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はじめに

本誌は、あきる野市を中心として活動している団体・サークルから

寄せられた情報をもとに作成しております。

これから何かを始めたいと思っている方、お互いの趣味を通じた親

睦を求めている方など、1人でも多くの方に本誌を活用いただければ

幸いです。

なお本誌は、市民の自主的・自発的学習活動を支援することを目的

としており、各会代表者・連絡者の氏名・住所・電話番号については、

各会の了承を頂いた上で掲載させていただいておりますので、上記目

的以外の利用はご遠慮ください。



特に記載の無い限り、各団体・サークルとも広くメンバーを募集しておりますので、

興味をお持ちの方は直接、各団体・サークルの連絡者（代表者）までお問合せくだ

さい。

紹介内容は｢団体名｣、｢代表者(氏名・住所・電話番号)｣、｢連絡者(氏名・住所・

電話番号)｣、「ホームページＵＲＬ」｢会員条件｣、｢会費｣、｢活動場所｣、｢活動内容｣、

｢会の特色｣等となっています。

※団体の都合により、内容が変更になっている場合がありますのでご了承くださ

い。また、記載内容の誤り、訂正等がございましたら、下記問合せ先までご連

絡ください。

※今後、この情報誌に掲載を希望される団体につきましても、下記連絡先まで

お問合せください。

※この名簿は、市民の自主的・自発的学習活動を支援することを目的として発

行するものです。営利・政治・宗教活動等への目的外使用は一切できません。

ご入会等のお問合せについては、

直接各団体の連絡者(代表者)

本誌の見方について

記号 ○社：あきる野市社会教育関係団体
（登録基準に基づき教育委員会に申請し、登録してい

る団体です。なお登録団体が連盟の場合、その加盟

団体についてもマークを入れています。）

問合せ先 あきる野市教育委員会 教育部

生涯学習推進課 公民館係

TEL. 042－５5９－1221



種目 団体名 頁

音楽

秋川ギターサークル

１るのママ吹奏楽団

あきる野混声合唱団

あきる野市合唱連盟
２

養沢和太鼓会

和太鼓 武天

３秋川太鼓

大正琴扇靖流 あきる野琴の会

あきる野市三曲会

４あきる野市歌謡連盟

あきる野市きららカラオケ教室

歌・愛・楽（カァーラ）の会

５あきる野リコーダーアンサンブル

「合唱 de歓喜」合唱団

学習会

阿伎留古文書研究会

６流域“学び”の会

子ども・子育ての会

あきる野市漢詩学習会

7
工芸

組紐サークル

あきる野市秋川やきもの会

写真

秋川フォトクラブ

８三多摩写真連合 ルピアの会

フォトサークルあきる野

寿大学写真クラブ

９ベルエポック一眼レフの会

野辺写友会

デジタルイメージングサークル

１０

美術

水墨画瑞雲会

盛景会

一歩会

１１秋川美術協会

彩友会

三土会（絵画）

12あきる野セキレイ会

書道 逍遥会

目次（分野別・順不同）



芝居・舞踊

・ダンス

市民劇団「あきる野」

１３あきる野シナリオクラブ

あきる野市吟剣詩舞道連盟

西多摩民俗舞踊の会

１４T・I・F あきる野

小和田佳月会

ハワイアン フレンズ

１５ナプアオカラニ フラダンスサークル

ケイ・wings

あきる野市ダンススポーツ連盟
１６

福祉ボランティア

音工房ひびき

音訳ボランティアサークル「えくぼ」

１７声のボランティア「エコー」

五日市手話サークルクローバー

文芸 絵本とおはなしの会・あきる野

１８
歴史・自然散策

秋川の自然に親しむ会

低山会

囲碁
秋川囲碁連盟

１９五日市囲碁愛好会

将棋 あきる野将棋倶楽部

園芸 あきる野市秋芳会

2０

体操

どんぐりクラブ

秋川新体操クラブ

健康体操ラムーヴ

2１トリム愛

あきる野市太極拳連盟

太極拳教室「仲良し」

２２あきる野市ラジオ体操連盟

水泳 マーメイド

柔道 あきる野市柔道連盟
２３

空手道
日本空手道教育研究会五日市少年少女空手道教室

あきる野市空手道連盟 武秀館

２４合気道 あきる野市合気道連盟

少林寺拳法 少林寺拳法連盟

目次（分野別・順不同）



剣道 あきる野市剣道連盟

2５

テニス

あきる野市ミニテニス連盟

あきる野市ソフトテニス連盟

あきる野市テニス連盟

2６ソフトボール あきる野市ソフトボール連盟

バレーボール あきる野市バレーボール連盟

卓球 スポーツ少年団秋川卓球ジュニア

２７
ターゲット・

バードゴルフ
ターゲット・バードゴルフ協会

バトミントン チームむさし

スポーツ吹矢 あきる野市吹矢協会

２８
ノルディック・

ウォーク
あきる野ノルディック・ウォーク連盟

スキー
あきる野市スキークラブ

あきる野市スキースポーツ少年団

２９登山 山とスキーの会

その他

あきる野市レクリエーション研究会

NPO法人 市民プロジェクト２１

30いずみの会 生活学校

秋川素朴ないで湯旅の会

東京都無形民俗文化財秋川歌舞伎保存会 31

目次（分野別・順不同）
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《音楽》○社

《音楽》○社

《音楽》○社

団体名 秋川ギターサークル
内

容
クラッシックギター

代表者名 千葉 正夫 住所 野辺 TEL 090-6503-5879

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 市外者でも可、性別不問、成人のみ 会員数 １5人

会費等 月会費1,000円

活動日
(活動場所)

毎週水曜日 19時 30分～21時 30分 中央公民館

毎週土曜日 15時 30分～17時 30分 中央公民館

活動内容 クラッシックギターの合奏練習。あきる野市民文化祭で合奏発表。

会の特色
ポピュラーな音楽をクラッシックギターで楽しく演奏。

やさしい合奏曲を楽しく演奏。

団体名 るのママ吹奏楽団
内

容
吹奏楽の合奏

代表者名 大畑 加奈子 住所 ― TEL ―

連絡者名 〃 住所 ― TEL ―

会員条件 成人女性で楽器経験のある方 会員数 3５人

会費等 月会費500円

活動日
(活動場所)

中央公民館 音楽室 第１・３・５月曜日 10時～１２時

活動内容 月２回の合奏の他、幼稚園などや市内イベントで演奏を行っている。

会の特色 あきる野市周辺に住む育児中のママを中心に活動している。

団体名 あきる野混声合唱団
内

容
合唱

代表者名 溝口 正恵 住所 下代継 TEL ５５０ー３７２１

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

ホームペ
ージURL https://akirunokonsei.webnode.jp
会員条件 市外者可、性別、年齢不問 会員数 ２1人

会費等 入会金1,000円、月会費４,000円（30歳未満月２,000円）

活動日
(活動場所)

中央公民館

活動内容 合唱活動・合唱祭出演(秋流祭、文化祭)、演奏会実施、これに伴う練習。

会の特色
古典宗教合唱曲中心に取組み、オーケストラとも共演多し。「NPO法人市民プロ

ジェクト２１支援団体」
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《音楽》○社 《文化団体連盟加盟団体》

《音楽》

団体名 あきる野市合唱連盟
内

容
コーラス

代表者名 木滑 恭子 住所 留原 TEL ５９６－３６３５

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 歌う事が好きな方どなたでも。市外の方でも可 会員数 379人

会費等 各団で異なります。

活動日
(活動場所)

