の健全な育成並びに防火
防災に関する知識及び技術
の習得を図り、地域住民に対
する防火防災思想の普及に
寄与することを目的としていま
す。

市内在住の小中学生を対象とした消
防少年団です。毎月２回程度活動
し、防火防災力の向上を図るととも
に、鼓笛隊を編成し、消防団出初
式、青梅マラソン、観梅祭りなどで毎
年パレードを行っています。

38
青梅消防署ほか市
内

月2回日曜日 月額300円 木下　幸司 78-8616

3 子供会
大門地区子供会育成
会

加盟団体の主体性を尊重し、
相互の連絡と強調並びに各子
供会の健全な育成を図る

球技大会（ミニサッカー、ミニバス
ケ）、ビーチバレーボール大会等を
開催し、地区交流、各子供会との交
流を図り、スポーツを通じて子供達
の育成を行っております。

106
第三小学校、大門
市民センター

６月 球技大会・練
習会　毎週日曜
日：9：00～15：00　
他

月額100円 清水　輝英 27-4372

4
ボーイスカウ

ト
ボーイスカウト青梅第
２団

　ボーイスカウトは、仲間たち
と自然の中で遊びながら、い
ろいろなことを学び、身につけ
て、より良き社会人を目指す
活動です。

　健全な青少年育成を目指した世界
172か国で加盟約5,700万人の仲間
がいる社会教育団体です。活動は主
に野外が中心です。年令によりビー
バー、カブ、ボーイ、ベンチャー、ロー
バーの5部門があり、それぞれの子
どもたちの個性と成長を十分考え、
一貫した教育制度によって運用され
ています。

68
野外、長淵市民セン
ターほか各市民セ
ンター

土・日曜日　9：00
～16：00

入会金
3,000円年
額15,000
円、登録保
険料6,550
円

佐藤　浩 32-7181

2



№ 分野 団　体　名 活動目的 団体ＰＲ 会員数 活動拠点 活動日時 会　　　費 代表者氏名
代 表 者
電話番号

5
ボーイスカウ

ト
ボーイスカウト青梅第
４団

ボーイスカウト活動を通し、青
少年の健全な育成を図る

健全な青少年育成を目指した世界
的社会教育団体で、活動は主に野
外が中心です。年令により５部門の
隊があり、それぞれの子どもたちの
個性と成長を十分考えた教育制度
により運用されております。

40
野外、河辺市民セン
ター、東青梅市民セ
ンター

土・日曜日、9:00～
17:00

月額2,000
円（含保険
代）

笠原　　功 23-0694

6 空手道 ＳＫＩＦ若草支部
空手道を通じて健全な心身を
養う。

青梅市内在住、在学の小・中学生を
対象とした空手クラブです。毎週土
曜日・日曜日に若草小学校体育館
にて練習を行っております。

34 若草小学校体育館
毎週土・日曜日　
16：00～19：00

月額2,500
円

大輪田　昌朋 090-3401-6223

7 空手道 青梅幸道会
空手道を通して青少年の健全
なる育成を図る。

空手道を通して空手技術の指導、
礼、精神力の育成を図ることを目的
として活動。

15 新町小学校体育館
毎週土曜日　9：30
～11：30

月額2,500
円（家族2
人目から
1,500円）

田村　幸保 84-0959

8 空手道
青梅市空手道連盟　
永山支部

本会は空手道を通して青少年
健全育成と体力向上及び空
手道の普及発展並びに会員
相互の親睦に寄与することを
目的とする。

空手道大会の開催、段位審査会の
開催、技術研修会の開催、関係団体
の実施する諸事業に対しての協力
援助。親と子の親睦、楽しい空手を
指導します。

42
青梅市永山公園体
育館

毎週　月・水・金曜
日　17：30～21：30

月額3,000
円

嶋崎　壽勝 090-5788-6212

3



№ 分野 団　体　名 活動目的 団体ＰＲ 会員数 活動拠点 活動日時 会　　　費 代表者氏名
代 表 者
電話番号

9 空手道
青梅市空手道連盟　
長淵空手教室

空手
就学前から中学生まで一緒に練習
を行っています。

13 長淵市民センター
毎週水・土曜日　
19：30～21：20

月額3,000
円

小林　甲子夫 22-3053

10 空手道
青梅市民空手道愛好
会

青少年の健全なる育成

小・中学生を対象とした空手道教室
です。指導は、元全日本代表選手と
全国大会優勝経験者が行っておりま
す。

19
大門市民センター
体育館

毎週土曜日、17：
00～19：30

月額1,500
円

木嵜　邦久 23-2384

11 器械体操 小曾木体操クラブ

器械体操指導を通して、健全
な精神・身体の発達を助成
し、スポーツの振興を図ること
を目的とする。

基本的に年中児から中学生を対象
とした体操クラブです。毎週土曜日
17：15～19：30、毎週日曜日15：15～
18：30、小曾木市民センター体育館
で練習してます。

