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絵画 1 琴 3 手芸 7 卓球 12

児童画 1 太鼓 4 編み物 7 バレーボール 14

書道 1 尺八 4 裁縫 7 バスケットボール 16

ペン習字 1 三味線 4 ソフトボール 19
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囲碁 1 ケーナ等 4 健康体操 7 ハンドボール 19
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パソコン 2 ウクレレ 4 ヨガ 8 綱引き 20

料理 3 リコーダー 4 新体操 8 輪投げ 20

ちぎり絵 3 合唱 4 太極拳 8 ダンス 20
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

絵画 絵画 創作和紙絵画 錦城 第２、４火曜　９：００～１３：００ ¥1,000 ¥500 ¥0 11

絵画 絵画 絵画「竹の会」 大蔵 第２、４水曜　９：００～１１：００ ¥1,000 ¥0 ¥3,000 10

絵画 絵画 ふるさと絵画同好会 衣川 第１、３金曜　９：００～１２：００ ¥0 ¥0 ¥1,000 11

絵画 絵画 洋画サークル「望」 望海 第１，２，３，４土曜　１３：３０～１６：３０ ¥0 ¥0 ¥500 20

絵画 絵画 絵画サークル 江井島
第１、２、３、４、５水曜　１３：００～１６：３
０

¥0 ¥0 ¥2,000 12

絵画 児童画 バンビ児童画 野々池 第１～４火曜　１５：００～１９：００ ¥1,000 ¥0 ¥3,000 17

書道 書道 習字サークル 望海 第１、２、３、４火曜　１５：００～１９：００ ¥1,000 ¥0 ¥2,500 22 子ども￥2000

書道 書道 火曜書道サークル 高丘 第１、２、３、４火曜　１２：３０～１６：３０ ¥0 ¥0 ¥2,500 10

書道 書道 教育・実用書道 高丘 第１、２、３、４水曜　９：００～１２：００ ¥0 ¥0 ¥2,100 15

書道 書道 書道サ-クル 江井島 第１、３、４木曜　９：３０～１２：００ ¥500 ¥0 ¥2,400 10

書道 書道 喜楽会 二見 毎週火曜　１３：００～１６：００ ¥0 ¥0 ¥2,000 10

書道 ペン習字 ペン字サークル 衣川 第１、３土曜　１４：００～１６：００ ¥500 ¥0 ¥1,200 11

茶華道 茶道 茶道サークル 大蔵 第１、２、３、４、５土曜　９：００～１２：００ ¥0 ¥1,000 ¥2,000 10

茶華道 茶道 茶道サークル 衣川 第２、４、５金曜　９：００～１２：３０ ¥1,000 ¥0 ¥2,000 12

茶華道 茶道 茶道 野々池 第1～３木曜　９：３０～１３：３０ ¥0 ¥0 ¥2,000 10

茶華道 茶道 茶道サークル 高丘 第１、２、３火曜　９：３０～１２：３０ ¥1,000 ¥0 ¥2,000 10

茶華道 茶道 茶道サークル 江井島 第２、３、４火曜　９：００～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥1,500 10

趣味 囲碁 錦城囲碁クラブ 錦城
第１、２、３、４、５水曜　１３：００～１７：０
０

¥1,000 ¥0 ¥200 19

趣味 囲碁 囲碁同好会（上級） 朝霧 毎週日曜　１３：００～１７：００ ¥1,000 ¥0 ¥500 25

1 ページ



大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

趣味 囲碁 囲碁同好会（中級） 朝霧 毎週木曜　１３：００～１７：００ ¥1,000 ¥0 ¥500 22

趣味 囲碁 大蔵コミセン囲碁サークル 大蔵 第１、２、３、４、５金曜　９：００～１２：００ ¥0 ¥0 ¥500 19

趣味 囲碁 衣川囲碁サークル 衣川 日曜　９：３０～１２：００ ¥500 ¥0 ¥100 18

趣味 囲碁 野々池囲碁 野々池 毎週日曜　９：００～１２：００ ¥0 ¥0 ¥500 15

趣味 囲碁 明石囲碁会 望海 毎週木曜　１３：００～１６：３０ ¥500 ¥0 ¥1,500 21

趣味 囲碁 囲碁サークル 大久保 毎週土曜日　１３：００～１６：３０ ¥500 ¥0 ¥500 15

趣味 囲碁 高丘コミセン囲碁サークル 高丘 毎週日曜　１０：００～１４：００ ¥1,000 ¥0 ¥500 23

趣味 囲碁 囲碁愛好会 江井島
第１、２、３、４、５日曜　１３：００～１６：３
０

¥500 ¥1,000 ¥0 13

趣味 囲碁 二見囲碁サークル 二見 毎週土曜　１３：００～１６：３０ ¥0 ¥0 ¥500 14

趣味 将棋 将棋同好会 朝霧 毎週土曜　９：００～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥500 13

