平成３０年度 チャレンジ・スポーツ教室開催支援事業 競技・種目別開催要領
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１ 回 目
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会
場

２ 回 目
実 施 日 ・ 時 間
会
場

年長～高３
（男女）

平成３０年７月１６日（月・祝）１０：００～１２：００
佐賀県総合運動場内水泳場飛込プール

平成３０年７月２１日（土）１０：００～１２：００
佐賀県総合運動場内水泳場飛込プール

担当連絡先
申込先

小１～中３
（男女）
担当連絡先
申込先

小１～中３
（男女）
担当連絡先
申込先
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小２～中３
（男女）
担当連絡先
申込先

小１～小６
（女）
担当連絡先
申込先

小１～中３
（男女）
担当連絡先
申込先

５歳～高３
（男女）
担当連絡先
申込先

小５～中２
（男女）
担当連絡先
申込先

小１～中３
（男女）
担当連絡先
申込先

小４～中３
（男女）
担当連絡先
申込先

小１～高３
（男・女）
担当連絡先
申込先

４歳～中３
（女）
担当連絡先
申込先

小２～高３
（男女）
担当連絡先
申込先

小１～中３
（男女）
担当連絡先
申込先
４歳～小６
（男女）
４歳～小６
（男女）
担当連絡先
申込先

小１～高３
（女）
担当連絡先
申込先

小１～中３
（男女）
担当連絡先
申込先

小３～中３
（男女）
担当連絡先
申込先

小６～中３
（男女）
担当連絡先
申込先

小４～小６
（男女）
担当連絡先
申込先
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空 手 道

カ ヌ ー

アルペン
ス キ ー

４歳～高３
（男女）
担当連絡先
申込先

小３～中３
（男女）
担当連絡先
申込先

小３～高３
（男女）
担当連絡先
申込先

３ 回 目
実 施 日 ・ 時 間
会
場

佐賀県水泳連盟・飛込競技 原口 進也
Fax：０９５２－２２－００３７ メール： saga.diving.go.go@gmail.com

平成３０年５月１２日（土） ９：００～１１：００
佐賀県総合運動場水泳場室内プール

平成３０年１１月１０日（土） ９：００～１１：００
平成３０年１１月１７日（土） ９：００～１１：００
佐賀県総合運動場水泳場室内プール
佐賀県総合運動場水泳場室内プール
佐賀水球クラブ葉隠ＲＥＸ 吉田 浩平
郵送：〒840-0201 佐賀市大和町尼寺９９１ Fax：０９５２－６２－１３９４ メール： saga.wp.hagakurex@gmail.com

平成３０年６月２日（土） １５：３０～１７：００
唐津市松浦川ボートハウス

平成３０年８月１８日（土） ９：００～１１：３０
平成３０年８月２５日（土） ９：００～１１：３０
唐津市松浦川ボートハウス
唐津市松浦川ボートハウス
佐賀県ボート協会 田中 幸樹
メール： challenge_boat_saga@yahoo.co.jp
平成３０年５月２７日（日）９：００～１２：００
平成３０年６月２４日（日）９：００～１２：００
平成３０年７月１日（日）９：００～１２：００
佐賀県ヨットハーバー
佐賀県ヨットハーバー
佐賀県ヨットハーバー
佐賀県ヨット連盟 重 由美子
郵送：〒847-0861 唐津市二夕子３－１－８ 佐賀県ヨットハーバー Tel：０９５５－７３－７０４１ Fax：０９５５－７３－８９８６

平成３０年６月１６日（土） １６：００～１７：００
巨勢小学校

平成３０年７月１４日（土） １６：００～１７：００ 平成３０年８月１１日（土・祝）１６：００～１７：００
巨勢小学校
巨勢小学校
Pop Candy 新体操クラブ 牟田 樹
メール：itsuki7716@gmail.com
平成３０年５月１９日（土）９：３０～１２：００
平成３０年５月２６日（土）９：３０～１２：００
平成３０年６月９日（土）９：３０～１２：００
立花小学校体育館（伊万里市）
立花小学校体育館（伊万里市）
立花小学校体育館（伊万里市）
伊万里ホッケースポーツ少年団 川久保 大樹
郵送：〒849-4251 伊万里市山代町楠久５３５－６
平成３０年９月９日（日） １０：００～１２：００
平成３０年１１月１８日（日） １０：００～１２：００
鳥栖工業高校レスリング場
鹿島高校（旧鹿島実業）レスリング場
佐賀県レスリング協会 樋口直文
郵送：〒842-0052 神埼市千代田町大字姉981 Tel：０９５２－４４－３２９１ Fax：０９５２－４４－３２９１