25
小曾木市民セン
ター体育館

毎週土曜日17：15
～19：30、毎週日
曜日15：15～18：30

月額4,000
円

高野　好 090-3916-4240

12 器械体操
SOTENスポーツ青梅

体操クラブ
体操を通して体力と技術の向
上を図り、健全な心身を養う。

霞台小学校及び市内市民センター
体育館にて活動しています。指導員
は地域の体操経験者を中心に構成
されており、力のある指導員が一人
ひとりとしっかり向き合うことで個々
の能力を確実に引き上げます。

17
霞台小学校、市内
市民センター体育
館

月曜日 16:00～16：
55、土・日曜日17：
20～21：30のうち
55分

月額6,000
円

藤原　潤 070-8456-3669

4
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13 器械体操
ルミナス青梅体操クラ

ブ

体操を通して健康な身体と洗
練された技術を身につけると
ともに健全な人間性を育む

広々とした体育館を存分に利用し、
走ることや転がること、逆上がりや開
脚とびなど基本的な技から競技的な
ものまで幅広く練習します。体操に
精通した指導者による指導が受けら
れるので、楽しく安全にかつ効率良く
上達していくことができます。それぞ
れのレベルに沿って段階的に練習す
るので、体操が初めてでも無理なく
参加できます。

26
小曾木市民セン
ター、今井小学校　
体育館

月・火・木曜日
15:00～19：30のう
ち55分

月額6,000
円

藤原　潤 080-8891-1432

14 剣道 青梅中央道場

剣道の稽古を通して、体力、
気力を錬成し、合わせて礼節
を培うことを目標としていま
す。

毎週火・木・土の３回の稽古を健康、
試合、段・級審査等の目標を持ち、
楽しく、厳しくをモットーとして行って
います。小学生から成人まで皆で一
緒に稽古できます。ぜひあなたも竹
刀を持ち、キリッとした時間を過ごし
ませんか？

47
天ヶ瀬体育館・永山
公園体育館

天ヶ瀬体育館：毎
週土曜日　15：00
～17：00（市剣道教
室）、17：00～19：
00（中央道場）
永山公園体育館：
毎週火・木曜日18：
30～21：30

年額　小学
生15,000
円、中学生
10,000円

伊藤　文隆 22-0858

15 剣道 青梅錬心舘
剣道を通して青少年の健全育
成を図る

　礼に始まり礼に終わるという日本
古来の武道の精神を重んじ、学校教
育に準じた青少年健全育成を目指し
ている団体です。剣道の戦績につい
ては西東京を代表する道場で、全国
規模で名前が通っています。

55 第一中学校武道場 火・水・金・土曜日
月額2,000
円

井上　一彦 090-9104-6707

16 剣道 小曽木剣道会
剣道を通して、青少年の健全
育成を養う

小中学生を対象にした剣道教室で
す。各種剣道大会、級・段審査会へ
の参加、親睦会と楽しい会です。入
会大歓迎

23
小曾木市民セン
ター体育館

毎週金曜日：17:00
～19：30、第１・第
３土曜日：13：00～
15：00

年額5,000
円

木村　一茂 23-0418

5
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17 剣道 霞剣友会
剣道修業による青少年の健全
育成

・主に小中学生を対象とした団体
・週３回、大門市民センター体育館を
中心に活動
・年１回の剣道大会の開催および他
団体主催の大会への参加

34
大門市民センター
体育館

火・木曜日 17：45
～19：15、土曜日 
17：00～18：30

年額5,000
円（特別会
員2,000
円）

原島　和久 32-8426

18 剣道 新町剣道教室
剣道を通して、心身の鍛錬、
青少年の健全育成を図ること
を目的とする。

剣道の稽古、試合前の特別稽古、教
室内剣道大会。初心者の方、大歓迎
です。

49
新町市民センター
体育館、新町小学
校体育館

日曜日10：00～12：
00、水曜日18：00
～20：00

年額2,000
円

杉山　英子 080-7965-4208

19 剣道 玉流剣道会
剣道の稽古を通した青少年の
健全育成

本会は、昭和50年10月に地域の剣
道愛好者により設立された団体で、
地域の青少年が剣道の稽古を通し
て礼儀作法を身につけるとともに、
心身の正しく・たくましい成長を目指
して活動しています。入会は随時受
け付けしています。

24

長淵市民センター
体育館（火・土）、第
二小学校体育館
（木）

火曜日（小学生17：
30～19：45、中学
生19：45～21：30）
木曜日（小学生18：
30～20：15、中学
生19：45～21：15）
土曜日（17：30～
19：15）

年額5,000
円+小中学
生会員は
父母会費
年１万円

関塚　泰久 24-7238

20 剣道 御岳剣道双葉会
剣道の指導を行い青少年の
健全な心身を養う。

市内三田地区周辺の小中学生を対
象に剣道の指導を通じて青少年健
全育成を目的に活動しています。昭
和８年発会以来８９年一環として青
少年健全育成に取り組み、市民大会
等で活躍しています。

26
沢井市民センター
体育館

毎週火、金、第２第
４水曜日 17：30～
19：30

年額4,000
円

青木　照和 21-3935

6
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21 剣道 東青梅剣道教室
日本の伝統文化である剣道
学習をとおした青少年の健全
育成