趣味 将棋 二見将棋会 二見 第２、３、４日曜　１２：００～１６：００ ¥1,000 ¥0 ¥1,000 14 女性中学生以下は半額

趣味 写真 高丘フォトクラブ 高丘 第３金曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥3,000 ¥0 12

趣味 写真 魚住東写真クラブ 魚住東 第３　日曜　９：００～１２：００ ¥500 ¥0 ¥500 10

趣味 パソコン 朝霧パソコンクラブ 朝霧 毎週木曜　９：００～１２：００ ¥0 ¥2,000 ¥2,000 17

趣味 パソコン 野々池パソコン 野々池 第1～４土曜　１３：３０～１６：００ ¥0 ¥1,500 ¥2,000 16

趣味 パソコン 望海パソコンクラブ 望海 毎週火曜　９：３０～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥1,500 22

趣味 パソコン 大久保パソコンサークルⅡ 大久保 毎週金曜日　１３：３０～１６：３０ ¥1,000 ¥4,000 ¥2,000 28

趣味 パソコン 大久保パソコンサークルⅠ 大久保 毎週日曜日　　９：３０～１２：００ ¥1,000 ¥2,000 ¥2,000 23

趣味 パソコン 高丘パソコンクラブ 高丘 毎週金曜　１３：００～１７：００ ¥0 ¥2,000 ¥2,000 31

2 ページ



大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

趣味 パソコン 魚住パソコンクラブ 魚住 毎週木曜　１３：３０～１６：３０ ¥0 ¥1,500 ¥2,000 21

趣味 パソコン 魚住東パソコンサークル 魚住東 第１～５　土曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥1,000 ¥0 16

趣味 料理 男性料理「サークル板前」 高丘 第４土曜　１３：００～１７：００ ¥0 ¥0 ¥2,000 12

趣味 ちぎり絵 創作和紙絵画 江井島 第３火曜　９：３０～１３：３０ ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 10

趣味 園芸 明石ラン会 衣川 第１日曜　１３：００～１６：３０ ¥0 ¥3,500 ¥400 27

趣味 マジック 明石望海マジッククラブ 望海 第１日曜　９：３０～１２：００ ¥0 ¥0 ¥500 10

趣味 マジック 大久保マジックサークル 大久保 第１、３日曜日　１３：３０～１６：３０ ¥1,000 ¥0 ¥1,000 11

趣味 無線
高丘コミュニティセンターアマチュア無線クラ
ブ

高丘 第１日曜　９：３０～１２：００ ¥500 ¥0 ¥100 13 月会費:1年分
前納の場合1,000円

文学 俳句 江井島コミセン俳句サークル 江井島 第２、４火曜　１３：００～１５：００ ¥0 ¥0 ¥500 10

文学 俳句 つくし俳句会 魚住東 第３　土曜　１３：００～１６：００ ¥0 ¥0 ¥500 10

文学 川柳 川柳楽しみタイ 野々池 第３木曜　９：００～１２：００ ¥0 ¥1,000 ¥0 10

語学 外国語 English ABC 錦城
第１、２、３、４、５土曜　１２：３０～１６：３
０

¥2,000 ¥0 ¥2,500 17

語学 外国語 Sparkleキッズ英会話 野々池 第１～４木曜　１５：００～１８：３０ ¥0 ¥3,000 ¥3,000 52

語学 外国語 明石ＥＳＳ 望海 毎週木曜　１８：３０～２０：３０ ¥2,000 ¥30,000 ¥2,500 10

語学 外国語 ニーハオ！高丘 高丘 毎週土曜　９：００～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥2,500 11

語学 日本語 明石二見日本語「こんにちは」 二見 毎週日曜　９:００～１２：００ ¥0 ¥0 １回につき\100 37 会費は都度徴収

楽器 琴 琴同好会 衣川 第１、３、５木曜　１８：００～２０：３０ ¥1,000 ¥0 ¥2,500 10

楽器 琴 大正琴サークル
大久保
北

第２、４水曜　９：００～１２：３０ ¥0 ¥500 ¥500 10

楽器 琴 箏サークル 魚住東 第１～５　火曜　１３：３０～１６：３０ ¥1,000 ¥0 ¥2,500 10
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

楽器 琴 琴、三絃、十七絃サークル 二見 第１、２、３、５日曜　１２：３０～１６：３０ ¥2,000 ¥0 ¥1,000 20

楽器 太鼓 朝霧太鼓推進同好会 朝霧 毎週土曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥1,000 26 月会費子供￥５００

楽器 太鼓 喜春太鼓 高丘 毎週金曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥2,000 14 月会費:ジュニアの部 500円

楽器 太鼓 明石二見和太鼓 二見 毎週木曜　１８：３０～２０：３０ ¥2,000 ¥0 ¥2,000 20

楽器 尺八 尺八研究会 衣川 毎週土曜　１３：００～１６：００ ¥0 ¥0 ¥1,500 10

楽器 尺八 尺八 野々池 毎週木曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥2,000 ¥0 10

