
No.１

　令和２年度　NPO法人加古川総合スポーツクラブ開設種目（クラブ別）　
種　　目 活動日 活動時間 活動施設

グラウンドゴルフ  毎金曜・土曜日    9:00-12:00  加古川運動公園多目的広場

ソフトテニス  第2・４日曜日  10:00-12:00  未定

ソフトボール  第２・４土曜日    9:00-12:00  里、中の池運動場

ゴムバレーボール  第１・２・４土曜日  19:00-21:00  神吉中学校体育館

バドミントン  第２・４土曜日  19:00-21:00  神吉中学校体育館

ジュニアソフトボール  毎土曜・日曜日    8:00-12:00  東神吉南小学校グラウンド

卓　　　　球  毎土曜日  19:00-21:00  東神吉南小学校体育館

中学生ボードダーティング  毎日  19:30-21:00  神南クラブ・クラブハウス

 毎月曜・火曜日    9:00-11:30

 毎水曜・木曜日  13:30-15:30

小学生バレーボール  毎土曜・日曜・祝日    9:00-16:00  東神吉南小学校体育館

革バレーボール  第３土曜日  19:00-21:00  神吉中学校体育館

書道  第2・４木曜日  18:00-19:30  神南クラブ・クラブハウス

卓　　　　球  毎水曜日  19:00-21:00  西神吉小学校体育館

グラウンドゴルフ  毎土曜・日曜日    9:00-11:30

少年少女ソフトボール  毎土曜・日曜日・祝日    8:30-17:00

少年少女バレーボール  毎土曜・日曜・祝日祝日    9:00-17:00  西神吉小学校体育館

 第１火曜日　第３木曜日    9:00-15:00  すぱーく加古川

 毎月・金曜日  13:00-16:00  西井ノ口陸橋下広場

ツゥーゲットボール  第２・４日曜日  13:00-15:00

グラウンドゴルフ  第１・３・５日曜日  13:00-15:00

卓　　　　球  毎金曜日  19:00-21:00

 毎土曜日    9:30-11:30

 毎木曜日  17:30-21:00  神吉中学校体育館

 毎月曜日  18:30-21:00  西神吉小学校体育館

 毎水曜日  18:30-21:00  川西小学校体育館

 毎土曜・日曜・祝日     9:00-17:00  市内施設

 毎土曜日     9:00-18:00

 毎日曜日     9:00-15:45

 祝日     9:00-13:30

卓　　　　球  第２・４月曜日  19:00-21:00

 毎木曜日  18:00-21:00

 毎土曜日  18:00-19:00

 毎日曜日  15:45-20:00

中学生バスケットボール  毎金曜日  18:00-21:00

陸上競技（ランニング）  毎火曜日  19:00-21:00  加古川運動公園陸上競技場

 第２・４土曜日  13:30-15:30

 毎日曜日    9:00-11:00

ソフトバレーボール  毎土曜日  19:30-21:00

バドミントン  第１・３土曜日  19:30-21:00

卓　球  第２・４土曜日  19:30-21:00

グラウンドゴルフ  毎日曜日    8:00-   9:30  志方東小学校グラウンド

 毎土曜日    8:30-12:00

 毎日曜日  10:00-12:00

 毎土曜日  13:00-17:30

 毎日曜日    9:00-17:30

 毎土曜日    8:00-12:00

 毎日曜日  12:00-17:00

グラウンドゴルフ（８月休み）  毎日曜日    9:00-12:00  志方小学校グラウンド

少林寺拳法教室  毎火・木曜日  19:00-21:00  松野トレーニング室（志方町広尾）

 毎土曜日  10:00-18:00

 毎日曜日  10:00-18:00

軟式野球  毎土曜・日曜日  10:00-18:00  平荘小学校グラウンド（月2回）

 毎火曜・金曜日  18:00-21:00

 毎土曜日    9:00-16:00

レガッタ（小学４年生以上）  第１・３日曜日    9:30-11:30  加古川漕艇センター

少年少女ソフトボール  毎土曜日    8:00-11:00  上荘小学校グラウンド

バスケットボール（小学生以上）  毎日曜日  18:00-20:00
卓　球・バスケットボール  毎金曜日  19:00-21:00

 志方小学校グラウンド

ダブルダッチ(縄跳び）

小学生革バレーボール

少年軟式野球(Jr)

上
　
　
荘

 志方西小学校グラウンド

 志方西小学校体育館

 上荘小学校体育館

東
神
吉

 志方東小学校グラウンド

志
　
　
方

 平荘小学校体育館

ジュニアソフトボール

 加古川西スポーツ広場

 西神吉小学校グラウンド

 東神吉小学校グラウンド

 東神吉小学校体育館

 平荘小学校グラウンド

ファミリーサッカー

両
　
　
荘

ジュニアソフトボール平
 
 