本会は、小学生及び中学生を対象と
して開催される青梅市剣道スポーツ
教室の指導者、生徒を主体に構成
し、教室の円滑なる運営と活動をと
おして青少年の健全育成に寄与す
ることを目的とする。

25
東青梅市民セン
ター

毎週水曜日：18：00
～19：30

月額500円 阪本　玄吾 24-8943

22 サッカー
ウエストジュニア　フッ
トボールクラブ

サッカーを通じて青少年の健
全な成長を図ることを目的と
する。

主に毎週土曜日に第六小学校のグ
ランドで練習しています。サッカーを
通して技術力だけでなく、協調性、思
いやり、忍耐力など精神面の力の成
長も大切にしていきます。

26
第六小学校グラウ
ンド、体育館など

毎週土曜日・祝日　
9：00～17：00

なし 鈴木　知 76-1919

23 サッカー
青梅２ＦＣ（オウメ２エ
フシー）

少年サッカー

東京都サッカー協会・東京都サッ
カー協会少年連盟・青梅市サッカー
協会に各加盟した、市内を中心とし
た少年少女サッカーの団体。青梅市
学校開放施設登録団体番号「R2年
度＝809」取得団体。チームプロ
フィール・チーム詳細情報は、チーム
ホームページ
http://www.ome2fc.com/に記載あり
ます。

81
青梅市立第二小学
校・第二中学校・他
市内公共施設

年間/毎週土・日曜
日、祝日および春/
夏/冬休み　他

月額：2,000
円　その他
新規入会金
等あり

川口　宙治 090-3001-5670

24 サッカー
青梅７サッカーサーク
ル

小学校年代から中学校年代
における技術の習得・体力の
増強をはかり、サッカーを通じ
て規則の大切さを覚えさせ
る。

基本練習を中心に個々の技術を高
め少人数での試合を主に、意思の疎
通・戦術等々の指導をしていく。練習
の成果が発揮できる場につなげてい
きたい。

15
小曾木市民セン
ターグラウンド

毎週木曜日　18:30
～20:30

なし 塩野　知昭 090-4211-5143

7
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25 サッカー 青梅ＦＣストロベリー
サッカーを通じて健全な心身
を養う。

市内在住の女子中学生を中心とした
サッカークラブです。週に４～５回活
動し、市内のグランド・中学校グラン
ドで練習や試合を行っています。昨
年度都の主管する４大会に出場して
ます。

20

新町中学校・吹上
中学校・青梅市民
球技場、東原公園
グランド他

毎週月・水・木曜日　
17：30～21：30、
土・日曜日　13：00
～17：00

月額3,000
円

阿久井　久美子 090-5196-7272

26 サッカー
青梅フットボールクラ
ブジュニア

少年サッカーを通じ、団体行
動やスポーツマンシップを育
む。

昭和５２年８月に永山公園グランドで
少年サッカー教室を開き、１０月に教
室に来ていた人を中心にクラブを発
足し今日に至ります。今年、令和４年
１０月で創立４５年を迎えた伝統のあ
るクラブです。

20
青梅市立第一小学
校　校庭

土・日曜日 9：00～
17：00

低学年月
額2,000
円、高学年
月額2,500
円

重田　佳宣 090-7219-4677

27 サッカー 霞ＦＣジュニア

本クラブは、少年少女の健全
育成のため、少年・少女サッ
カーの指導、運営及び普及活
動を行い地域に貢献する。

霞ＦＣジュニアのスローガンは「技と
心を磨く」です。あまり勝負にこだわ
らず、中学・高校と進んで立派に通
用する技術マナーを身につける指導
をしております。

63
青梅市立第三小学
校

毎週　土・日曜日　
9:00～17：00

規約のと
おり

奥富　孝夫 090-9833-8911

28 サッカー 河辺スーパーキッズ
河辺小学校を中心に青少年
の育成を目的とする。

サッカーというスポーツを通して心身
を鍛え、仲間と大切なコミュニケー
ションを学びましょう。

37 河辺小学校

土曜日・祝日　9：
00～17：00、第１・
３日曜日　13：00～
17：00

月額　
1,000円

宮崎　征広 33-5247

8



№ 分野 団　体　名 活動目的 団体ＰＲ 会員数 活動拠点 活動日時 会　　　費 代表者氏名
代 表 者
電話番号

29 サッカー
吉野フットボールクラ
ブ

父母と指導者が協力して児童
の健全な成長発展を図る。

市内在住の幼児及び小学生を対象
としたサッカークラブです。主に毎週
土曜、日曜日の午後に第五小学校
のグランドで練習しています。

44
第五小学校グラン
ド、体育館及び沢井
グランド等

毎週土曜、第1・3・
5日曜日　13：00～
17：00

月額　4年
生まで
1,500円　
5,6年生
2,000円

濱中　正和 76-2564

30 サッカー 若草ＦＣ
　サッカーを通じて、子供達の
心と身体の健全育成に努め
る。

　青梅市内で活動しております少年
サッカーチームです。多数の試合、
練習に選手・コーチ・保護者と共に楽
しく活動しております。体験はいつで
もＯＫですのでぜひ参加して下さい。