楽器 三味線 音和会 高丘 毎週水曜　１３：００～１６：３０ ¥0 ¥0 ¥500 12

楽器
ハーモニ
カ

望海ハーモニカサークル 望海 毎週火曜　１３：００～１６：００ ¥2,000 ¥0 ¥500 15

楽器 ケーナ等 フォルクローレサークルグルーポ・アルト 高丘 毎週金曜　９：００～１３：００ ¥0 ¥1,000 ¥2,000 12

楽器 吹奏楽 明石管弦楽クラブ「詩五線」 大蔵 第２、４土曜　１３：３０～１７：００ ¥1,500 ¥1,000 ¥1,000 22

楽器 吹奏楽 明石子午線ウインドオーケストラ 魚住東 第２、４、５　日曜　１３：００～１７：００ ¥0 ¥18,000 ¥0 40

楽器 吹奏楽 スイングファイアー 二見 毎週土曜　１７：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥500 21

楽器 オカリナ レモンパイ 衣川 第２、４土曜　１３：００～１６：００ ¥0 ¥0 ¥1,000 11

楽器 オカリナ 花梨 二見 毎週木曜　１３：００～１６：３０ ¥2,000 ¥0 ¥1,000 16

楽器 ウクレレ ｳｸﾚﾚｻｰｸﾙ　ほっとみるくてぃ 衣川 第３、４火曜　１３：００～１６：３０ ¥500 ¥0 ¥1,000 17

楽器 リコーダー リコーダーアンサンブル望海 望海 毎週金曜　９：３０～１２：３０ ¥0 ¥1,000 ¥800 10

声楽 合唱 女声合唱　結 錦城
第１、２、３、４、５金曜　１３：００～１６：３
０

¥0 ¥0 ¥3,000 21

声楽 合唱 アンサンブル・ヴィーヴォ 朝霧 毎週火曜　９：３０～１２：００ ¥0 ¥0 ¥2,000 12

声楽 合唱 朝霧コーラス 朝霧 毎週土曜　９：３０～１３：００ ¥0 ¥0 ¥3,000 15
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

声楽 合唱 明石中央女声合唱団 衣川 毎週火曜　９：３０～１２：００ ¥2,000 ¥0 ¥2,500 22

声楽 合唱 明石混声合唱団 衣川 毎週水曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥3,000 32

声楽 合唱 コーラス 野々池 第１～４金曜　１４：３０～１７：３０ ¥500 ¥0 ¥2,000 16

声楽 合唱 高丘女声コーラス 高丘 毎週火曜　９：００～１２：３０ ¥500 ¥0 ¥1,500 19

声楽 合唱 ア・カペラコーラスエーデルワイス 高丘 毎週火曜　１３：００～１６：００ ¥1,000 ¥0 ¥2,000 16

声楽 合唱 コンセーラ・タカオカ 高丘 第１、２、４金曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥500 10

声楽 合唱 コーラス　カンタービレ 魚住 第２、４日曜　９：００～１２：００ ¥0 ¥0 ¥1,000 16

声楽 合唱 魚住コーラス「わかくさ」 魚住東 第１、３、５　金曜　９：００～１３：００ ¥1,000 ¥0 ¥3,000 16

声楽 合唱 あんだんて 二見 毎週日曜　９：３０～１２：００ ¥0 ¥0 ¥2,000 22

声楽 童謡 童謡・唱歌の会「わらべ」 望海 第１，３金曜　１３：００～１６：００ ¥500 ¥1,000 ¥1,000 12

声楽 童謡 魚住東童謡・唱歌サークル 魚住東 第２、４　木曜　１３：００～１６：００ ¥0 ¥0 ¥1,000 20

声楽 歌謡 歌謡クラブ 朝霧 毎週火曜　１２：３０～１６：３０ ¥1,000 ¥0 ¥500 13

声楽 歌謡 カラオケ同好会 朝霧 毎週金曜　１２：３０～１６：３０ ¥1,000 ¥0 ¥500 13

声楽 歌謡 大蔵コミセン歌謡サークル 大蔵 第１、３日曜　１３：００～１６：３０ ¥1,000 ¥0 ¥500 11

声楽 歌謡 衣川歌おう会 衣川 第１、３日曜　９：３０～１２：００ ¥0 ¥0 ¥500 23

声楽 歌謡 衣川カラオケ同好会 衣川 第２、４日曜　１３：００～１６：３０ ¥1,000 ¥0 ¥2,000 17

声楽 歌謡 望海なつメロ同好会 望海 毎週日曜　１３：００～１６：３０ ¥1,000 ¥0 ¥1,000 13

声楽 歌謡 歌謡サークル 大久保 第１、２、３、４火曜日　１４：００～１６：３０ ¥0 ¥0 ¥2,000 16

声楽 歌謡 魚住歌謡 魚住 第１～４土曜　１３：００～１６：００ ¥1,000 ¥0 ¥500 11
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