活動日は所属する２0団体が月曜日から日曜日まで、それぞれです。

（活動場所は五日市地域交流センター、中央公民館、他）

活動内容
毎年６月の秋川流域合唱祭に参加、１１月のあきる野市文化祭合唱祭開催、各

団の演奏会開催。

会の特色
市内20団体が加盟。性別、年齢、障がいの有無に関係なく、それぞれ指導者

のもと楽しく歌っています。

団体名 養沢和太鼓会
内

容
和太鼓

代表者名 竹縄 俊一 住所 養沢 TEL ５９６－０５４３

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 小学校高学年以上 会員数 １５人

会費等 中学生以上月会費500円（入会金なし）

活動内容 和太鼓打法練習、演奏曲練習・イベント参加・慰問演奏

会の特色 組み太鼓（複式打法）
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《音楽》○社

《音楽》○社 《文化団体連盟加盟団体》

《音楽》○社 《文化団体連盟加盟団体》

団体名 和太鼓 武天
内

容
和太鼓

代表者名 栗原 清美 住所 高尾 TEL 080-4180-4123

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 小学校１年生以上で定期的に練習に参加できる方 会員数 ４０人

会費等 月会費3,000円 （月４回練習）

活動日
(活動場所)

毎週火曜日 １３時15分～１５時15分 対象：一般 （小川会館）

毎週火曜日 １９時～２１時３０分 対象：中学生以上一般 〃

毎週土曜日 １６時～１８時 対象：小学生及び一般 〃

活動内容 和太鼓の練習、各イベントでの演奏等

会の特色
会員の半数以上が小学生から高校生で、親子･兄弟が多くアットホームな雰囲

気です。

団体名 秋川太鼓
内

容
和太鼓

代表者名 岩田 進 住所 二宮 TEL 080-3216-7688

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 ～65才（入会時） 会員数 １４人

会費等 月会費５００円 （入会金なし）

活動日
(活動場所)

毎週日曜日 １３時～１６時 （玉見会館）

活動内容 夏祭り、文化祭、各地区盆踊りでの演奏、各施設ボランティア

会の特色 老若男女 日本の伝統芸で活力を得、ストレスを発散できます。

団体名 大正琴扇靖流 あきる野琴の会
内

容
大正琴演奏

代表者名 杉山 季代 住所 草花 TEL 090-7845-3981

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 どなたでも入れます。 会員数 １15人

会費等 グループにより異なります。（指導料１回1,100円、他に会場費、お茶代）

活動日
(活動場所)

練習 毎月１回～２回（グループ毎に日を決めています）

市内学習等供用施設、中央公民館、町内会館

活動内容 文化祭参加、夏まつり、産業祭、町内会行事、老人施設慰問等。

会の特色
家元岩佐扇靖先生の指導のもと演奏を通じて会員相互の親睦を深め、生涯学習

として生き甲斐です。多くの方の御入会を希望します。
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《音楽》○社 《文化団体連盟加盟団体》

《音楽》○社 《文化団体連盟加盟団体》

《音楽》○社 《文化団体連盟加盟団体》

団体名 あきる野市三曲会
内

容
邦楽・三曲

代表者名 藤原 たもつ 住所 雨間 TEL －

連絡者名 〃 住所 〃 TEL －

会員条件 子供から高齢者、男女問わず 会員数 １２人

会費等 各教室規定による

活動日
(活動場所)

各教室規定による

活動内容 筝、三味線、尺八等和楽器の演奏

会の特色 筝、三味線、尺八等の演奏

団体名 あきる野市歌謡連盟
内

容
歌謡、カラオケ

代表者名 青柳 房雄 住所 小川東 TEL 090-7729-3471

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 どなたでもどうぞ 会員数 ４７人

会費等 イベントごとに徴収

活動日
(活動場所)

自宅、カラオケBOX他

活動内容 カラオケと伴奏で歌謡曲を歌います。

団体名 あきる野市きららカラオケ教室
内

容
カラオケ教室

代表者名 堤 芳久 住所 草花 TEL ５５９ー３５６４

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 あきる野市在住５０歳以上 会員数 223人

会費等 年会費6,000円

活動日
(活動場所)

キララホールにて、原則第２・４金曜日午前中

活動内容 カラオケ教室と発表会

会の特色 健康的な生活の維持、会員相互の交流を図る。
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《音楽》○社

《音楽》○社

《音楽》○社

団体名 歌・愛・楽（カァーラ）の会
内

容
シニアカラオケ教室

代表者名 大竹 伸幸 住所 牛沼 TEL ５５８－４８１６

連絡者名 赤城 次郎 住所 牛沼 TEL 090-5553-9207

会員条件 カラオケ愛好の方 会員数 21人

会費等
月例会参加費1,480 円（内会場費980円）

会内発表会参加費3,000円（内会場費1,200 円）

活動日
(活動場所)

月例会及び会内発表会：毎月１回第２土曜日 １３時３０分～１９時 於カラオケルー

ム（アデン）

活動内容
・月例会：１0回/年・会内成果発表会：２回（6月・12月･･･兼忘年会）/年

・他団体主催のカラオケ発表会：随時参加 ・月報発行/毎月 ・その他

会の特色 歌を愛する仲間と歌を楽しむ会です。ご参加お待ちしています！

団体名 あきる野リコーダーアンサンブル
内

容
リコーダー演奏

代表者名 平山 知美 住所 日の出町平井 TEL 090-8842-4248

会員条件 市外者可、性別、年齢不問 会員数 １8人

会費等 月会費1,000円

活動日
(活動場所)

毎月第1・3水曜日10時～12時（中央公民館）

活動内容 市民文化祭への参加を目標に、リコーダーアンサンブルの練習をしています。

会の特色
練習曲は童謡から演歌、クラシック、ディズニー等と幅広く、会員のリクエスト

曲を先生がアンサンブルに編曲し、楽しく練習しています。

団体名 「合唱 de歓喜」合唱団
内

容
合唱

代表者名 森 信保 住所 原小宮 TEL ５５８－７７５０

連絡者名 石倉 百合子 住所 野辺 TEL ５５８－３９５５

会員条件 年齢、性別不問、市外の方でも可 会員数 90人

活動日
(活動場所)

月1回第４日曜日午後 中央公民館

活動内容 2回ピアノによるベートーヴェン「第九」の演奏他

会の特色 一流ソリスト、ピアニストと共に小学生から80代まで楽しく歌っています。
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《学習会》○社

《学習会》○社

《学習会》

団体名 阿伎留古文書研究会
内

容
古文書研究

代表者名 溝口 重郎 住所 伊奈 TEL ５９６－３１６６

連絡者名 船津 英夫 住所 雨間 TEL ５５０－１９３１

会員条件 どなたでもどうぞ 会員数 １４人

会費等 年会費2,000円

活動日
(活動場所)

毎月第１・３土曜日 １０時～１２時 （中央公民館）

活動内容 あきる野市域の未解読古文書を中心とした解読研究。

会の特色
対象文書の選択に始まり、研究・解読・更には解読文の製本出版まで一貫して

取り組む活動。

団体名 流域“学び”の会
内

容
学習会

代表者名 小山田 勢津子 住所 五日市 TEL ―

連絡者名 青木 勇 住所 二宮 TEL ５５９－７２９０

会員条件 会の目的に賛同する方 会員数 50人

会費等 年会費 正会員2,000円 賛助会員2,000円（一口）

活動日
(活動場所)

事業による （主に五日市地域交流センター）

活動内容 教育課題や地域課題等について、学習等を通じて学び合い、社会貢献していく。

会の特色 各分野で活躍している会員が、例会等で学び合います。

団体名 子ども･子育ての会
内

容
子育て支援

代表者名 足立 由紀子 住所 五日市 TEL ５９６－６１４３

連絡者名 矢澤 正道 住所 秋留 TEL ５５９－５０９０

会員条件 性別･年齢不問 どなたでもＯＫ 会員数 １０人

会費等 月会費100円

活動日
(活動場所)