36 霞台小学校校庭
毎週土・日曜・祝日　
9：00～17：00

月額2,000
円

波田野　英嗣 090-1034-2588

31 サッカー 青梅４サッカークラブ

サッカーの技術・体力の向上
を図るとともに、集団活動の中
で強い意志・協調性・礼儀正し
さを養い、中学校・ジュニア
ユースに繋げる指導のもと、
健全な選手の育成を目指す。

市内在住の小学生を対象としたサッ
カークラブです。毎週土曜日、日曜
日、祝日に青梅市立第四小学校グラ
ウンドで活動してます。各種大会に
参加してます。毎月体験会をしてま
す。

45
第四小学校グラウ
ンド

毎週土曜日、日曜
日、祝日

年会費
15,000円

渡邊　竜也 080-5674-8373

32 サッカー
青梅新町フットボール
クラブ

サッカーを通じて健全な心身
を養う。

主に新町小学校の児童を中心に、
新町小学校校庭、富士塚グランドで
サッカーの活動をしているクラブで
す。毎月（土）（日）（祭）に活動してい
ます。

131
新町小学校、富士
塚グラウンド

毎週土・日曜日・祭
日　9：00～日没

月額2,500
円

齊藤　博之 31-7049

9
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33 柔道 新町柔道会
柔道を通じて、礼儀作法を身
に付け、精神力・体力の向上
を図り、健全な心身を養う。

市内在住の小・中学生を対象とした
柔道会です。柔道を好きになることを
主眼に置いて頑張っています。柔道
に興味がある方、見学に来てくださ
い。

24
新町市民センター
体育館

－
年額3,000
円

小島　三男 21-7366

34 柔道 大門柔道教室
柔道を通じて健全な心身を養
う

市内在住の小、中学生を対象とした
柔道教室です。週５日の練習を総合
体育館、大門市民センターを中心に
活動しています。と大会、全国予選、
各種大会に出場しています。

13
大門市民センター
ほか

月、水、金、土、日
曜日

半年2,500
円

塩澤　有紀彦 090-4536-3157

35 柔道 永山柔道会
柔道に依る青少年の健全育
成に関わる実践及び目的達
成の事業

日曜柔道スポーツ教室の開催。青梅
市内外の試合への参加。市内清掃
行事への参加。明るく楽しく強い柔
道を目指し稽古を実践。

24
永山公園体育館柔
道場

毎週　火・木・土曜
日　17：30～

年額2,000
円　同一家
庭で１名増
える毎に
500円

梶浦　義己 23-2106

36 柔道 吉野柔道会
柔道を通じて、礼節の習得と
心身を鍛錬し、将来を担う少
年少女の育成と親睦を図る。

市内、吉野地区に在住の小、中学生
を対象とした柔道教室です。梅郷市
民センター体育館で稽古をしていま
す。寒稽古、鏡開き等により会員の
親睦を図っております。

30
梅郷市民センター
体育館

日曜日9：00～11：
00、水曜日17：00
～19：00

小、中学生
年額6,000
円

木村　雄太 090-2494-3103

10
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代 表 者
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37 柔道 三田柔道会
柔道の稽古、試合を通じて、
少年少女の健全育成を図る。

市内在住の小・中学生を対象とした
柔道クラブです。昭和５５年に発足
し、毎週木曜日に沢井市民センター
で稽古をしています。他に毎週土曜
日に青梅市主催の沢井柔道教室に
参加しています。