声楽 歌謡 カラオケ　富士山の会 魚住東 第１、３　日曜　９：３０～１２：３０ ¥0 ¥0 ¥1,000 10

声楽 歌謡 うたおう会 魚住東 第１、３　日曜　１２：３０～１６：３０ ¥500 ¥0 ¥300 10

芸能 民謡 日本民謡あすなろ会 錦城
第１、２、３、４、５土曜　１３：００～１７：０
０

¥1,500 ¥0 ¥2,500 14

芸能 謡曲 衣川コミセン謡曲サークル 衣川 毎週土曜　９：００～１２：００ ¥0 ¥0 ¥4,000 11

芸能 謡曲 謡曲サークル 高丘 毎週木曜　１２：３０～１６：３０ ¥0 ¥0 ¥500 11

芸能 詩吟 明石吟詠サークル 大久保 第１、２、３、４金曜日　１３：３０～１５：３０ ¥0 ¥0 ¥1,500 13

芸能 詩吟 高丘詩吟サークル 高丘 第１、２、３火曜　１２：３０～１６：３０ ¥0 ¥0 ¥1,000 11

芸能 舞踊 「盆踊りの集い」 錦城 第１、２、３、４土曜　１４：００～１６：００ ¥0 ¥0 ¥500 19

芸能 舞踊 阿波踊り「海峡連」 望海 毎週水曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥1,000 16

芸能 舞踊 望海なでしこグループ 望海 第１、２、３、４木曜　１３：００～１６：００ ¥0 ¥0 ¥3,000 14

芸能 舞踊 新舞踊
大久保
北

毎週水曜１２：３０～１６：３０ ¥0 ¥0 ¥500 10

芸能 舞踊 民踊 魚住東 第１、２、３　火曜　９：３０～１２：００ ¥0 ¥0 ¥0 10

芸能 舞踊 沖縄エイサー 肝美らさん 二見 毎週金曜　１８：００～２０：３０ ¥1,000 ¥2,000
大人￥1,500
小人￥1,000

16

芸能 人形劇 人形劇　ゆめっこ 野々池 毎週水曜　９：００～１３：００ ¥0 ¥1,000 ¥0 10

工芸 陶芸 陶芸 野々池 第１、３日曜　１３：００～１６：００ ¥1,000 ¥0 ¥2,000 11

工芸 陶芸 陶芸サークル 魚住 第２～５土曜　１３：００～１７：００ ¥2,000 ¥0 ¥2,000 10

工芸 陶芸 陶友会 魚住東 第２、４　日曜　９：００～１３：００ ¥500 ¥0 ¥2,300 13

工芸 陶芸 ととろ会 二見 毎週木曜　１３：００～１７：００ ¥3,000 ¥0 ¥1,000 18

工芸 木彫 錦城　木彫サークル 錦城 第２、４金曜　９：００～１２：００ ¥1,500 ¥0 ¥2,000 10
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

工芸 木彫 木彫サークル 大久保 第２、４水曜日　９：３０～１２：００ ¥1,000 ¥1,000 ¥2,000 11

工芸 彫刻 明石仏像彫刻会 錦城 第１、２、３、４、５土曜　９：００～１２：００ ¥0 ¥0 ¥200 12

服飾 手芸 手編み・押し花 野々池 第１～４水曜　１３：３０～１６：００ ¥500 ¥0 ¥2,300 10

服飾 手芸 手編みフレンド 野々池 毎週金曜　９：３０～１２：００ ¥1,500 ¥0 ¥1,000 10

服飾 手芸 パッチワークサークル 望海 第１、３火曜　１３：００～１６：３０ ¥0 ¥0 ¥2,700 10

服飾 編み物 編み物サークル 大久保 第１、２、４木曜日　１３：３０～１６：３０ ¥1,000 ¥1,000 ¥2,000 12

服飾 編み物 手編みサークル 高丘 第１、２、４、５金曜　９：００～１３：００ ¥500 ¥0 ¥2,300 10

服飾 裁縫 和裁サークル 衣川 毎週火曜　１３：００～１５：３０ ¥0 ¥1,000 ¥2,000 10

服飾 裁縫 和服リフォーム 望海 第２、４水曜　９：３０～１２：００ ¥0 ¥0 ¥1,500 10

服飾 裁縫 和裁の集い 高丘 毎週木曜　９：００～１３：００ ¥1,000 ¥0 ¥500 13 ※入会時備品代:3,000円要

体操 健康体操 朝霧健康体操サークル 朝霧 毎週木曜　９：３０～１２：００ ¥0 ¥0 ¥2,000 20

体操 健康体操 大蔵体操 大蔵
第１、２、３、４、５金曜　１０：００～１１：０
０

¥0 ¥0 ¥500 15

体操 健康体操 いきいき体操 衣川 第１、２、３、４木曜　１３：３０～１５：３０ ¥0 ¥0 ¥2,400 11

体操 健康体操 中高年体操サークル 衣川 毎週金曜　１３：３０～１４：３０ ¥0 ¥0 ¥1,500 11

体操 健康体操 女子ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 野々池 毎週火曜　９：００～１１：００ ¥500 ¥0 ¥1,500 11