荘 少年革バレーボール

志
方
東

神
 
 
 

南

志
　
　
　
方

志
方
西

グラウンドゴルフ（８月休み）

クラブ名

加
古
川
西

グラウンドゴルフ

ゲートボール

ミニバスケットボール（男女）

神
　
　
　
　
　
　
　
吉

西
神
吉

少年少女革バレーボール

 川西小学校体育館
川
西
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　令和２年度　NPO法人加古川総合スポーツクラブ開設種目（クラブ別）　
種　　目 活動日 活動時間 活動施設

クォーターテニス
ファミリーバドミントン

卓　　球

バドミントン  毎金曜日  19:00-21:00

クォーターテニス  毎火曜・金曜日  19:00-21:00

ファミリーバドミントン  毎日曜日  19:00-21:00

卓　球（少年団活動がない時）  日曜日  13:30-17:00

 毎日曜日  18:00-20:30

 毎水曜・金曜日  19:00-21:00

フライングディスクゴルフ  毎月曜・水曜日    9:30-12:00  浜の宮公園

卓　　球  毎月曜・土曜日  19:00-21:00  浜の宮小学校体育館

ボードダーティング  毎土曜日  14:00-16:00  浜の宮小クラブハウス
ソフトバレーボール（小学生以
上）

 毎日曜日  19:00-21:00

卓　　球（小学校4年生以上）  毎月曜日（祝日休み）  17:00-18:00

ファミリーバドミントン  毎月曜日（祝日休み）  17:00-18:00

 毎土曜・日曜日  13:00-17:00  別府西小学校グラウンド

 毎土曜日    8:00-12:00  別府小学校グラウンド

バドミントン  毎火曜日  19:00-21:00

キンボールスポーツ  毎日曜日  17:00-19:00

ミニバスケットボール  毎土曜日  19:00-21:00

毎火曜日  16:30-19:00

毎木曜日  19:00-21:00

毎土・日曜日  　9:00-17:00
バスケットボール、ミニバスケッ

トボール
 毎土曜日  13:00-19:00

ミニバスケットボール  毎木曜日  17:00-19:00

 毎月曜・木曜日  19:00-21:00

 毎日曜日  17:00-21:00

合気道（一般対象）  第２・４水曜日  19:00-20:30

合気道（一般対象）  毎土曜日  17:00-20:30
中高年から始める健康合気道
護身術

 毎土曜日  13:00-17:00

 毎日曜日   8:00-12:00

ヨット・シーカヤック  日曜日（７・８月）  10:00-15:00  海洋文化センター（バス停付近）

トマトバスケットボール(初心者)  毎土曜日  17:00-19:00

卓　　　　球  毎土曜日  17:00-19:00

バスケットボール（経験者）  毎土曜日  19:00-21:00

 毎水曜・金曜日  19:00-21:00

 毎土曜日  　9:00-13:00

 第１･３･５土曜日  　9:00-12:00  野口南小学校グラウンド

 第２・４土曜日  　9:00-12:00  野口南幼稚園　園庭

卓　　　　球  毎土曜日  15:00-19:00

ファミリーバドミントン  毎土曜日  15:00-19:00

 第２・４土曜日  13:30-15:30  野口北小学校グラウンド

 毎木曜日（11月～2月体育館） 17:00-19:00  野口北小学校体育館&グラウンド

バドミントン  毎金曜日  19:00-21:00

バスケットボール  毎日曜日  16:30-19:00

バスケットボール（初心者）  毎土曜日  16:00-19:00

グラウンドゴルフ  毎土曜日    8:30-12:00  野口北小学校グラウンド

少年少女卓球  毎土曜日  15:00-17:00

卓　　球  毎土曜日  12:00-15:00

 毎月曜日  19:00-21:00

 毎日曜日  13:00-17:00

 毎火曜・水曜日  17:00-19:00  野口北小学校体育館

 毎金曜日  17:00-19:00

   9:00-12:00

 17:00-19:00

 毎日曜日 　9:00-  平荘小学校体育館

クラブ名

尾
　
　
　
　
　
上

加
古
川
南

 毎月曜日（祝日休み）※クォー
ターテニス、ファミリーバドミン
トンが休止の場合は卓球も休止

 19:30-21:00
 浜の宮中学校体育館

尾
上

 尾上小学校体育館

卓　球

浜
の
宮

若
宮

 若宮小学校体育館

別
　
　
　
府

別
府
西

少年軟式野球

 別府西小学校体育館

少年少女革バレーボール 別府西小学校体育館

別
　
　
府

 別府小学校体育館

バドミントン

別府小学校和室

 毎土曜日  17:00-20:30

少年ソフトボール
 中島グラウンド(主）
　別府小学校グラウンド（副）

野
　
　
口

の
ぐ
ち

 野口小学校体育館

ミニバスケットボール

野
口
南

グラウンドゴルフ