17
沢井市民センター
体育館

木曜日　17：00～
19：00　土曜日　9：
00～11：00

なし 遠藤　　巖 78-7610

38 少林寺拳法
青梅少林寺拳法連盟　
青梅永山支部

少林寺拳法を通じて、心と身
体の健全育成を図る。

７月東京都大会、８月全日本少年錬
成大会、１０月青梅大会などが主な
大会です。

22
永山体育館、住友
金属鉱山アリーナ
青梅

水・金・日曜日 月額500円 森田　東吾 22-2045

39 新体操 青梅市新体操クラブ
新体操の練習を主とした体力
作り

新体操祭・発表会に向けて、楽しく元
気に練習しています。

12
河辺市民センター
体育館他

火曜日16：00～19：
30、木曜日17：00
～19：00

月額4,000
円

中村　利菜 78-3012

40 新体操
青梅市新体操クラブ　
Ｓｗｅｅｔ　ピュア　Ｒ．Ｇ

新体操の練習を主とした体力
作り

選手を目指して練習に励んでいま
す。

12 市内各体育館
火曜日　17：00～
19：30

月額3,000
円

鈴木　優姫 090-8213-6730

11
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41 新体操
青梅市新体操クラブ　
河辺教室

新体操の練習を主とした体力
作り

新体操祭・発表会に向けて、楽しく元
気に練習しています。

12
河辺市民センター
体育館他

毎週土曜日13：30
～15：00

月額4,000
円

浅香　直美 090-8728-7572

42 新体操
青梅市新体操クラブ　
ピュア　Ｒ．Ｇ

新体操の練習を主とした体力
作り

オリンピック選手・オリンピック候補
選手を輩出しており、国体の強化指
定選手も多数選ばれています。

12 市内各体育館
日曜日　9：00～
15：00

月額3,000
円

佐々木　薫 080-5878-0712

43 新体操
青梅市新体操クラブ
長淵教室　金曜日

新体操の練習を主とした体力
作り

新体操祭・発表会に向けて、楽しく元
気に練習しています。

12
長淵市民センター
体育館他

毎週金曜日17：00
～19：30

月額4,000
円

八道　直美 042-554-7445

44 新体操
青梅市新体操クラブ
長淵教室　水曜日

新体操の練習を主とした体力
作り

新体操祭・発表会に向けて、楽しく元
気に練習しています。

12
長淵市民センター
体育館他

毎週水曜日15：30
～19：00

月額4,000
円

金子　尚実 090-3092-9266

12
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45
スポーツチャ

ンバラ
青梅スポチャンクラブ

スポーツチャンバラの精神と
技術の習得をすること、また、
様々なあそびを通して、会員
相互の親子親睦を図ることを
目的とする。

世界に広がる護身道スポーツチャン
バラ！体育館で空気の入った安全な
刀（小太刀・長剣）で楽しんでいま
す。体験大歓迎！また、今年度から
水曜日に月1～2回程度、様々なあ
そびも楽しみます。

24 河辺市民センター

月曜日　18：00～
19：30、水曜日（月
1～2回）15：00～
17：00

年会費
1,200円、
月額１人
1,000円

石嵜　香織 23-4358

46 体操
ＮＰＯ法人青梅こども
未来　飛ぶ教室ｉｎ新
町

生涯健康的に生きていくため
の、基本的な「心づくり・体づく
り・動きづくり・仲間づくり」

幼児（年中・年長）、小学生（１・２年）
を対象とした体操教室です。第１・２・
３・５金曜日の午後に、市民センター
体育館で活動しています。体をたくさ
ん動かして、楽しい時間を過ごせる
教室です。

19
新町市民センター
体育館

毎月第１・２・３・５
金曜日、幼児14：
30～15：40、
小学生15：50～17：
00

月額3,000
円（開催日
数により変
動）

持田　洋子 33-3392

47 体操
ＮＰＯ法人青梅こども
未来　飛ぶ教室ｉｎ大
門

幼児・小学生の体操教室。子
供の健康な体づくりを目的と
する。

園児（年中・長）、小学１・２年生を対
象とした体操教室。毎週火曜日の午
後に大門市民センター体育館にて活
動しています。体操の基礎を学び仲
間とチームワーク等を楽しく学べる
教室です。

15
大門市民センター
体育館

毎週火曜日　園児
14：30～15：40、小
学生15：50～17：00

月額4,000
円

二藤部　佳世子 090-4530-5293

48 体操 わんぱく教室 基本的な体づくりをする。

年中・年長、小学１・２・３年生を対象
とした専門の運動をする前の基本的
な体づくりをする教室です。（マット、
とび箱、鉄棒、なわとび、ボール）

13
沢井市民センター
体育館

毎週木曜日15:00
～17：00

月額3,000
円

片栁　宏美 78-8447

13
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49 体操 わんぱく新町教室 基本的な体づくりをする。

小学１・２・３年生を対象とした専門
の運動をする前の、基本的な運動を
する教室です。（マット・とび箱・鉄棒・
なわとび・ボール）

14
新町市民センター
体育館

毎週水曜日　15：
00～17：00

１回800円 佐藤　かおり 31-8021

50 ダンス In Village ダンス

青梅市立第三小学校元ダンス部メン
バーを主体として結成したダンス初
心者から経験者までのダンスサーク
ルです。全国大会で上位入賞したメ
ンバーが多く所属。「踊らないと僕ら
は始まらない」を合言葉に学年を超
えて教えあったり励ましあったりなど
ダンサーの主体性によるスキル向上
を図って、今年度も全国大会出場・
上位入賞を目指します。また、見て
いる人を楽しませるというダンスの特
徴を活かし、地域での活動を通じ
て、ふるさと青梅の地域活性化に貢
献していきます。

37
大門市民センター
体育館、ネッツたま
ぐーセンター

土・日・祝日
月額1,000
円

吉田　麻美 090-3520-5502

51 ダンス
アネラレイ子供フラダ
ンス

フラダンス

小学生中心のクラスです。練習に励
んでショーや大会も目指します。皆
仲良く和気あいあいとレッスンしてい
ます。

15
ネッツたまぐーセン
ター

月3回　金曜日
月額2,000
円

弓削　明子 080-4426-1594

52 ダンス
アネラレイジュニアタ
ヒチアン

フラダンス
中学生のクラスです。練習に励んで
ショーや大会も目指します。皆仲良く
和気あいあいとレッスンしています。

14
ネッツたまぐーセン
ター

月3回　金曜日
月額3,000
円

弓削　明子 080-4426-1594

14
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53 ダンス
青梅ジュニアダンスク
ラブ

キッズバレエ、ダンス、子ども
日舞、アジア舞踊など幅広い
踊りの習得と心豊かな人間性
を育て仲間との協調性を養
う。

習い事には最適！ジャンルにとらわ
れず、バラエティーに富んだ舞踊レッ
スンを週１回行っており、幼児から中
学生まで年齢や学校は違うけれど、
みんな仲良く、踊ることが大好きなダ
ンスクラブです。