体操 健康体操 健康体操サークル 大久保 毎週金曜日　　９：３０～１２：００ ¥0 ¥0 ¥2,500 12

体操 健康体操 さわやか体操
大久保
北

毎週金曜９：００～１３：００ ¥0 ¥0 ¥2,500 28

体操 健康体操 大久保北健幸体操
大久保
北

毎週金曜１３：００～１５：３０ ¥0 ¥0 ¥1,800 11

体操 健康体操 さわやか体操 高丘 毎週火曜　９：００～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥2,500 12
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

体操 健康体操 高丘健幸体操サークル 高丘 毎週水曜　９：００～１３：００ ¥1,000 ¥0 ¥1,600 27

体操 健康体操 健康体操ＣＫ 江井島 第１、２、３、４、火曜　９：３０～１２：００ ¥0 ¥0 ¥1,300 21

体操 健康体操 江井島ひまわり健康体操 江井島 第１、２、３、４、５水曜　９：３０～１２：００ ¥0 ¥0 ¥1,000 28

体操 健康体操 二見健幸体操 二見 毎週金曜　１３：３０～１６：００ ¥0 ¥2,000 ¥2,200 10

体操 親子体操 親子体操 野々池 毎週木曜　９：００～１２：３０ ¥500 ¥0 ¥1,000 56

体操 親子体操 親子体操たんぽぽ 魚住 毎週木曜　９：３０～１２：００ ¥500 ¥500 ¥1,900 21

体操 親子体操 親子リズム 二見 毎週火曜　９：００～１２：００ ¥0
小人￥500

大人￥0
小人￥500

大人￥0
10

体操
フィットネ
ス

リズムストレッチ体操 衣川 毎週水曜　９：３０～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥2,500 14

体操
フィットネ
ス

大久保北コミセンフィットネスダンス
大久保
北

毎週火曜９：００～１２：３０ ¥1,000 ¥0 ¥2,400 10

体操
フィットネ
ス

リズミカルストレッチ 高丘 毎週木曜　９：３０～１２：３０ ¥1,000 ¥1,000 ¥2,000 10

体操 ヨガ ヨガ・ストレッチ体操サークル 大蔵
第１、２、３、４、５火曜　１０：００～１１：３
０

¥1,000 ¥0 ¥1,000 28

体操 ヨガ ヨガ・ストレッチ体操サークル 望海 毎週水曜　９：３０～１１：００ ¥1,000 ¥0 ¥1,500 17

体操 ヨガ ヨガサークル 大久保 毎週水曜日　９：３０～１２：００ ¥0 ¥1,000 ¥2,000 24

体操 ヨガ ヨガの会 魚住東 第１～４　金曜　１９：００～２０：３０ ¥500 ¥0 ¥2,000 17

体操 ヨガ ヨガサークル 二見 毎週金曜　１０：００～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥2,500 21

体操 新体操 明石ＲＧ
大久保
北

毎週水曜１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥0 10

武術 太極拳 明石市太極拳協会 錦城 第１、２、３、４金曜　１３：００～１６：００ ¥1,000 ¥0 ¥1,000 12

武術 太極拳 太極拳あかね 朝霧 毎週金曜　９：００～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥500 11

武術 太極拳 太極拳大蔵 大蔵
第１、２、３、４、５水曜　１３：００～１５：０
０

¥1,000 ¥0 ¥1,000 14
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

武術 太極拳 太極拳 野々池 第１～４金曜　１２：３０～１５：００ ¥1,000 ¥500 ¥1,000 16

武術 太極拳 太極拳サークルⅡ 大久保 第１、２、３、４火曜日　　９：００～１２：００ ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 21

武術 太極拳 太極拳サークル 大久保 第１、２、３、４木曜日　１３：３０～１６：００ ¥1,000 ¥0 ¥1,000 11

武術 太極拳 大久保北太極拳サークル
大久保
北

第１，２，３，４木曜１８：３０～２０：３０ ¥1,000 ¥0 ¥1,200 11

武術 太極拳 明石カンフークラブ
大久保
北

毎週木曜１８：３０～２０：３０ ¥500 ¥500 ¥2,000 18

武術 太極拳 健康太極拳倶楽部 高丘 毎週木曜　１３：００～１６：００ ¥1,000 ¥0 ¥1,200 10

武術 太極拳 高丘コミセン太極拳サークル 高丘 毎週土曜　９：００～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥1,200 10