月１度 不定期 （中央公民館）

活動内容 科学あそび、昔あそび、学習教室

会の特色 子育てについて何でも語り合える場・子どもと遊び、学ぶ場
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《学習会》○社

《工芸》○社

《工芸》○社 《文化団体連盟加盟団体》

団体名 あきる野市漢詩学習会
内

容
漢詩

代表者名 木元 正彦 住所 雨間 TEL ５５９-５９３６

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 なし 会員数 １3人

会費等 月会費500円

活動日
(活動場所)

毎月、第1・3月曜日13時 30分～15時 30分 中央公民館

活動内容 唐詩選などの鑑賞、自作漢詩の発表、漢詩創作指導

会の特色
60～90代の男女（ほぼ半数）、明るく楽しい会です。

会員の自由意志を尊重し、活動において強制はありません。

団体名 組紐サークル
内

容
組紐

代表者名 堀尾 富喜子 住所 二宮 TEL ５５８－５５９１

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 特に条件はなし 会員数 １1人

会費等 月会費500円、年会費2,000円

活動日
(活動場所)

毎月第１・２・３水曜日 １０時～１２時 （中央公民館 和室）

活動内容 講習会作品づくり。アクセサリ、結び、帯〆その他を作ります。

会の特色 日本古来から伝わる組紐技術で帯〆、小物を製作しています。

団体名 あきる野市秋川やきもの会
内

容
陶芸

代表者名 北島 英雄 住所 草花 TEL 090-9962-4427

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 どなたでもどうぞ 会員数 41人

会費等 月会費500円、入会金2,000円

活動日
(活動場所)

第１日曜日、月３回（各班毎に決める）

活動内容 素焼、釉付、本焼

会の特色 作陶から本焼まで自分達で行っています。
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《写真》○社 《文化団体連盟加盟団体》

《写真》○社

《写真》○社 《文化団体連盟加盟団体》

団体名 秋川フォトクラブ
内

容
写真撮影展示等

代表者名 小川 清治 住所 羽村市 TEL ５５９－４７８０

会員条件 市外者でも可、性別年齢不問 会員数 １１人

会費等 年会費３,000円 写真展示会等は別途実費

活動日
(活動場所)

毎月第３金曜日 １３時３０分～１５時３０分

東部図書館エル

活動内容
月１回の例会、文化祭出品、毎年ルピアでの写真展、随時の撮影会（日帰り、一

泊等）

会の特色 例会時写真を持ち寄り互選により優秀作品を選定、親睦を大切にする。

団体名 三多摩写真連合 ルピアの会
内

容
写真撮影・発表会

代表者名 鈴木 保博 住所 野辺 TEL ５５８－６２８０

連絡者名 中川 俊幸 住所 草花 TEL ５５８－６４９１

会員条件 市外者可、性別年齢不問(役員会の承認要) 会員数 ５７人

会費等 入会金2,000円、年会費２,000円、出品料1,500円×点数

活動日
(活動場所)

年2回(3月と9月)ルピア展示室にて発表会。1～2月冬を撮る旅。

冬眠鼠・舘谷92-1にて月例会

活動内容 写真展の開催、撮影の実施 他

会の特色 写真愛好家の集まりで、上記の活動などで写真を学ぶ。

団体名 フォトサークルあきる野
内

容
写真

代表者名 尾崎 敏夫 住所 二宮東 TEL ５５９－４５３０

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 どなたでもどうぞ 会員数 １７人

会費等 入会金1,000円、会費4,000円／3ヶ月

活動日
(活動場所)

毎月第４金曜日 １３時３０分～１６時３０分 （中央公民館）他

活動内容 各自の写真を講師に評価してもらい、より良い作品作りを目指しています。

会の特色 写真愛好者のサークルで、撮影会、写真展開催など親睦を深めています。
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《写真》○社

《写真》○社

《写真》○社

団体名 寿大学写真クラブ
内

容
写真撮影

代表者名 木村 利一 住所 二宮 TEL ５５９－６１７３

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 原則として市内在住・在勤者、６０歳以上 会員数 １１人

会費等 年会費3,000円、撮影費用、フィルム、現像、印刷等自己負担

活動日
(活動場所)

第３金曜日 １３時３０分～１５時３０分 中央公民館 第１研修室

意見交換、各地被写体を求めて適宜撮影

活動内容
四季を通じて都内近県の花・風景の撮影、フィルム、ＳＤカード等の投影にて

意見交換等で撮影技術の向上をめざす。

会の特色 あきる野市内の撮影場所を重点に発見撮影及び展示会等の開催。

団体名 ベルエポック一眼レフの会
内

容
写真

代表者名 河村 貞和 住所 雨間 TEL ５５９－４７５４

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 どなたでもどうぞ 会員数 １0人

会費等 月会費1,000円

活動日
(活動場所)

毎月第３木曜日 1８時３０分～２０時３０分 中央公民館

年1回作品展 7月 中央公民館市民ギャラリー

活動内容
会員が撮影したデジカメ作品をA4にプリントして持寄り、会員相互で講評会

を開催。年1回作品展。撮影会は随時開催。

会の特色
公民館主催の「一眼レフ講座」受講生を母体に発足。デジカメ作品をA4にプ

リントして持寄り、会員相互で講評会を開催。

団体名 野辺写友会
内

容
写真

代表者名 金子 保男 住所 野辺 TEL ５５９－２０４８

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 市内在住者 会員数 １１人

会費等 年会費3,000円

活動日
(活動場所)

偶数月第２土曜日 16時～18時 （中央公民館）

年1回新春作品展 １月 （中央公民館）

活動内容 会員がデジカメで撮影した写真データをプロジェクターで映写し、鑑賞する。

会の特色 会員の作品を大型スクリーンで楽しんで意見交換する。
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《写真》○社 《文化団体連盟加盟団体》

《美術》○社

《美術》○社 《文化団体連盟加盟団体》

団体名 デジタルイメージングサークル
内

容
写真クラブ

代表者名 千葉 成子 住所 野辺 TEL ５５８－２７５７

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件
性別、年齢不問、写真撮影の好きな方、メールアドレス

有る方
会員数 １２人

会費等 前期5,000円（5月集金） 後期5,000円（10月集金）

活動日
(活動場所)

毎月第1月曜日13時30分～15時 30分 中央公民館

毎月1回撮影会、年1回バス撮影会

活動内容 写真撮影・レタッチ・プリントし、作品として仕上げる。パソコン使用。

会の特色 男9人、女3人、高齢者多くのんびりやっています。連絡等はメールで行う。

団体名 水墨画瑞雲会
内

容
水墨画

代表者名 新田 幹男 住所 草花 TEL ５５８－５０７０

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 どなたでもどうぞ 会員数 ２4人

会費等 入会金1,000円、月会費無料、年会費3,000円

活動日
(活動場所)

第２･４土曜日 １０時～１２時 （中央公民館）

活動内容 水墨画の基礎と技能の修得及び展示。

会の特色 上手・下手関係なく会員相互の親睦を図りながら楽しく学びます。

団体名 盛景会
内

容
盆景及び砿石画

代表者名 松下 康子 住所 野辺 TEL ５５９－６１５３

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 どなたでもどうぞ 会員数 １３人

会費等 1,000円（１回）

活動日
(活動場所)

毎月第２・４土曜日 １３時～１６時 （中央公民館）

活動内容 盆景、砿石画の制作

会の特色 和やかな会です。
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《美術》

《美術》○社 《文化団体連盟加盟団体》

《美術》○社 《文化団体連盟加盟団体》

団体名 一歩会
内

容
絵画

代表者名 歯黒 弘子 住所 瀬戸岡 TEL ５５８－８３５９

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 なし 会員数 ７人

会費等 入会金2,000円、月会費1,000円

活動日
(活動場所)

