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履正十三スポチャン道場
道 場 長 松本 大樹
副道場町 富永 吉昭 指導部長 三本松 貴彦
http://riseigosindou.web.fc2.com/
【履正会館】 毎日曜 15:00～16:30 履正会館２F
TEL. 06-6303-0401
【JEUGIA 千里カルチャー】 第 1・3 土曜
13:00～15：00 千里セルシー4Ｆ
TEL. 06-0835-7400
【守口道場】 毎木曜 20:30～22:30
新森バッティングセンター 3F スタジオ
大阪府守口市南寺方東通 1-16-1
TEL. 080-3784-1042（松本）

吹田道場
道場長

阿加井秀樹

副道場長

別所

慶人

道場師範

茂在

敏夫

吹田市武道館「洗心館」
吹田市山田北２番１号
毎火曜 19:00～21:00
0120-64-0001

問合せ

富田林市スポーツチャンバラ協会

富

翔

総合武道場 有朋館
泉南本部
熊取支部
岸和田支部

問合せ 072-483-2747
JR 和泉砂川駅徒歩 1 分

スポーツチャンバラ
剣道・棒道
ボクシングﾞ・空手
ダンス
ホームページは『ゆうほうかん』で検索

蒼

龍

館

城東諏訪・・諏訪小学校体育館 日 18：30～20：45
豊
中・・岡会堂
第 2・4 土 9：30～11：45
東 大 阪・・ｲｽﾞﾐﾔ若江岩田店５階 ﾍﾟﾚｰﾈｶﾚｯｼﾞ
土 13：30～15：00（子供）
15：00～16：00（中学以上）
岩田西小学校体育館
第 1・4 土 19：00～21：00
代表者 山本美樹
指導員 西野富雄,大森一夫,大倉健史,
山本崇文,小林雄佑,小林伸吾
連絡先
090-9985-1280（山本）
TEL&FAX（事務局）06-6923-9021
Mail souryukan@gmail.com
Web http//www.souryukan.web.fc2.com/
公益財）枚方体育協会加盟団体【枚方市スポーツチャンバラ協会】

館
枚方市協会 兼 友心館

【富田林道場】

第 1･2･4 土曜 10：00～11：30

藤沢台小学校

【明治池道場】
毎週水曜

20：00～21：00

明治池中学校

【寺池道場】

第 1･2･4 水曜 17：00～18：30

【喜志道場】

寺池台小学校

第 1･2･4 土曜 14：00～15：30 喜志西小学校
〔指導者〕菅、久保、浅川、弘田、奥野、竹本、
弘田翼、林田
〔連絡先〕久保 080-4120-9084

代表（竹中明美）
TEL 090-5975-7477
枚方市大会問合せ先
hspca20180401@gmail.com
出稽古・体験問合せ先
yushinkan20180401@gmail.com
事務局 平井・水野
TEL 090-9872-1531
HP
友心館.com
●月曜日＝桜丘北小学校
●土曜日＝枚方市総合スポーツセンター（渚市民体育館 又は 伊加賀体育館）
●時 間＝18 時～19 時半 幼年・小学生 19 時半～21 時 中学生以上
★指導員：浜田千代恵・竹中勝久・疋田修士・原田誠・濱田英治・
奥田克幸・松山真治・平原陽子・一瀬茜・占部彰一・水野明・
浜田風磨・浜田陸海・竹中美優・原田優作

- 大阪市スポーツチャンバラ協会 -

Ｙａｔｏｏ！館

☆礼儀正しい、素直な子どもを育成します

城東成育ＳＣ
（城東成育スポーツチャンバラクラブ）
師 範 松本 富夫
主 宰 城東区成育青少年指導員会
稽古日 毎週土曜日（第５週は休）成育小体育館
８月全休 ＰM４：３０～６：００
指導員 岡本 薫・中田 和志・旭野 竜太
対 象 幼年・小中学生・高校生～一般・壮年
ＴＥＬ ０９０－１９１３－４４６８
一撃の美を追究します☆