武術 太極拳 太極拳サークル 江井島 第１、２、３、４、５土曜　９：３０～１１：３０ ¥1,000 ¥0 ¥1,300 10

武術 太極拳 太極拳サークル 魚住 第１～４日曜　９：３０～１１：３０ ¥1,000 ¥0 ¥1,300 11

武術 太極拳 太極拳同好会 魚住東 第１～５　水曜　１８：３０～２０：３０ ¥1,000 ¥0 ¥1,300 10

武術 太極拳 太極拳サークル 二見 毎週土曜　９：３０～１２：３０ ¥1,000 ¥0 ¥1,200 20

武術 合氣道 朝霧合氣道会 朝霧 毎週金曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥3,000 10

武術 合氣道 合気道サークル 大蔵
第１、２、３、４、５水曜　１８：３０～２０：３
０

¥1,000 ¥0 ¥1,000 12

武術 合氣道 衣川合氣道 衣川 第１、２、３、４水曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥2,000 22

武術 合氣道 合氣道 野々池 第１～４木曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥3,000 10

武術 合氣道 望海合氣道会 望海 毎週土曜　１９：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥3,000 10

武術 合氣道 明石合気道 望海 毎週日曜　１３：００～１６：３０ ¥1,000 ¥0
￥500～
￥2000

17

武術 合氣道 高丘合氣道 高丘 毎週木曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥3,000 14 月会費
一家族3,000円　
子ども 2,000円

武術 合氣道 魚住合氣道 魚住 第１～４日曜　９：００～１２：３０ ¥0 ¥0
子ども\1000

大人\2000
14
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

武術 柔道 大蔵柔道クラブ 大蔵
第１、２、３、４、５土曜　１８：３０～２０：３
０

¥1,000 ¥0 ¥500 19

武術 柔道 少年柔道サークル 衣川 毎週土曜　１８：００～２０：３０ ¥1,000 ¥0 ¥1,000 25

武術 柔道 衣川柔道同好会 衣川 毎週日曜　９：３０～１２：００ ¥1,000 ¥8,000 ¥1,000 47

武術 柔道 明石柔道會 野々池 毎週火曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥1,000 13

武術 柔道 明石柔道サークル 野々池 毎週土曜　１６：３０～２０：００ ¥0 ¥0 ¥1,000 14

武術 柔道 明石柔友会 望海 毎週日曜　９：３０～１２：００ ¥0 ¥0 ¥500 10

武術 柔道 高丘柔道同好会 高丘 毎週土曜　１８：００～２０：３０ ¥1,850 ¥0 ¥500 10 入会金：中学生以下800円

武術 柔道 二見少年柔道クラブ 二見 毎週火曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥1,000 25

武術 柔道 柔道サークル「二見尚志会」 二見 毎週水曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥500 15

武術 柔道 二見少年柔道サークル 二見 毎週金曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥1,000 24

武術 空手 錦城コミセン空手サークル 錦城
第１、２、３、４、５日曜　１３：００～１６：３
０

¥0 ¥0 ¥2,000 19

武術 空手 星辰館（空手） 朝霧 第１，２，３，４日曜　１４：００～１７：００ ¥0 ¥0 ¥500 12

武術 空手 空手道心武館 朝霧 第１，２，３土曜　１９：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥2,000 18

武術 空手 朝霧空手道 朝霧 毎週水曜　１９：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥2,000 10

武術 空手 空手道サークル 大蔵 第１、２、３、４、５日曜　９：３０～１２：００ ¥0 ¥0 ¥1,000 11

武術 空手 大蔵空手道サークル 大蔵
第１、２、３、４、５火曜　１８：３０～２０：３
０

¥1,000 ¥0 ¥2,000 15

武術 空手 明石空手道サークル 大蔵
第１、２、３、４、５金曜　１８：３０～２０：３
０

¥1,000 ¥0 ¥2,000 10

武術 空手 衣川学舎空手道クラブ 衣川 毎週金曜　１８：３０～２０：３０ ¥2,000 ¥0 ¥2,000 40

武術 空手 空手 野々池 毎週火曜　１８：３０～２０：３０ ¥1,000 ¥0 ¥2,000 26
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

武術 空手 空手道『平成館』 野々池 毎週水曜　１８：３０～２０：３０ ¥1,000 ¥0 ¥2,000 18

武術 空手 想拳塾 望海 毎週金曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥3,000 14

武術 空手 空手道同好会 望海 毎週土曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥550 ¥0 11