８月を除く毎月第２・３・４金曜日 １３時３０分～１５時３０分（鳥居場会館）

活動内容 油彩画、水彩画、水墨画等自由に、モチーフは会で用意

会の特色 モチーフを自由に書き、皆で研究をする。また、外部団体展覧会に出品する。

団体名 秋川美術協会
内

容
絵画

代表者名 岸 重雄 住所 伊奈 TEL 090-4525-0975

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 無し 会員数 １1人

会費等 入会金2,000円 年会費５,000円

活動日
(活動場所)

毎月第１火曜日 スケッチ会（あきる野市内）

活動内容 スケッチ（風景写生）

会の特色 入会随時

団体名 彩友会
内

容
絵画

代表者名 鈴木 靖春 住所 草花 TEL ５５８－6２０５

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 成人の男性、女性 会員数 １1人

会費等 入会金１,000円 月会費３,500円

活動日
(活動場所)

月に２回・水曜日（主に市内の屋外、雨天時公民館）

活動内容 月に２回・水曜日、主に野外で写生をします。

会の特色 スケッチ旅行や展覧会を行い、会員同志の親睦会を行います。
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《美術》○社 《文化団体連盟加盟団体》

《美術》

《書道》○社 《文化団体連盟加盟団体》

団体名 三土会（絵画）
内

容

絵画

（油彩画、水彩画）
代表者名 伊藤 洋司 住所 草花 TEL ５５９－０９３１

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 成人（どなたでもどうぞ） 会員数 ２０人

会費等 月会費３,000円（入会費２,000円）例会活動以外の行事は実費負担

活動日
(活動場所)

毎月３回、第２・３・４土曜日 １４時～１７時 （中央公民館）

活動内容
静物（４，９，１０，１２，１月）、風景（５，１１月）、人物（６，２，３月）、

三土会絵画展、市民文化祭絵画展、美術館巡り

会の特色

牧野光一先生のご指導のもとに、油彩画、水彩画を中心に活動しているサークル

です。土曜日の午後の時間は、あなたの絵を描く機会と豊かな創造の場となるこ

とでしょう。初心者から再度挑戦される方までご参加歓迎いたします。

団体名 あきる野セキレイ会
内

容
バードカービング

代表者名 吉野 一郎 住所 入野 TEL ５９５ー１０３８

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 特になし 会員数 8人

会費等 月会費4,200円

活動日
(活動場所)

第１・3土曜日（五日市ファインプラザ）

団体名 逍遥会
内

容

書道、ペン、筆ペン、

かきかた
代表者名 田村 雅俊 住所 日の出町 TEL ５９７－４８０１

連絡者名 中村 律子 住所 山田 TEL ５９５－１０１８

会員条件 どなたでもどうぞ 会員数 66人

会費等 月会費2,500円より

活動日

活動場所

山田教室 毎週火曜日 １５時30分～１９時

〃 毎週水曜日 １５時30分～２１時

〃 土曜日（月２回） ９時30分～１２時

五日市ファインプラザ 毎週火曜日 ９時～１２時

ルピア 毎週金曜日 １０時～１２時

活動内容 書道：毎月の課題 ペン：教材課題 展覧会への出品、研修旅行、親睦会他

会の特色 伝統書を「楽しく永く」をモットーに学んでいます。



13

《芝居・舞踊・ダンス》○社

《芝居・舞踊・ダンス》○社

《芝居・舞踊・ダンス》○社 《文化団体連盟加盟団体》

団体名 市民劇団「あきる野」
内

容
演劇

代表者名 伊藤 三郎 住所 雨間 TEL 090-6931-7760

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 特になし 会員数 １9人

会費等 月会費1,000円

活動日
(活動場所)

毎月第１・３木曜日 １９時～ 油平クラブ

活動内容 演劇活動（演目は欧・米・和製）

会の特色 定期公演の他、慰問及び詐欺などの防犯芝居

団体名 あきる野シナリオクラブ
内

容
シナリオ作成・公演

代表者名 川尻 弘幸 住所 留原 TEL ５９６－４０１０

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 どなたでも可 会員数 １２人

活動日
(活動場所)

毎月第３土曜日 １４時～１６時 （中央公民館）

活動内容 各自の作品を読み合わせ、批評、公演

団体名 あきる野市吟剣詩舞道連盟
内

容
吟詠・剣舞・詩舞

代表者名 河野 武夫 住所 秋川 TEL ５５９ー８８２８

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 特になし 会員数 58人

会費等 月会費1,500円～2,000円（月3回～4回）

活動日
(活動場所)

公民館、地区会館、その他会派により異なる（月3回～4回の活動）

活動内容 吟詠、剣舞、詩舞の研鑽、普及

会の特色 4流会派で組織する連盟です。笑顔が絶えません。
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《芝居・舞踊・ダンス》○社

《芝居・舞踊・ダンス》○社

《芝居・舞踊・ダンス》○社

団体名 西多摩民俗舞踊の会
内

容
舞踊

代表者名 茅根 栄子 住所 伊奈 TEL ５９５－１２６５

連絡者名 中村 和男 住所 伊奈 TEL ５９６－２９２１

会員条件 なし 会員数 １1人

会費等 月会費1,000円

活動日
(活動場所)

毎月第１土曜日 １４時～１６時 油平クラブハウス

毎月第３土曜日 １３時～１６時 五日市ファインプラザ

活動内容
民俗舞踊の練習及び地方の舞踊の練習をしながら年１回発表会を行っている。

その他、横沢入での収穫祭への参加や各種ボランティア活動に参加している。

会の特色
プロの指導者がいないので指導料はかからない。代表者をはじめ会員が相互に指導

に当たっている。また、生演奏をセットにした踊りも行っている。

団体名 T・I・Fあきる野
内

容

アクロバット

ダンス
代表者名 和田 晶子 住所 伊奈 TEL 090-3695-1312

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

ホームペ
ージURL https://danceofspirit.jimdofree.com

会員条件 小学生 女子 あきる野在住 会員数 14人

会費等 月会費4,000円

活動日
(活動場所)

毎週月曜日 17時～19時 五日市ファインプラザ 体育室

活動内容 マット運動、アクロバット、ダンス、HipHopダンス

会の特色
小学生の女の子を中心に、アクロバットを取り入れたダンスや、HipHop ダン

スを楽しく踊っています。

団体名 小和田佳月会
内

容
盆踊り・和太鼓

代表者名 来住野 利冉 住所 小和田 TEL ５９６-１５６９

連絡者名 池谷 信夫 住所 〃 TEL ５９６-３６７１

会員条件 無し 会員数 ３４人

会費等 盆踊り 年会費1,000円 太鼓 月会費3,000円

活動日
(活動場所)

毎週月曜日 小和田会館及び五日市会館

活動内容 盆踊りと太鼓の練習

会の特色 和太鼓演奏ができます
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《芝居・舞踊・ダンス》○社 《文化団体連盟加盟団体》

《芝居・舞踊・ダンス》

《芝居・舞踊・ダンス》○社

団体名 ハワイアン フレンズ
内

容
フラダンス

代表者名 吉永 定見 住所 草花 TEL ５５８－９１７１

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 女性 会員数 １6人

会費等 月会費３,000円

活動日
(活動場所)

毎月第２・３・４木曜日 １０時～１２時 （中央公民館）
毎月第２・４金曜日 １０時～１２時 （中央公民館）

活動内容 フラダンス

会の特色
４０代から８０代まで、楽しく活動しています。体幹を使って、いつまでも若々し

く！！ストレッチからはじめましょう！

団体名
ナプアオカラニ
フラダンスサークル

内

容
フラダンス

代表者名 石原 万友美 住所 八王子市 TEL 090-1113-4165

連絡者名 平井 恵子 住所 野辺 TEL 080-1195-0587

ホームペ

ージURL
http://s.ameblo.jp/ikalehua/

会員条件 無し 会員数 50人

会費等 月会費3,000円～

活動日
(活動場所)