13
ネッツたまぐーセン
ター

金曜日 16:00～
19:00、土曜日（月2
回） 15:00～17:00

金曜日　月
額3,000円
他

上田　智美 090-1602-1601

54 ダンス
マイレラウリイ　ケイ
キ

子ども　フラダンス

3歳～小学生を中心にフラダンスを
通して子どもたちのコミュニケーショ
ン能力、運動能力、自己表現力を豊
かにし、それぞれの夢や高い目標に
向かってチャレンジできるような子ど
もを育てていきます。地域のイベン
ト、フラコンテストなども、希望があれ
ば積極的に参加していきます。

17 今井市民センター
金曜日17：30～19：
30

月額3,000
円

橋本　妙子 080-4377-1109

55
バスケット

ボール
ＡＤＶＡＮＣＥ

バスケットボールを通じて協調
性や思いやりの精神、自主性
を尊重し健全な精神の育成に
寄与する事を目的とする。

ADVANCE（アドバンス）は、小5～中
3対象のバスケットボールスクールで
す。部活動の練習だけでは物足りな
い！個人スキルを磨きたい！そんな
皆さんの育成を目指し活動していま
す！

17 新町中体育館他
土・日曜日　夕方
から

月額3,000
円

豊田　真也 090-5507-1227

56
バスケット

ボール
ＡＳＰＳ．Ｊｒ（アスプ
ス．ジュニア）

ミニバスケットを通して、体力、
技術、チームワークを育てる。

市内の小学生を中心に毎週末、吹
上小体育館で練習・試合を行ってい
ます。青梅市・多摩・東京都ミニバス
ケット連盟に加盟、上位入賞を目指
し練習しています。初心者の方大歓
迎で、是非見に来て下さい。また、体
験も随時受付中です。

12 吹上小学校体育館
毎週土、日曜日9：
00～13：00および
9：00～18：00

月額1,500
円（３年以
下：1,000
円）

山田　　浩 22-3629

15
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57
バスケット

ボール
青梅二小ミニバスケッ
トボールクラブ

ミニバスケットボールを通じて
団体行動のあり方や個人の
心身及びメンタル面を養いま
す。

青梅市では、減少してしまったミニバ
スケットボールのチームの中で、３５
年以上活動しており東京都では伝統
あるチームです。

14 青梅第二小学校

平日 火・水曜日
17：30～19：30、土
曜日9：00～12：
00、日曜・祝日9：
00～17：00

月額1,000
円

青木　孝之 090-8841-4639

58
バスケット

ボール
青梅フェアリーズ

ミニバスケットボールを通じて
団体生活を学ぶ

青梅市在住の小学生を対象としたバ
スケットボールクラブです。みんなで
体を動かしましょう。

25
青梅市立第五小学
校

毎週日曜日　9:00
～13：00

月額1,000
円

小山　泰央 22-4589

59
バスケット

ボール
藤橋フェイシング

小学生のバスケットボール技
術習得

ミニバスケットボールを通じて、子ど
もたちの健全な心身の育成を促し、
技術の向上とともにチームワークを
を養い、協調性や友達への思いやり
を学ぶことができます。

14
新町小学校体育館
他

土曜日　12：00～
17：00、日曜日　9：
00～17：00

月額2,000
円

井上　貴央 090-6566-5093

60
バスケット

ボール
藤橋ミニバスケット
ボールクラブ

ミニバスケットボールを通じて
健全な心身を養う

市内在住の小学生を対象としたミニ
バスケットボールクラブです。毎週 
火、土曜日に藤橋小学校体育館で
練習しております。主に練習で大会
出場も目指します。チームワークを
養い、友達の思いやりを学びます。
初心者の方大歓迎です。

13 藤橋小学校
火曜日　17：30～
19：30、土曜日　9：
00～17：00

月額1,000
円

福原　啓太 080-4433-4781

16
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61
バスケット

ボール
ブルーイーグル

バスケットボールを通じて健全
な心身を養う。

バスケットボールの基本技術の習得
を目指し、活動しています。

13
青梅市内市民セン
ター体育館

毎週月・水・金曜日　
19：30～21：30

月額200円 宮崎　美菜 090-5319-3883

62
バスケット

ボール
ブル―プラムス

ミニバスケットを通して、健全
な心身を育てる。

市内の小学生を中心に毎週末、四
小の体育館で「バスケットを楽しんで
もらう！」をモットーに練習や試合を
行っています。初心者の方大歓迎
で、体験も随時行っています。