平成３０年９月１５日（土） １０：００～１２：００
有田工業高校

平成３０年９月１６日（日） １０：００～１２：００
有田工業高校

玄海町社会体育館

佐賀県相撲連盟
村上 英昭
電話・Fax：０９５５－５６－６９１８
メール： hsdkmu@vc.people-i.ne.jp
詳細は佐賀ジュニアアーチェリークラブHPをご覧ください。
平成３０年６月３０日（土） １０：００～１２：００
平成３０年７月１日（日） １０：００～１２：００
https://sagajuniorarchery.wixsite.com/sjac
唐津松浦河畔公園洋弓場
佐賀県立森林公園アーチェリー場
佐賀ジュニアアーチェリークラブ
岩田 健祐
メール：sjac.challenge.sports@gmail.com
平成３０年６月２３日（土） ９：３０～１１：３０
平成３０年７月１４日（土） ９：３０～１１：３０
平成３０年７月２１日（土） ９：３０～１１：３０
目達原駐屯地 体育館
目達原駐屯地 体育館
目達原駐屯地 体育館
佐賀県銃剣道連盟 河合 大地
Fax：０９５２－８７－２８９０
平成３０年７月１日（日）１０：００～１２：００
平成３０年１１月１７日（土）１４：００～１６：００
平成３０年１２月２日（日）１０：００～１２：００
佐賀東高校 新体育館
佐賀東高校 新体育館
嬉野市社会文化会館リバティ
佐賀県なぎなた連盟 窪田 恵望
メール：kubota.693-5024@384.jp
平成３０年８月１２日（日）１３：３０～１５：３０
平成３０年９月１６日（日）１３：３０～１５：３０
平成３０年１０月１４日（日）１３：３０～１５：３０
ボウルアーガス（佐賀市八戸溝）
ボウルアーガス（佐賀市八戸溝）
ボウルアーガス（佐賀市八戸溝）
①ボウルアーガスフロント 受付 : (月～金) AM10時～PM19時まで
電話：0952-34-4003 Fａｘ:0952-34-4005
②佐賀県ボウリング連盟事務局 廣川 陽三 受付 : (月～金) AM9時～PM16時まで 電話：0952-74-2233 Fａｘ：0952-74-2234
平成３０年８月１８日（土） １７：００～１８：００
平成３０年８月２５日（土） １７：００～１８：００
平成３０年９月１日（土） １７：００～１８：００
スポガ久留米スケート場 （久留米市石橋文化センター前）
佐賀県アイスホッケー連盟 渕上 栄
郵送：〒849-0921 佐賀市高木瀬西５－７－２４ 電話・Fax：０９５２－３２－１５０５ メール： sakaefuchi@yahoo.co.jp
平成３０年５月１２日（土）１３：００～１５：００
平成３０年５月２６日（土）１３：００～１５：００
平成３０年６月９日（土）１３：００～１５：００
佐賀市低床公園（神野公園西側）
佐賀市低床公園（神野公園西側）
佐賀市低床公園（神野公園西側）
平成３０年９月１５日（土） １３：００～１５：００
平成３０年９月２９日（土） １３：００～１５：００ 平成３０年１０月１３日（土） １３：００～１５：００
佐賀市低床公園（神野公園西側）
佐賀市低床公園（神野公園西側）
佐賀市低床公園（神野公園西側）
佐賀県ラグビーフットボール協会(佐賀ミニラグビー） 山浦 章雄
メール：sagajrrugbyclub@gmail.com
平成３０年６月１７日（日） ９：００～１１：００
平成３０年６月２４日（日） ９：００～１１：００
平成３０年７月１日（日） ９：００～１１：００
佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場
佐賀県総合運動場・球技場
佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場
佐賀県ラグビーフットボール協会 木原 信彦
電話・Ｆａｘ：０９５２－２５－３４９０
メール： kihara-nobuhiko@mail.saga-ed.jp
平成３０年１０月２７日（土）１３：００～１５：００
平成３０年１１月３日（土）１３：００～１５：００
平成３０年１１月１０日（土）１３：００～１５：００
佐賀県総合運動場 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ場
佐賀県総合運動場 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ場
佐賀県総合運動場 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ場
前田 真一 高志館高校
電話：０９５２－６２－１３３１ Fax：０９５２－５１－２００８
メール： maeda-shinichi@mail.saga-ed.jp
平成３０年１０月１４日（日） １０：００～１２：００ 平成３０年１０月２１日（日） １０：００～１２：００ 平成３０年１０月２８日（日） １０：００～１２：００
県総合運動場フェンシング場
県総合運動場フェンシング場
県総合運動場フェンシング場
佐賀県フェンシング協会 中村 亮介
メール：sagafencing@gmail.com
平成３０年１１月２３日(金・祝)１３：３０～１６：３０ 平成３０年１２月２日（日） １３：３０～１６：３０
県総合運動場エアライフル射撃場
県総合運動場エアライフル射撃場
佐賀県ライフル射撃協会理事長 高柳 メール： takayanagi-yoshito@mail.saga-ed.jp
受信用のメールアドレスを明記してください。
平成３０年１１月４日（日） １４：００～１５：３０ 平成３０年１１月１１日（日） １４：００～１５：３０ 平成３０年１１月１８日（日） １４：００～１５：３０
佐賀県総合運動場馬術場
佐賀県総合運動場馬術場
佐賀県総合運動場馬術場
佐賀県馬術連盟 園田 正伸
※申込期間は、９月１日から９月３０日までとする。
郵送：〒849-0936 佐賀市鍋島町森田 290-1 Fax：０９５２－３１－４９８２ メール： sabaren@tiara.ocn.ne.jp
平成３０年６月９日（土）１０：００～１２：００
平成３０年６月１７日（日）１０：００～１２：００
平成３０年６月３０日（土）１８：００～２０：００
浦の川スポーツセンター（唐津市相知町）
次郎体育館（神埼市千代田町）
麓小学校体育館
佐賀県空手道連盟 山本 史子
郵送：〒841-0084 鳥栖市山浦町 2419-4
メール： yamamoto235@saga-karate.com
平成３０年７月２９日（日） １０：００～１２：００
平成３０年８月１９日（日） １０：００～１２：００
神埼市日の尺池
神埼市日の尺池
佐賀県カヌー協会（神埼カヌークラブ） 島 憲一
Tel：０９５２－３７－０１０１
平成３０年１２月２３日（日・祝）９：００～１５：００
天山リゾートスキー場