 野口南小学校体育館

陵
　
　
南

野
口
北

少年少女サッカー

 野口北小学校体育館

神
　
　
野

 神野小学校体育館

ミニバスケットボール

ジュニア革バレーボール  神野小学校体育館
 毎土曜日
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　令和２年度　NPO法人加古川総合スポーツクラブ開設種目（クラブ別）　
種　　目 活動日 活動時間 活動施設

テ ニ ス  毎金曜日  19:00-21:00  日岡山公園第１テニスコート

 毎土曜日    9:00-12:00

 毎日曜日・祝祭日(偶数月)    9:00-12:00

 毎日曜日・祝祭日(奇数月)  13:00-17:00

 毎土曜日  13:00-17:00

 毎日曜日・祝祭日(奇数月)    9:00-12:00

 毎日曜日・祝祭日(偶数月)  13:00-17:00

グラウンドゴルフ  毎土曜日    9:00-11:30  平岡北小学校グラウンド

バスケットボール  毎水曜日  19:00-21:00  平岡北小学校体育館

 第１．２．４土曜日  13:00-17:00

 毎日曜日    9:00-13:00

 毎火曜・木曜・金曜日  19:00-21:00

 毎土曜日  13:30-16:30

 毎水曜日  19:00-21:00

 毎土曜日  18:30-20:30

バドミントン  毎木曜日  19:00-21:00  平岡中学校体育館

 毎土曜日  13:00-18:00

 第1・３・５日曜日    9:00-17:00

 毎土曜日    9:00-13:00

 第２・４日曜日    9:00-17:00

バスケットボール  毎土曜日  19:00-21:00  平岡東小学校体育館

 毎水曜日  17:00-19:00

 第土曜日    9:00-15:00

 毎木曜日 19:00-21:00

 第１・３・５日曜日   9:00-12:00

 毎木曜日  18:30-21:00  平岡小学校体育館

 第１･３土曜日    9:00-12:00

 毎火曜日  18:30-21:00

 第２･４･５土曜日  18:00-20:00  平岡南中学校武道場

 毎土曜日  13:00-17:00

 毎日曜日    9:00-17:00

キンボールスポーツ  毎土曜日  18:00-20:00  平岡南小学校体育館

ソフトバレーボール  毎土曜日  16:00-18:00  平岡小学校体育館

ゴムバレーボール  毎金曜日  19:30-21:00  平岡小学校体育館

 毎月曜日  19:00-21:00

 第２・４日曜日  19:00-21:00

 毎火曜日  17:00-19:00

 第１・３・５日曜日  19:00-21:00

 第１・３・５土曜日    9:00-12:00

 第2・４土曜日  13:00-16:00

 毎日曜日    9:00-12:00

グラウンドゴルフ  毎土曜日  13:00-15:00

 毎土曜日    9:00-11:00

 毎日曜日    8:00-10:00

バスケットボール  毎日曜日  18:30-20:30

ソフトバレーボール ・バドミントン  毎月曜日  19:00-21:00

ソフトバレーボール  毎火曜日  19:00-21:00

卓球・ソフトバレーボール  毎木曜日  19:00-21:00

 毎火曜日  17:00-19:00

 毎土曜日    9:00-12:00

 毎日曜日・祝日 　8:00-18:00

卓　　球  毎火曜日（祝日休み）  19:00-21:00 山手中学校体育館

バスケットボール  第２・４・５土曜日  19:00-21:00

 毎水曜日  19:30-21:00

 毎土曜日    8:30-16:00

 毎日曜日    8:30-12:00

卓　　　 球  第１･３土曜日  19:00-21:00

 八幡小学校体育館少女革バレーボール

ハンドボール（小学生）

少年少女サッカー  平岡小学校グラウンド

山
　
　
手

加
古
川
北

 陵北小学校グラウンド
少年少女サッカー

 陵北小学校体育館

ミニバスケットボール

八
幡

バドミントン  平岡東小学校体育館

平
　
　
岡

平
岡
南

剣　　道  平岡南小学校体育館

ジュニアソフトボール

平
　
　
岡

バドミントン  平岡小学校体育館

卓　　球

 平岡中学校体育館

 平岡北小学校体育館

平
岡
東

少年少女サッカー  平岡東小学校グラウンド

ソフトボール  平岡東小学校グラウンド

ミニバスケットボール  平岡東小学校体育館

加
古
川
東

加
古
川
東

少年少女サッカー  平岡北小学校グラウンド

少年ソフトボール  平岡北小学校グラウンド

少年革バレーボール  平岡北小学校体育館

 平岡小学校体育館

 平岡南小学校グラウンド

クラブ名
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バドミントン  毎水曜日  19:00-21:00