13 第四小学校体育館
土・日曜日 9：00～
18：00

月額1,500
円（3年生
以下1,000
円）

西尾　賢人 22-0244

63 バドミントン
青梅ジュニアバドミン
トンクラブ

小・中学生バドミントン愛好者
を主体とし、会員相互の体力
増進と親睦をはかる。

東京都小学生バドミントン連盟に加
入し、各種の大会に参加する。また、
他のクラブチームと友好競技を行う
こともある。

20

吹上小学校体育
館、各市民セン
ター、住友金属鉱山
アリーナ青梅

月・火・木・金曜日 
18：00～21：00、
土・日曜日 9：00～
17：00

月額6,000
円（初心者
コース　月
額4,000
円）

神尾　ひとみ 080-5512-7292

64
バレーボー

ル
All Ome Junior Youth 
Volleyball Academy

バレーボール バレーボール塾 12
青梅市立吹上中学
校体育館

毎週月・水曜日19：
00～21：30

１レッスン
500円

西野　信賢 042-550-5377

17



№ 分野 団　体　名 活動目的 団体ＰＲ 会員数 活動拠点 活動日時 会　　　費 代表者氏名
代 表 者
電話番号

65
バレーボー

ル

青梅市バレーボール
連盟　マスダキッズク
ラブ

ジュニアバレーボール
小学生・中学生を対象にバレーボー
ルの基本技術の習得を目指して活
動しています。

16 第一小学校体育館

毎週土曜日　13：
00～17：00　隔週
水曜日　19：00～
21：00

年額
15,000円

荒木　哲也 27-3684

66
バレーボー

ル
成木ＶＢＣ 中学生バレーボールの練習

市内中学生のバレーボール活動の
充実を目指しています

13 成木小学校
土・日曜日　9：00
～17：00

月額1,000
円

中村　吉宏 080-1125-9745

67
バレーボー

ル
藤橋ＪＶＣ

バレーボールを通じて健全な
心身を養う

小学生対象のバレーボールクラブ。
創立３６年目。週５日の練習を実施
し、各大会に参加しています。東京
都大会優勝２回、全国大会１回、関
東大会４回出場。

14
今井小学校体育館　
他

平日週3回 17：30
～19：30　休日週2
回　終日

月額3,000
円

青山　良二 34-9912

68
バレーボー

ル
藤橋ＪＶＣ　男子部

バレーボールを通じて健全な
心身を養う

藤橋ジュニアバレーボールクラブの
男子を対象とした団体です。

14
青梅第三小学校体
育館　他

平日週3回 17：30
～19：30　休日週2
回　終日

月額3,000
円

春日　洋治 23-3591
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69
バレーボー

ル
青梅ミッキーズ 小学生バレーボールの練習

市内小学生のバレーボール活動の
充実を目指しています

15
霞台小学校　河辺
市民センター

火・水曜日　17：00
～19：30

月額3,500
円

中村　吉宏 080-1125-9745

70
ビーチボー

ル
ジュニアビーチボール
教室

ビーチボールの楽しさを知っ
ていただくと共に、子供同士の
コミュニケーションを図る。

小・中学生を対象としたビーチボー
ル教室です。月２回市内市民セン
ターで開催しています。初心者の方
でも気軽に参加できる教室です。興
味がございましたら気軽にご連絡く
ださい。

18
小曾木市民セン
ター体育館　他

月２回（不定日）　
18：30～20：30

なし 島田　規啓 090-1038-2948

71 フットサル
ドリゴ・クラブ（Ｄｏｒｉｇ
ｏ・Ｃｌｕｂ）

サッカー、フットサルを通じて
健全な心身を養うとともに、
「調和の精神」「チャレンジの
精神」を養う。

市内の小学生・中学生を対象とした
サッカー・フットサルのクラブです。毎
週月曜日の夕方に東青梅市民セン
ター体育館で練習。ストリートサッ
カーを人工的につくり、楽しく遊び心
の中から技術のスキルアップを目指
しています。

33

東青梅、大門、新
町、河辺、今井市民
センター体育館、学
校施設

月・火・木曜日　
17：00～19：30
（木曜不定期）

月額1,000
円

村木　敏行 090-6346-8344

72 フットサル 成木ＦＣ

小学校年代から中学校年代
における技術の習得・体力の
増強をはかりフットサルを通じ
て規則の大切さを覚えさせ
る。

基本練習を中心に個々の技術を高
め少人数での試合を主に、意思の疎
通・戦術等々の指導をしていく。練習
の成果が発揮できる場につなげてゆ
きたい。

13 成木小学校体育館
日曜日　9：00～
16：00

なし 平原　克俊 090-3345-6406
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73 野球 青梅スピリッツ 軟式少年野球

少年野球の活動を通じて、野球の楽
しさを感じ、子供達の基礎体力が向
上を目指しています。
また、団体行動を行う中で人に対し
ての礼儀、仲間を思いやれる心を
養っていける指導を行っています。