マミーズクラス（木）12時～ オハナクラス（木）13時～

オハナクラス （土）13時～ 入門、初級 13時 30分～ 初・中級

ケイキクラス （土）14時 30分～ 4才～低学年、高学年

場所は全て秋川体育館 柔道場 他

活動内容 月に3回基礎練習から始まり、曲に合わせてレッスンしています。

会の特色

「ナプアオカラニ」はハワイの言葉で「天空の花」という意味です。ハワイの美しい

自然を思い描きながら、ゆったりとした音楽に合わせて心と身体をリフレッシュして

います。基本のステップを大切に 1曲 1曲を丁寧に心を込めて踊れるよう、練習を

重ねているフラサークルです。

団体名 ケイ・ｗｉｎｇｓ
内

容
ストレッチ
ジャズダンス

代表者名 藤田 千恵子 住所 瀬戸岡 TEL 090-9800-1091

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 市外者でも可、性別不問 会員数 15人

会費等 ストレッチ・ダンス月会費5,000円 ストレッチのみ月会費2,000円

活動日
(活動場所)

秋川体育館 第１トレーニング室

活動内容
ストレッチ ー 呼吸とストレッチの融合で心身がリラックスできます。
ダ ン ス ー ミュージカルの曲やポップスの曲に合わせて踊ります。

会の特色
現役のダンサーでもある先生の指導で、楽しく踊り、振りを覚えることで頭の体

操にもなります。
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《芝居・舞踊・ダンス》○社 《体育協会加盟団体》

《福祉ボランティア》○社

団体名 あきる野市ダンススポーツ連盟
内

容

社交ダンス

（ダンススポーツ）
代表者名 福田 智行 住所 野辺 TEL ５５９－６３１９

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 年齢性別不問、市外在住者可 会員数 220人

会費等
連盟入会金0円 年会費500円

〔参加サークル・入会金1,000円～ 会費2,000円～〕

活動日
(活動場所)

・毎週月曜日（19時～21時30分）秋川体育館 小体育室・公民館 集会室

・火曜日（9時～13時）秋川体育館 小体育室・ふれあいセンター

・水曜日（19時～21時30分）公民館 集会室

・木曜日（19時～21時30分）秋川体育館 小体育室

・金曜日（19時～21時30分）秋川体育館 小体育室

・土曜日（19時～21時30分）秋川体育館 トレーニング室

五日市ファインプラザ・グリーンプラザ

・日曜日（10時～12時）公民館 集会室

活動内容

スタンダード（ワルツ・タンゴ・スローフォックストロット・クイックステップ・

ヴェニーズワルツ）ラテン（チャチャチャ・ルンバ・サンバ・パソドブレ・ジャ

イブ）種目をプロ講師の正しい技術指導でわかりやすく研修。

競技会・ダンスパーティーの実施。初心者講習会開催・市、体協・JDSF等の事

業に参加協力等。

会の特色

旧、秋川市社会教育活動の社交ダンス初心者講習会修了者が創立した同好会があ

きる野市ダンススポーツ連盟を組織し、4サークル・8部門で活動。初心者講習

会は公認指導員がやさしく指導。安心と信頼の後期高齢者まで生涯スポーツ健康

ダンスの連盟傘下サークルです。見学、体験歓迎。

団体名 音工房ひびき
内

容
音訳・対面朗読

代表者名 嶋田 雪乃 住所 野辺 TEL ５５８－６１３４

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 どなたでもどうぞ 会員数 １１人

会費等 年会費2,000円

活動日
(活動場所)

・毎月第１火曜日 1０時～1２時（五日市図書館）

・随時（五日市・中央・東部図書館等）

活動内容
録音資料の作成(毎日新聞書評、郷土館だより、郷土資料、プライベート資料)、

対面朗読、講習など
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《福祉ボランティア》○社

《福祉ボランティア》○社

《福祉ボランティア》○社

団体名
音訳ボランティアサークル

「えくぼ」

内

容

市刊行物の音訳、

ＣＤ作成
代表者名 肥後 くめ子 住所 草花 TEL 090-4243-6580

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 音訳ＣＤ作成のためパソコンの基本的操作のできる方 会員数 １４人

会費等 年会費1,000円、研修会費年８回程度 1回1,000円

活動日

活動場所

毎月第３火曜日（7・8・12月休会） １３時～１５時３０分（五日市地域交

流センター）

活動内容
視覚障がい者の方へ、市からの刊行物を音訳ＣＤ化して提供。

講師を招いて自主的に研修会を行っている。

会の特色 公的刊行物以外にも、独自のＣＤ図書を作成しリスナーに提供している。

団体名 声のボランティア「エコー」
内

容

視覚障がい者への

音訳
代表者名 反町 洋子 住所 雨間 TEL ５５９－５８０５

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 朗読を通して社会参加する意思のある方 会員数 １３人

会費等 年会費2,000円

活動日
(活動場所)

毎月第２水曜日及び毎月末の平日２日間 （ふれあいセンター）

視覚障がい者のご要望に応じて （図書館）

活動内容 「広報あきる野」１日号などの録音、対面朗読。

会の特色 明るく楽しく活動しています。何よりの自己研鑽です。

団体名 五日市手話サークルクローバー
内

容
手話

代表者名 石澤 里美 住所 伊奈 TEL ５９６－５７４８

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 市内在住・在勤 会員数 18人

会費等 年会費2,000円

活動日
(活動場所)

毎週火曜日 五日市ファインプラザ 第１研修室

活動内容 手話

会の特色 明るく､にぎやかに、楽しく手話を覚えてます。
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《文芸》○社

《歴史・自然散策》○社

《歴史・自然散策》

団体名 絵本とおはなしの会・あきる野
内

容

読み聞かせと

おはなし
代表者名 橋 泰子 住所 油平 TEL ５５９－０７６４

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 市外者でも可、性別不問、成人のみ 会員数 18人

会費等 年会費1,500円

活動日
(活動場所)

毎月第 1金曜日 １０時１５分～１２時３０分 東部図書館エルホールで研

修会。各週は曜日毎にボランティア活動（中央、東部、五日市各図書館、児童

館、老人ホームなど）

活動内容 読み聞かせの実践、おはなしの実践、発表会、研究会など。

会の特色
子供達には勿論、大人も楽しむおはなし会を開催し、古今東西の絵本や昔話を

楽しく語り伝えていく。（入会随時・見学自由）

団体名 秋川の自然に親しむ会
内

容

自然観察、調査、

保全活動
代表者名 船田 雅男 住所 草花 TEL ５５８－９５１３

連絡者名 大森 雄二 住所 二宮 TEL ５５８－２５９６

会員条件 自然に興味がある方 会員数 3０人

会費等 年会費1,500円

活動日
(活動場所)

観察会は毎月第4日曜日、他は不定期

活動内容 自然観察会、調査、保全活動他

会の特色 中高年が多い。

団体名 低山会
内

容
登山

代表者名 茂木 靖幸 住所 引田 TEL ５５８－０５１１

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 健康な方、年齢不問 会員数 ２２人

会費等 年会費5,000円

活動日
(活動場所)

毎月第２水曜日に日帰り登山、年１回一泊登山

活動内容 安全な登山

会の特色 往復に小型バスを使用。帰路に温泉入浴。
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《囲碁》○社 《文化団体連盟加盟団体》

《囲碁》○社 《文化団体連盟加盟団体》

《将棋》○社 《文化団体連盟加盟団体》

団体名 秋川囲碁連盟
内

容
囲碁

代表者名 中澤 克二 住所 草花 TEL ５５８－３２７５

連絡者名 田中 洋治 住所 野辺 TEL ５５９－０４７８

会員条件 市内居住者 会員数 １９１人

会費等 年会費1,000円、入会金500円

活動日
(活動場所)