代表 堀田 誠
事務局 大阪市福島区海老江 7-2-31-1006
TEL：090-3948-5680
Email：makoto221twins@i.softbank.jp
HP: http://yatoo-kan.wix.com/yatoo-kan
■下福島クラブ
下福島中学校格技室（子どもの部）毎土 18:00-19:30
（中以上の部）毎土 18:00-20:00
■西クラブ
西区民センター 1F ホール（大人・子ども）
第 2・4 日 18:00-20:00
※各クラブ共、予定を変更する場合がありますので、ご一報の上お越し下さい。

箕面クラブ
箕面市総合運動場指定管理者
ミズノグループ
教室開催日
小学生 毎週水曜 16:30～18:00（全 10 回年 4 期）
一般
毎週木曜 19:30～20:45
場所
箕面市立第一総合運動場 武道館
〒562-0005 箕面市新稲 3-12-1
連絡先 小学生の教室 → TEL 072-721-7979 武道館
一般の教室 → TEL 080-6211-5769 興梠
対象
小学生は箕面市在住・在学者
一般は中学生以上どなたでも

スポチャン 婆娑羅（バサラ）

主宰

会

場

稽古日

都島スポーツセンター
〒534-0027 大阪府大阪市都島区中野町 5-15-21
月三回 水曜日 19:30～21:00

※場所・稽古日は異なる場合がありますのでお問合せください。

代 表 古川 秀晃
スポチャン婆沙羅連絡先
電話
090-6558-8894（古川携帯）
Email
blue-rain2x4@sky.nifty.jp
対象 小学生以上、男女は問いません。
体験入会・見学は大歓迎です。

天

東大阪市スポーツチャンバラ協会

攻

誠

館

○

孔舎衙小学校 体育館
水曜日・・・19：00～21：00
○ ふれあいホール/スポーツホールかがやき
土曜日（隔週）
・・・18：30～20：30
○ 四條畷学園小学校・・・課外授業
代 表
指導員
名誉顧問
連絡先

植田 誠史（故）
長谷川一恵
金子 正博
０８０（５３１４）６５６０

対象

幼児～大人

長谷川

武

羅

東大阪大学柏原高等学校 スポーツチャンバラ部
会場
東大阪大学柏原高等学校
アクセス
ＪＲ志紀駅 徒歩１５分
活動日時
放課後（出稽古受付中 要連絡）
毎週 月 火 水 木 金 午後4時から6時まで（延長可）
対象
在校生及び出稽古者（小学生以上）
高等学校で、スポチャンしよう！！
東大阪大学柏原高等学校の高校生が君たちを待っている。
高等学校のクラブ活動として行っていますが、出稽古大歓迎
です。高校生に、スポーツチャンバラの面白さをどんどん伝え
に来て下さい。連絡先 辻村誠崇 090-8387-1538
大阪市スポーツチャンバラ協会

高槻クラブ
稽古場所：高槻市立磐手小学校

が

体験・出稽古大歓迎（事前に連絡ください）
指導員：米田耕太郎
問合せ：090-6537-2903（事務局：米田礼子）

じ ゅ く

臥 龍 塾
○

稽古日：毎週日曜日 14:00～17:00
対象者：幼年から大人まで（男女問いません）

り ゅ う

大阪市立八阪中学校

体育館（福島区）

毎週火曜日（19：00～21：00）
○

福島区子ども・子育てプラザ
毎週木曜日（19：00～20：30）

○

心英空手道

本部道場（旭区）

第 2 土、第 4 土または日（18：00～20：00）
代表： 伊賀健一（090-1894-2976）
H P： http://www.garyu-juku.com/
Mail： spochan@garyu-juku.com

(公社)日本ｽﾎﾟﾁｬﾝ協会、(公財)大阪体育協会、大阪府ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会、大阪市体育協会加盟

当協会は、府下各地で積極的にクラブ作りを進めています。
自治体や公共体育館が行うスポーツ祭、市民フェスティバルなどの
イベントに協力します。また、学校、教育委員会、企業、
各種団体の講習会に講師を派遣します。
【事務局】〒590-0405 大阪府泉南郡熊取町大久保南 4-1-15
TEL.072-453-6393 FAX.072-493-3658
URL http://www.spochan.jp
Email osaka@spochan.jp