59
天ヶ瀬グラウンド・
河辺小学校グラウ
ンド

毎週土・日曜日・祝
日

月額1,500
円（3年生
以下1,000
円）

小机　哲 090-8815-8567

74 野球 青梅フォルテＡ
野球を通じて健全な心身を養
う。

小学生を対象とした軟式野球チーム
です。毎週土曜日、日曜日、祝日に
練習。大会での上位入賞を目指して
頑張っています。随時、部員募集し
ています。

13
青梅市立第二小学
校　他

毎週土、日曜日、
祝日　9：00～17：
00

月額2,000
円

伊藤　右士 24-1024

75 野球 青梅フォルテＢ
野球を通じて健全な心身を養
う。

小学生を対象とした軟式野球チーム
です。毎週土曜日、日曜日、祝日に
練習。大会での上位入賞を目指し頑
張っています。随時、部員募集して
います。

12
青梅市立第二小学
校　他

毎週土、日曜日、
祝日　9：00～17：
00

月額2,000
円

伊藤　右士 24-1024

76 野球 青梅フォルテC
野球を通じて健全な心身を養
う。

小学生を対象とした軟式野球チーム
です。毎週土曜日、日曜日、祝日に
練習。大会での上位入賞を目指し頑
張っています。随時、部員募集して
います。

13
青梅市立第二小学
校　他

毎週土、日曜日、
祝日　9：00～17：
00

月額2,000
円

伊藤　右士 24-1024
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77 野球 青梅リトルシニア 中学硬式野球

硬式野球を通じ、野球の楽しさと自
身の野球技術の向上と他校の選手
との交流を図り、勝利を目指し練習
に励んでいます。

13 青梅スタジアム
水・土・日曜日、祝
日

月額7,000
円

山田　春江 080-6504-3054

78 野球
青梅リトルリーグ野球
協会

国際リトルリーグの精神に則
り、野球等のスポーツを通じて
立派な心身を養い、思いやり
のある少年少女に育成するこ
と。

市内の年長から小学生を対象とした
硬式野球チームです。礼儀、感謝、
協力することを練習の中で指導し、
野球だけでなく、スポーツ選手として
の心構えを指導し、中学、高校へと
つながる野球の基本練習を行ってい
ます。

26
わかぐさ公園少年
野球場ほか

土・日曜日・祝日　
9：00～17：00

月額4,500
円

宮田　友明 24-4469

79 野球 新町ライオンズＡ

小学生を対象に、野球技術の
向上を目指す。また、軟式野
球を通し小学生の健全育成を
行う。

新町地区を中心とした軟式少年野球
のチームです。野球を通じて『明る
く、楽しく、元気よく、礼儀正しく』を目
指し、活動しています。

16 新町中学校
土曜日13：00～17：
00 日曜日9：00～
17：00

月額2,000
円

荒牧　誠二 090-9154-8048

80 野球 新町ライオンズB

小学生を対象に、野球技術の
向上を目指す。また、軟式野
球を通し小学生の健全育成を
行う。

新町地区を中心とした軟式少年野球
のチームです。野球を通じて『明る
く、楽しく、元気よく、礼儀正しく』を目
指し、活動しています。

15 新町中学校
土曜日13：00～17：
00 日曜日9：00～
17：00

月額2,000
円

荒牧　誠二 090-9154-8048
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81 野球 ドラゴンズ 少年軟式野球
市内在住の小学生を対象とした野球
チームです。毎週土日に藤橋小学校
等のグランドで練習しています。

25
藤橋小学校、今寺
４・５丁目グラウンド

毎週土、日曜日、
祝祭日　9:00～17：
00

月額2,000
円

山口　伸一 090-1855-1179

82 野球 ファイヤー・ホークス
少年野球を通じて、丈夫な身
体作りと心豊かな成長を図
る。

「子供が主役」をモットーに、きめ細
かな指導のもと将来の成長にも通じ
る明るく楽しい野球を行っています。

45
大荷田グランド、霞
台小校庭

毎週土・日曜日、
祝日の終日

月額1,000
円

森山　優一郎 090-6480-5467

83 野球
吹上・小曾木少年野
球クラブ

野球を通じて健全な心身を養
う

地元の小学生を対象とした軟式野球
クラブです。吹上ファイターズと小曾
木少年野球クラブとの合同チームで
活動しています。毎週土・日吹上小
学校または小曾木市民センターで練
習をしています。ぜひ体験に来て下
さい！

26
吹上小学校グラウ
ンド、小曾木市民セ
ンターグラウンド

毎週土・日曜日9：
00～16：30

月額1,000
円

小椋　勝宏 24-8289

84 野球
吉野ベースボールク
ラブ

野球を通して、青少年の健全
育成を基本とし、子供たちの
幸福な成長を図ることを目的
とする。

今月、活動開始から23回目の卒団
生を送り出しました。少年野球を通し
て子供たちが健全かつ礼儀正しく育
つようスタッフ・保護者と一体になり
活動を行っています。

51
青梅市立第五小学
校　校庭

毎週　土・日曜・祭
日　の日中

月額1,500
円

柳原　光雄 76-1022
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85 野球 ロイヤルクラウン

少年軟式野球を通じて団員の
健全な育成を助け、団員相互
の親睦を深めることを目的と
する。

ロイヤルクラウンは少年軟式野球
チームとして団員の体力、精神力、
野球技術の向上のみならず、団員が
ルール、マナーを守り、礼儀を重んじ
て思いやりの心を持つことを目指す
とともに、野球本来の楽しさやスポー
ツ競技のもつ感動を通して豊かな情
操を育みます。

26
今寺４・５丁目グラ
ウンド、若草小学校

毎週土曜日・日曜
日・祝祭日9：00～
17：00、但し、第1・
3土曜日は13：00～
17：00

月額2,000
円（一年生
1,000円）

千葉　龍生 080-4658-9748
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