平成３１年１月５日（土） ９：００～１５：００
天山リゾートスキー場

・運動のできる服装・水着
・バスタオル・飲料水・屋外シュー
ズ
サンダル（無くても可）
・水着 ・水泳キャップ
・バスタオル
【参加制限】 ４０名
・濡れても構わない服装・着替え
・運動のできる靴
・帽子・タオル・飲料水
・ウインドブレーカー・長袖・長ズ
ボン・運動靴・全身の着替え（靴
を含む）・帽子・飲料水
【参加制限】 ３０名
・動きやすい服装（Tシャツ、ス
パッツ等）
・タオル ・飲料水
【参加制限】 ２０名
運動のできる服装、体育館シュー
ズ、飲料水、タオル
【参加制限】 ２０名
・運動のできる服装
・体育館シューズ
・タオル

平成３０年９月１７日(月・祝)１０：００～１２：００ ・運動のできる服装
佐賀県県総合運動場
・体育館シューズ

佐賀県総合運動場 小川 稔
郵送：〒849-0923 佐賀市日の出２丁目 1-10 電話・Fax：０９５２－３０－５３１１
平成３０年５月２７日（日） ９：００～１２：００

準備する物及び使用料等

平成３１年２月３日（日）９：００～１５：００
天山リゾートスキー場

佐賀県スキー連盟 ジュニアスキー教室事務局 横曽根 雅仁
郵送：〒845-0012 小城市小城町池上5384 メール： kyouiku_1@skisaga.net

【参加制限】 １０名
・半袖Ｔシャツ
・短パン ・タオル
・飲料水
・運動のできる服装
・帽子・タオル・飲料水
【参加制限】 １会場先着３０名
・運動のできる服装
・体育館シューズ
・運動のできる服装・飲料水
・素足で活動します
【参加制限】 ２０名
運動のできる服装
ソックス、タオル
参加費 300円（貸靴代）
【参加制限】 ３０名
・運動のできる服装（長袖、
長ズボン、手袋、ソックス、）
・着替え
・運動のできる服装（金具がつか
ないもの）・運動靴（金属ポイント
のスパイク不可）
・飲料水 ・タオル・着替え

・運動のできる服装
・運動シューズ
・運動のできる服装、・手袋（軍手
可）・体育館シューズ・なわとび・
飲料水
【参加制限】 ３５名
・運動のできる服装
・体育館シューズ・タオル・飲料水
・手袋（厚手薄手問わず）
【参加制限】 ２０名
・軽い運動のできる服装・運動靴
【参加制限】各回１８名まで（５０
分×３交替制）
・ジーパン又はジャージ・長靴
【参加制限】 １０名
※３回とも参加できること。
※申込多数の場合は抽選。
運動のできる服装
飲料水、タオル
・濡れてもいい服装・帽子・着替え
・飲料水
【参加制限】 １５名
・防寒、防水機能を有した服装
（スキーウェア、グローブ等）（レン
タルあり）・着替え・参加費
5,000、・レンタル代5,600円・駐車
料金400円
【参加制限】 ４０名

① 一人で、何種目でも体験することができます。
※ 幼児、小学生は、必ず保護者同伴で参加してください。
② 申込期間及び締め切りは、各教室開催日の２週間前までとします。（馬術を除く）
③ 申込先・方法： 競技・種目別開催要項の競技担当者へ、所定の参加申込用紙・様式で、郵送、FAX、メール等の指定された方法で申し込んで下さい。
参加申込用紙は、佐賀県体育協会ホームページからもダウンロードできます。 ( ＨＰ http://www.sagaken-sports.com/ )
④ 問い合わせ先 ： （公財）佐賀県体育協会 TEL ０９５２－３０－７７１６