毎日 市内地区会館、中央公民館

活動内容 囲碁大会、自由囲碁会、旅行等

会の特色 毎日、囲碁が打てる。近隣囲碁愛好会との交流大会（年1回）

団体名 五日市囲碁愛好会
内

容
囲碁

代表者名 徳永 紀夫 住所 伊奈 TEL ５９６－２８５６

連絡者名 野口 光秋 住所 高尾 TEL ５９５－２９０１

会員条件 囲碁の好きな方なら誰でも（年齢、性別、市内外不問） 会員数 ３5人

会費等 年会費500円 （参加費は別途）

活動日
(活動場所)

毎月第２・４日曜日、特別例会

（五日市地域交流センター２階 第２研修室 他）

活動内容 囲碁対局、会員親睦、他団体との交流会

会の特色 初心者から、高段者まで自由に対局できます。入門者指導も行います。

団体名 あきる野将棋倶楽部
内

容
将棋教室＆自由対局

代表者名 吉見 三郎 住所 ー TEL ５５８－２１２０

連絡者名 〃 住所 ー TEL 〃

会員条件 大人から子供まで特にありません。 会員数 34人

会費等 毎回200円（中学生以下半額、会費は1家族単位）

活動日
(活動場所)

原則として、第１・３土曜日の13時～16時30分 中央公民館 第３研修室

活動内容 初心者から有段者まで楽しめる将棋教室と自由対局コーナー

会の特色 シニアからこどもさんまで和気あいあいに楽しめます。
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《園芸》○社 《文化団体連盟加盟団体》

《体操》○社

《体操》○社

団体名 あきる野市秋芳会
内

容
菊づくり普及

代表者名 安藤 之大 住所 二宮 TEL ５５９－２７７２

連絡者名 都丸 文夫 住所 小川東 TEL ５５８－９７５６

会員条件 どなたでもいつでもどうぞ 会員数 29人

会費等 年会費2,000円

活動日
(活動場所)

各個人宅、菊づくり教室（４月から１０月迄、月１回、公民館）

活動内容 市民文化祭での展示・発表、日常の菊づくり指導

会の特色 老若男女問いません。大菊のほか実用菊を作ってみませんか。

団体名 どんぐりクラブ
内

容
トリム体操

代表者名 坂井田 道子 住所 草花 TEL ５５８ー２５６４

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 成人以上 会員数 78人

会費等 入会金500円、月会費1,100円

活動日
(活動場所)

木曜日（秋川体育館 剣道場）

活動内容 ストレッチ体操

会の特色 だれでも出来る軽い体操

団体名 秋川新体操クラブ
内

容
新体操

代表者名 榎本 孝子 住所 野辺 TEL 080-6640-7061

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

ホ ー ム ペ
ージ URL http://akigawarg.sports.coocan.jp/indexa.html
会員条件 女性の方（市外者でも可。幼児（年長）～社会人） 会員数 32人

会費等 月額4,500円～（クラス別）、保険料（スポーツ保険）

活動日
(活動場所)

月曜日・水曜日１７時～２１時30分、土曜日15時～２１時30分

（秋川体育館） ※発表会は秋川体育館、五日市ファインプラザ

活動内容 週1～4回のクラス別練習と各種大会、イベントへの参加

会の特色 選手強化、全クラブ員の技術向上、様々なイベント・大会参加
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《体操》○社

《体操》○社

《体操》○社

団体名 健康体操ラムーヴ
内

容

手具体操、

ストレッチ
代表者名 鶴巻 美恵子 住所 油平 TEL ５５９－１２２６

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 成人・男女問わず 会員数 19人

会費等 月会費3,000円、スポーツ保険 年間1,800円

活動日
(活動場所)

毎週木曜日 19時30分～21時（秋川体育館）

毎週月曜日 11時～12時 30分（五日市ファインプラザ）

活動内容 週1回、手具を使い楽しい音楽やおしゃべりをしながら体を動かします。

会の特色 ボールやひもなどの手具を使い運動効果を上げています。

団体名 トリム愛
内

容
体操

代表者名 吉野 由美子 住所 伊奈 TEL ５９５－０２７１

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 成人 会員数 60人

会費等 入会費1,200円 月会費1,500円 保険1,200円（65歳以上）

活動日
(活動場所)

月曜日、木曜日 13時～15時（五日市ファインプラザ 武道場）

活動内容 ストレッチ体操

会の特色 誰にでもすぐ出来る体操です。長く続けられます。

団体名 あきる野市太極拳連盟
内

容
太極拳

代表者名 溝口 正恵 住所 下代継 TEL ５５８ー６７０８

連絡者名 鐘築 順子 住所 日の出町 TEL ５９７－３９５２

会員条件 なし 会員数 62人

会費等 入会金1,000円 月会費2,000円

活動日
(活動場所)

月曜日 秋川体育館 柔剣道場 木曜日 五日市ファインプラザ 武道場

土曜日 秋川体育館 第1トレーニング室

活動内容
①24式簡易化太極拳 ②32式剣 ③48式太極拳 ④総合太極拳

⑤42式剣 ⑥13式気功太極拳 その他

会の特色 健康の維持促進、知識技術の向上、会員の親睦
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《体操》

《体操》○社 《体育協会加盟団体》

《水泳》○社

団体名 太極拳教室「仲良し」
内

容
太極拳

代表者名 野口 光秋 住所 高尾 TEL ５９５－２９０１

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 特になし 会員数 ２2人

会費等 月会費３,000円

活動日
(活動場所)

金曜日 9時～１１時 秋川体育館柔剣道場

活動内容 24式太極拳、48式太極拳

会の特色
楽しみながら若さと健康維持。太極拳技術の向上。

見学はご自由に。練習体験可。

団体名 あきる野市ラジオ体操連盟
内

容
ラジオ体操

代表者名 川幡 宏雄 住所 野辺 TEL ５５８－４６５１

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 特になし 会員数 ９６人

会費等 年会費1,000円

活動日
(活動場所)

毎日早朝 ６時３０分～NHKラジオ体操放送に合わせ、ラジオ体操他

秋留台公園駐車場 引田楓ヶ原公園 引田熊野神社

活動内容 ラジオ体操 第1・第2・みんなの体操・ストレッチ体操

会の特色 いつでも・どこでも・市民一般誰でも出来るラジオ体操

団体名 マーメイド
内

容
水中運動

代表者名 山口 千代子 住所 雨間 TEL ５５８ー６５９６

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会費等 入会金1,000円 月額費2,000円 会員数 14人

活動日
(活動場所)

毎週金曜日 いきいきセンター

市民プール

会の特色 水中での有酸素運動
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《柔道》○社 《体育協会加盟団体》

《空手道》○社

団体名 あきる野市柔道連盟
内

容
柔道

代表者名 鈴木 幸浩 住所 留原 TEL ５９５ー２６７６

連絡者名 菱田 吉克 住所 入野 TEL 090-9816-8372

会員条件 特になし 会員数 103人

会費等 3団体によって違います。

活動日
(活動場所)

秋留台柔道会 水曜日 18時～20時 土曜日10時～12時

日曜日 17時～19時 秋川体育館

柔道クラブ 月曜日・木曜日 17時～19時 五日市ファインプラザ

土曜日 17時～19時 秋川体育館

秋川柔道会 水曜日・金曜日 20時～21時 30分 三内体育館

土曜日 10時30分～12時30分 三内体育館

月曜日・木曜日 17時～19時 五日市ファインプラザ使用時あり

団体名
日本空手道教育研究会

五日市少年少女空手道教室

内

容
空手道

代表者名 三谷 武夫 住所 伊奈 TEL ５９６－６０１８

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 年齢性別不問、市外者でも可 経験も問いません。 会員数 19人