ファミリーバドミントン  毎木曜・金曜日  19:00-21:00

ゴムバレーボール  毎木曜日  19:00-21:00

卓　　　球  毎金曜日  19:30-21:00

バスケットボール  毎金曜日  19:00-21:00

空　　　手  毎水曜日  19:00-21:00  加古川中学校武道館

 毎土曜日  15:00-17:00

 毎日曜日  19:00-21:00

 毎月曜・水曜・金曜日  16:30-19:00

 第2・３・４・５日曜日 　9：00-12：00

 第1日曜日    9:00-19：00

ソフトボール  毎土曜・日曜日    9:00-12:00  加古川小学校グラウンド

少年少女サッカー（高学年）    9:00-10:30

少年少女サッカー（低学年）  10:30-12:00

ユニバーサルスポーツ
※フライングディスク
※卓球バレー
※ふうせんバレー　※ボッチャ

第１・３土曜日  10:30-12:00  鳩里小学校体育館

トランポビクス  第１・３土曜日    9:30-11:00  鳩里小学校体育館

 第１・４月曜日  19:00-21:00  日岡山体育館

 第２・３月曜日  19:00-21:00

 第１・３土曜日  11:00-12:00

空手教室  毎日曜日  18:00-20:30

 毎火曜日  17:00-19:00

 毎土曜・日曜日  13:00-17:00

グラウンドゴルフ  毎土曜日  12:00-14:00  氷丘小学校グラウンド

ゴムバレーボール  毎水曜日  19:00-21:00  氷丘中学校体育館

ゴムバレーボール  毎金曜日  19:00-21:00

ゴムバレーボール（シニア）  毎土曜日  19:00-21:00

バドミントン  毎日曜日  18:00-21:00

卓　　球  毎日曜日  18:00-21:00

ソフトボール（美乃利）  毎土曜・日曜日・祝日    8:00-17:00
（土曜日）8：00-12：00

 氷丘小学校グラウンド

 第１・２・４土曜日  　9:00-13:00

 毎日曜日  　9:00-13:00

 第３・５土曜日  　9:00-13:00  氷丘小学校体育館

 第１土曜日  13:00-17:30

 第２・３・４・５土曜日  13:30-18:00

 毎日曜日  13:30-18:00  氷丘南小学校体育館

 毎水曜日  17:00-20:00  氷丘小学校体育館

 第１土曜日  13:30-17:00

 第３・５土曜日  　9:00-12:00

 第２・４土曜日  　9:00-13:00

 毎日曜日  12:30-15:00

 毎水曜日  17:00-20:00  氷丘小学校体育館

 第１土曜日  13:30-17:00

 第３・５土曜日  12:00-17:00

 第２・４土曜日  17:00-19:00

 毎日曜日  15:00-17:30

ゴムバレーボール  毎月曜日  19:00-21:00  氷丘南小学校体育館

ソフトバレーボール  毎木曜日  19:00-21:00  氷丘南小学校体育館

 第２・４土曜日    8:00-12:30

 毎日曜日    8:00-12:30

 第１・３土曜日  13:00-17:00

 毎水曜日  16:30-18:30

グラウンドゴルフ  毎土曜日  14:00-16:00  氷丘小学校グラウンド

クラブ名

加
古
川

加
古
川
中

 加古川中学校体育館

鹿
　
　
児

ゴムバレーボール

 加古川小学校体育館

ミニバスケットボール

鳩
　
　
里

 第１・３・５土曜日(雨天中止)  鳩里小学校グラウンド

太　極　拳

 鳩里小学校体育館

ミニバスケットボール

氷
　
　
丘

氷
　
　
丘  氷丘小学校体育館

氷
丘
南

少女革バレーボール
 氷丘南小学校体育館

少年少女サッカー（たんぽぽ）  氷丘南小学校グラウンド

 氷丘小学校体育館

少年ミニバスケットボール

 氷丘南小学校体育館

 氷丘小学校体育館

少年少女サッカー（ひおか）  氷丘南小学校グラウンド

少年革バレーボール
 氷丘小学校体育館

少女ミニバスケットボール
 氷丘南小学校体育館