武術 空手 空手道サークル１ 大久保 毎週水曜日　１８：３０～２０：３０ ¥3,000 ¥0 ¥3,000 12

武術 空手 空手道３ 大久保 毎週土曜日　１８：００～２０：００ ¥0 ¥0 ¥3,000 16

武術 空手 大久保北空手道　　サークルＡ
大久保
北

第1，２，３，４水曜１８：３０～２０：３０ ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 13

武術 空手 空手道Ｃ
大久保
北

毎週金曜１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥500 10

武術 空手 空手道クラブ 高丘 毎週水曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥150 18

武術 空手 空手道、体道サークル 江井島
第１、２、３、４、５水曜　１８：００～２０：３
０

¥0 ¥0 ¥1,500 26

武術 空手 武道研究会 魚住 毎週水曜　１９：００～２０：３０ ¥1,000 ¥1,200 ¥1,000 10

武術 空手 空手道Ｂ 魚住 毎週木曜　１９：００～２０：３０ ¥1,000 ¥1,200 ¥1,000 10

武術 空手 空手道Ａ 魚住 毎週金曜　１９：００～２０：３０ ¥1,000 ¥1,200 ¥1,000 11

武術 空手 空手道 魚住東 第１～５　土曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥3,000 11

武術 空手 空手道サークル 二見 第１、２、３、４火曜　１７:３０～１９：３０ ¥3,000 ¥0 ¥3,000 16

武術 気功 導引養生功 二見 毎週水曜　９：３０～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥1,000 22

武術
少林寺拳
法

少林寺拳法高丘 高丘 第１、２、３、４火曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥2,000 12

武術
少林寺拳
法

魚住コミセン　少林寺拳法 魚住 毎週火曜　１９：３０～２０：３０ ¥3,150 ¥4,150 ¥2,000 11

武術 剣道 明石市剣道連盟 錦城 第２、４日曜　９：３０～１２：００ ¥3,000 ¥0 ¥1,500 31

武術 剣道 大蔵剣友会 大蔵 第１、２、３、４土曜　１９：００～２０：３０ ¥1,000 ¥0 ¥1,500 72
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

武術 剣道 大蔵中学校OB剣道研究会 大蔵 第２、４土曜　１９：００～２０：３０ ¥0 ¥500 ¥0 14

武術 剣道 衣川剣道サークル 衣川 第１、２、３、４金曜　１８：３０～２０：３０ ¥3,000 ¥0 ¥1,500 13

武術 剣道 西明石剣友会 野々池 毎週金曜　１８：３０～２０：３０ ¥2,000 ¥0 ¥2,000 14

武術 剣道 大久保　無刀会 大久保 毎週水曜日　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥300 ¥0 29

武術 剣道 剣道 大久保 毎週木曜日　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥300 ¥0 18

武術 剣道 高丘剣道サークルⅠ 高丘 毎週金曜　１８：３０～２０：３０ ¥1,500 ¥0 ¥2,000 34 月会費
一般会員1,300円

武術 剣道 高丘剣道サークルⅡ 高丘 毎週金曜　１８：３０～２０：３０ ¥1,500 ¥0 ¥1,300 56

武術 剣道 あけぼの少年剣友会 江井島
第１、２、３、４、５土曜　１８：３０～２０：３
０

¥2,000 ¥0 ¥2,000 32

武術 剣道 あけぼの剣友会 江井島
第１、２、３、４、５土曜　１８：３０～２０：３
０

¥0 ¥0 ¥500 20

武術 剣道 剣道サークル「魚住清心館Ａ」 魚住 毎週水曜　１８：００～２０：３０ ¥1,000 ¥0
小学生以下

\1,500
中学生以上\500

20

武術 剣道 剣道サークル「魚住清心館Ｂ」 魚住 毎週土曜　１８：００～２０：３０ ¥1,000 ¥0
小学生以下

\1,500
中学生以上\500

27

武術 剣道 二見剣道サークル双武館 二見 毎週火曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥500 12

武術 なぎなた 明石市なぎなた協会 錦城 第１、２、３、４、５日曜　９：００～１２：３０ ¥1,000 ¥0 ¥1,000 18

球技 卓球 火曜レディース卓球 錦城 第１、２、３、４、５火曜　９：３０～１２：００ ¥1,000 ¥2,400 ¥0 13

球技 卓球 木曜レディース卓球 錦城 第１、２、３、４、５木曜　９：３０～１２：００ ¥1,000 ¥2,400 ¥0 12

球技 卓球 錦城コミセン卓球同好会 錦城
第１、２、３、４、５木曜　１８：００～２０：３
０

¥0 ¥500 ¥0 19

球技 卓球 卓球サークル　クローバー会 錦城
第１、２、３、４、５土曜　１８：００～２０：３
０

¥1,000 ¥0 ¥0 12

球技 卓球 高齢者卓球サークル 朝霧 毎週金曜　９：００～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥300 48

球技 卓球 卓球サークル「水曜会」 朝霧 毎週水曜　１３：００～１５：３０ ¥0 ¥1,200 ¥100 10
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