会費等 年会費3,000円 運営費2,200円/月 入会金なし

活動日
(活動場所)

日曜日11時～13時、土曜日15時～17時、その他大会・イベント参加など

五日市ファインプラザ 武道場にて練習します。

活動内容

空手道の基本を重視して、形、組手の練習へと展開して指導します。個々人の力量

とペースに合わせた練習を行い各種大会やイベントにも参加して交流を図りま

す。空手道に関する座学も行い、理論と技術を身に付けて効果的な練習と成果に

繋げます。

会の特色

本教室は、地域の青少年の健全な育成を第一の目的として空手道の稽古を通じて

礼儀と人の和を尊重して強い肉体と精神を育み豊かな人間形成を求めて活動し、

他の団体との交流も行い技術の向上、親睦を図ります。
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《空手道》○社 《体育協会加盟団体》

《合気道》○社 《体育協会加盟団体》

《少林寺拳法》○社 《体育協会加盟団体》

団体名 あきる野市空手道連盟 武秀館
内

容
空手道

代表者名 花上 秀夫 住所 上代継 TEL 090-4621-0635

連絡者名 加藤 ゆかり 住所 雨間 TEL 080-2333-2277

ホームペ
ージURL bushukan@akirunokarate.jp

会員条件 年齢性別不問 市外者可 会員数 70人

会費等 入会費2,000円 月会費3,000円

活動日
(活動場所)

月曜日・水曜日・金曜日・土曜日（秋川体育館）

活動内容
東京都大会、少年少女全国大会、連合会全国大会、マスターズ大会他

各種大会に参加

会の特色 入会後1ヶ月間は指導員が優しくマンツーマンで指導を行います。

団体名 あきる野市合気道連盟
内

容
合気道

代表者名 澤﨑 道成 住所 日の出町 TEL 090-4731-8094

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 市外者でも可 年齢性別不問 会員数 28人

会費等 入会金5,000円 月会費3,000円

活動日
(活動場所)

毎週火曜日（第1・3は除く） 毎週金曜日 秋川体育館

毎週水曜日 龍山荘道場

活動内容 体術及び木剣、杖の基本から応用 年3回昇級昇段審査 年1回講習会あり

会の特色 連盟で姉妹道場になっている所へは、どこにでも稽古に参加することができます。

団体名 少林寺拳法連盟
内

容
少林寺拳法

代表者名 高井 勉 住所 留原 TEL ５９５－１９３８

連絡者名 馬込 政秋 住所 埼玉県富士見市 TEL 090-3439-0222

会員条件 年齢性別不問 会員数 22人

会費等 年会費７,000円 他

活動日
(活動場所)

毎週火曜日・金曜日 19時～ 五日市ファインプラザ

毎週土曜日 19時～ 秋川体育館

活動内容 少林寺拳法の修練及び指導

会の特色
会員は小学生から70代まで幅広く、互いに影響を受けながら楽しく練習を行っ

ています。
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《剣道》○社 《体育協会加盟団体》《スポーツ少年団》

《テニス》○社 《体育協会加盟団体》

《テニス》○社 《体育協会加盟団体》

団体名 あきる野市剣道連盟 内容 剣道

代表者名 岸 盛治 住所 五日市 TEL ５９６－２９７２

連絡者名 大森 孝 住所 上代継 TEL ５５９－０１０２

会員条件 小・中・高・大学生・一般社会人 年齢性別不問 会員数 240人

会費等
入会金500円（別途地区剣道会の会費あり）

年会費4,600円（高・大学・一般）3,100円（中学生）

活動日
(活動場所)

1.水曜日 19時～21時 （秋川体育館）

2.第２・４日曜日 19時～21時 （五日市ファインプラザ）

活動内容 定例稽古会、講習会、剣道大会、段級審査会、ジュニア育成剣道教室

会の特色 市内各地区に加盟7団体があり、青少年の健全育成に努めている。

団体名 あきる野市ミニテニス連盟
内

容
ミニテニス

代表者名 小松 央 住所 雨間 TEL ５５８－３２７３

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 16歳以上 会員数 90人

会費等 年会費1,100円 他に所属クラブ会費

活動日
(活動場所)

秋川体育館、五日市ファインプラザ

日曜日・月曜日・金曜日・土曜日 活動曜日です。

活動内容 ミニテニスの練習、大会、近郊交流大会、他多数の大会

会の特色 若者から高齢者まで季節天候に関係なく楽しく運動ができます。

団体名 あきる野市ソフトテニス連盟
内

容
ソフトテニス

代表者名 岩永 茂 住所 秋川 TEL 090-4832-5001

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 ソフトテニス愛好者 会員数 105人

会費等 年会費1,500円

活動日
(活動場所)

月曜日・金曜日は午前、日曜日は午前、午後 山田グラウンドテニスコート

活動内容

ジュニアからシニアまでソフトテニスを楽しみ、大会の開催や大会への参加を

している。また、教室や講習会を開催しソフトテニスの普及・発展を図ってい

る。

会の特色 ジュニアからシニアまで幅広い層の会員がソフトテニスを楽しでいます。
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《テニス》○社 《体育協会加盟団体》

《ソフトボール》○社 《体育協会加盟団体》

《バレーボール》○社 《体育協会加盟団体》

団体名 あきる野市テニス連盟
内

容
硬式テニス

代表者名 米谷 一豊 住所 草花 TEL 090-4945-7015

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 テニス愛好者 会員数 １１３人

会費等 入会金1,000円 年会費6,000円 コートフィー200円/1日

活動日
(活動場所)

総合グラウンドテニスコート (通年 土日祝)

活動内容 練習会、テニス競技会、親睦会他

会の特色 テニス教室(日曜日)が充実しています。

団体名 あきる野市ソフトボール連盟
内

容

ソフトボール

各種大会

代表者名 廣瀬 誠治 住所 雨間 TEL 090-3107-1429

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

ホームペ
ージURL https://akiruno.jimdofree.com/

会員条件 ソフトボールチームとして登録が必要です。 会員数 2050人

会費等
種目により違いがありますが、主にファストピッチ・スローピッチチームは年会

費10,000 円、参加費5,000円

活動日
(活動場所)

市内総合グラウンド、小和田グラウンドを会場として3月～11月まで主に日曜

日活動しています。

活動内容
年齢等の参加条件によりファストピッチ大会、スローピッチ大会、シニア大会、

小学生大会等開催しています。

会の特色
市内スポーツ団体で最も大きな会です。老若男女問わず、多くのソフトボール愛

好者に親しまれています。

団体名 あきる野市バレーボール連盟
内

容
バレーボール

代表者名 村野 栄一 住所 二宮東 TEL ―

連絡者名 崎本 和子 住所 二宮 TEL 090-8800-8807

会員条件 バレーボールが大好きな１８才以上の方 会員数 158人

会費等 チーム登録 年/3,000円

活動日
(活動場所)

秋川体育館 五日市ファインプラザ

活動内容 大会 家庭婦人 年/４回 一般 年/2回、講習会

会の特色 会員との親睦、日常生活のストレス発散、バレーボールを楽しむ
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《卓球》○社 《スポーツ少年団》

《ターゲット・バードゴルフ》○社 《体育協会加盟団体》

《バトミントン》○社 《スポーツ少年団》

団体名
スポーツ少年団

秋川卓球ジュニア

内

容
卓球教室

代表者名 秀島 千恵美 住所 野辺 TEL ５５０－１６０３

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 市内小中学生とその保護者 会員数 90人

会費等 参加費としてその都度 1回100円

活動日
(活動場所)

毎週土曜日 17時～19時 秋川体育館 小体育室

活動内容 卓球教室（青少年の健全育成、卓球の普及）

会の特色 あきる野市卓球連盟から４名の指導員が基本技術を指導します。

団体名 ターゲット・バードゴルフ協会
内

容

ターゲット・

バードゴルフ

代表者名 尾形 誠 住所 草花 TEL ５５８－６１２２

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 あきる野市在籍者又は在勤者 会員数 31人

会費等 年会費3,000円

活動日
(活動場所)

火曜日 油平広場 月曜日・水曜日 総合グラウンド

金曜日 切欠スポーツ公園 時間 9時～１２時

活動内容 ターゲット・バードゴルフの普及活動

会の特色 明るく・楽しく・元気に練習しています。

団体名 チームむさし
内

容
バドミントン練習

代表者名 古見 良男 住所 野辺 TEL ５５８－４６０２

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 中学生以下 会員数 23人

会費等 週2回（月会費2,000円）週3回（月会費3,000円）決めて練習

活動日
(活動場所)

東地区 月曜日・水曜日・金曜日（前田小体育館）

西地区 月曜日・木曜日 （五日市小体育館）

活動内容 バドミントンの練習、交流試合等参加

会の特色 東西2地区に分かれ、練習。
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《スポーツ吹矢》○社 《体育協会加盟団体》

《ノルディック・ウォーク》○社 《体育協会加盟団体》

《スキー》○社 《体育協会加盟団体》

団体名 あきる野市吹矢協会
内

容
吹矢

代表者名 矢崎 文雄 住所 小川 TEL ５５９－３８９０

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 特になし 会員数 41人

会費等 入会金1,000円 月会費1,200円

活動日
(活動場所)

日曜日 ９時～13時、金曜日１3時～15時（秋川体育館 剣道場）

活動内容 スポーツとしての吹矢の練習活動

会の特色 高齢者が比較的多いですが、吹矢の技術向上に向け取り組んでいます。

団体名
あきる野ノルディック・

ウォーク連盟

内

容

ノルディック・

ウォーク

代表者名 岩澤 元太郎 住所 － TEL 090-5416-2172

連絡者名 〃 住所 － TEL 〃

ホームペ
ージURL https://www.jnew-tokyo-akiruno.com/

会員条件 なし 会員数 40人

会費等 年会費3,000円

活動日
(活動場所)

第1土曜日 9時30分 あきる野市在宅サービス五日市センター前集合

第2・3・4土曜日 10時 秋留台公園集合

活動内容 ノルディック・ウォーク

会の特色 自分のペースで活動可

団体名 あきる野市スキークラブ
内

容
スキー

代表者名 宮﨑 慶一 住所 留原 TEL ５９５－０７５９

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 年齢・性別・居住地・経験等問いません。 会員数 ３４人

会費等 入会費3,000円 年会費3,000円

活動日
(活動場所)

１月・２月・３月スキー教室、クラブ員合宿、親睦バーベキュー

活動場所は、日本国内スキー場

活動内容 スキー技術の修得、指導

会の特色
昭和24年創立。スキー教室は50年、小中高生スキー教室は45年の歴史があ

ります。温泉付きで小学生から高齢者まで楽しくスキーを滑ります。
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《スキー》○社 《スポーツ少年団》

《登山》○社 《体育協会加盟団体》

《その他》○社

団体名
あきる野市

スキースポーツ少年団

内

容
スキー

代表者名 宮﨑 慶一 住所 留原 TEL ５９５－０７５９

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 小学２年生～中学3年生 会員数 70人

会費等 スキー教室の参加費のみ

活動日
(活動場所)

１月スキー教室 １月３日～５日 ２月スキー教室 2月第1土曜日、日曜日

３月スキー教室 3月第1土曜日、日曜日

活動内容 スキー講習

会の特色 スキーの基礎的な技術習得と団員相互の親睦を図る。

団体名 山とスキーの会
内

容
登山

代表者名 番場 肇 住所 舘谷 TEL 090-3819-8215

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 入会手続が完了している人 年齢不問 会員数 60人

会費等 入会費1,000円 年会費1,500円 その他保険は実費

活動日
(活動場所)

関東一円の山を中心に、平日、土曜日、日曜日を通して活動。年１～2回は一泊

登山でアルプスや東北の山へ

活動内容
山行は月１～２回、低山から中級クラスのアルプスまで、スキーは年に２～3回

泊まりで実施

会の特色
発足40年余りの歴史ある会。中年後期から80代まで自然、風景を楽しみなが

らの山登りです。

団体名
あきる野市

レクリエーション研究会

内

容
レクリエーション

代表者名 青木 勇 住所 二宮 TEL ５５９－７２９０

連絡者名 石川 全志 住所 二宮 TEL ５５０－６８５０

会員条件 レクリエーションに関心のある方 会員数 １７人

会費等 年会費1,200円

活動日
(活動場所)

月１回（第４金曜日） １９時３０分～２１時（中央公民館外）

活動内容
全国一斉「あそびの日」の活動やウォークラリーなどのレクリエーション活動

などを中心に地域活動に協力している。

会の特色
レクリエーション活動を通して、会員相互の親睦と自らの資質向上を図り、地

域への貢献を目的としている。
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《その他》○社

《その他》○社

《その他》○社 《文化団体連盟加盟団体》

団体名
ＮＰＯ法人

市民プロジェクト２１

内

容

文化・芸術発展のた

めのボランティア

活動
代表者名 溝口 正恵 住所 下代継 TEL ５５０－３７２１

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 ボランティア活動支援の出来る方 会員数 ９４人

会費等 年会費2,000円

活動日
(活動場所)

不定期

活動内容

あきる野市や近郊の若き音楽家の発掘、多数の音楽団体（あきる野シティオー

ケストラ、あきる野混声合唱団、児童合唱団「アヴニール」他）の育成、その

他地域振興のための活動

会の特色 ボランティア精神の方々と楽しく地域の皆様のために活動しています。

団体名 いずみの会 生活学校
内

容
生活学校

代表者名 千田 洋子 住所 雨間 TEL ５５８－６５９８

連絡者名 〃 住所 〃 TEL 〃

会員条件 特になし 会員数 ７４人

会費等 年会費2,000円

活動日
(活動場所)

内容に応じて（本読みは小学校、大正琴は福祉施設）。

活動内容 小学校、福祉施設での本の読み聞かせ、大正琴演奏等。

会の特色 40年程前の小学校ＰＴＡから発足、地域社会の向上目的に活動。

団体名 秋川素朴ないで湯旅の会
内

容
旅行

代表者名 小泉 修治 住所 二宮 TEL ―

連絡者名 〃 住所 〃 TEL ―

会員条件 市外者でも可 会員数 56人

会費等 年会費1,000円、旅行会費は都度

活動日
(活動場所)

不定期

活動内容 年3回程度の旅行を実施

会の特色 温泉の魅力を味わい、旅行行程の名所・施設を訪ね、教養を高める。
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《その他》○社 《文化団体連盟加盟団体》

団体名
東京都無形民俗文化財

秋川歌舞伎保存会

内

容

秋川歌舞伎の保

存・伝承
代表者名 村野 茲美 住所 二宮 TEL ５５８－９９８７

連絡者名 白檮山 誠 住所 二宮 TEL ５５９ー２６３７

ホームペ

ージURL 秋川歌舞伎あきる野座 akirunoza.o.oo7.jp

会員条件 なし 会員数 87人

会費等 年会費2,000円/一家族

活動日
(活動場所)

4～11月の間、毎週土曜日、19時～21時あきる野市平沢の農業会館2階で

お稽古しています。

活動内容

あきる野市に120年伝わる秋川歌舞伎を伝承するため、二宮神社生姜祭りや

あきる野市民文化祭でのキララホール公演及び近隣の市町村で年間 6回～8

回公演を行っています。

会の特色
大人歌舞伎と子供歌舞伎（中学生以下）が活動しており、幼稚園児から80歳

代のお年寄りが和気あいあいと力を併せて楽しい舞台を作っています。