球技 卓球 卓球サークル「ハマユウ」 朝霧 毎週金曜　１３：００～１５：３０ ¥500 ¥0 ¥1,000 11

球技 卓球 松が丘卓球 朝霧 毎週金曜　１３：００～１５：３０ ¥1,000 ¥0 ¥0 12

球技 卓球 朝霧レインボー卓球 朝霧 毎週火曜　９：３０～１２：３０ ¥500 ¥3,000 ¥0 12

球技 卓球 さわやか卓球 朝霧 毎週土曜　９：００～１２：００ ¥0 ¥1,200 ¥0 19

球技 卓球 火星卓球隊 大蔵
第１、２、３、４、５火曜　１８：３０～２０：３
０

¥0 ¥1,000 ¥0 10

球技 卓球 人丸レディース卓球クラブ 大蔵 第１、２、３、４、５水曜　９：００～１２：００ ¥0 ¥0 ¥500 15

球技 卓球 大蔵卓球クラブ 大蔵 第１、２、３、４、５土曜　９：００～１２：００ ¥0 ¥0 ¥500 16

球技 卓球 コスモス卓球 衣川 第１、２、３、４火曜　９：３０～１２：００ ¥500 ¥4,000 ¥0 24

球技 卓球 レモン卓球 衣川 毎週火曜　１３：００～１５：００ ¥500 ¥0 ¥300 23

球技 卓球 衣川クラブ 衣川 毎週木曜　１８：３０～２０：３０ ¥300 ¥0 ¥200 26

球技 卓球 レディース卓球 野々池 毎週金曜　９：００～１２：３０ ¥600 ¥0 ¥1,000 32 月会費は３か月で\1000

球技 卓球 さくら卓球 望海 毎週木曜　１３：００～１５：３０ ¥1,000 ¥0 ¥500 10

球技 卓球 望海卓球サークル 望海 毎週金曜　９：３０～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥500 20

球技 卓球 レディース卓球 大久保 毎週木曜日　　９：３０～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥500 13

球技 卓球 卓球同好会 大久保 毎週土曜日　　９：３０～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥500 14

球技 卓球 フレンドリー卓球 大久保 毎週日曜日　　９：３０～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥500 11

球技 卓球 ピンポン同好会 大久保 毎週日曜日　　１３：００～１７：００ ¥1,000 ¥0 ¥500 11

球技 卓球 むつみ卓球サークル
大久保
北

毎週火曜１２：３０～１５：３０ ¥1,000 ¥0 ¥500 16

球技 卓球 大久保北コミセン　　卓球サークル
大久保
北

毎週土曜１３：００～１６：３０ ¥1,000 ¥0 ¥500 22
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

球技 卓球 らびっと。
大久保
北

毎週日曜１２：３０～１６：３０ ¥0 ¥0 ¥1,000 17

球技 卓球 高丘コミセンレディース卓球サークル（Ⅰ） 高丘 毎週火曜　１３：００～１５：３０ ¥500 ¥0 ¥500 16

球技 卓球 高丘コミセンレディース卓球サークル（Ⅱ） 高丘 毎週金曜　９：３０～１２：００ ¥500 ¥0 ¥500 17

球技 卓球 高丘卓球クラブ 高丘 毎週土曜　１８：００～２０：３０ ¥500 ¥2,000 ¥0 13

球技 卓球 江井島卓球サークル 江井島
第１、２、３、４、５土曜　１３：００～１６：０
０

¥500 ¥0 ¥500 26

球技 卓球 魚住コミセン卓球部 魚住 毎週土曜　９：３０～１３：３０ ¥500 ¥0 ¥300 13

球技 卓球 竹葉卓球同好会 魚住東 第１～５　水曜　９：００～１２：００ ¥500 ¥0 ¥300 22

球技 卓球 清水クラブ 魚住東 第１～５　水曜　１８：３０～２０：３０ ¥2,000 ¥0 ¥400 17

球技 卓球 卓球サークル　レインボー 魚住東 第１～５　木曜　９：００～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥200 19

球技 卓球 レディース卓球「メイト」 二見 毎週水曜　９：３０～１２：００ ¥2,000 ¥2,000 ¥0 22

球技 卓球 二見ジュニア卓球サークル 二見 毎週水曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥500 15

球技 卓球 二見卓球クラブ 二見 毎週火曜　９：３０～１２：００ ¥0 ¥2,000 ¥0 24

球技 卓球 二見シニアピンポン 二見 毎週木曜　９：３０～１２：００ ¥0 ¥1,200 ¥0 20

球技
バレー
ボール

革バレー(Tクラブ) 錦城
第１、２、３、４、５水曜　１８：３０～２０：３
０

¥0 ¥0 ¥0 16

球技
バレー
ボール

バレーボール木曜会 錦城
第１、２、３、４、５木曜　１８：３０～２０：３
０

¥0 ¥0 ¥0 12

球技
バレー
ボール

RIT'S 錦城
第１、２、３、４、５木曜　１８：３０～２０：３
０

¥0 ¥0 ¥500 16

球技
バレー
ボール

明舞どんぐり 錦城 第２、４日曜　９：３０～１２：００ ¥0 ¥0 ¥500 13

球技
バレー
ボール

朝霧 朝霧 第１，３，５土曜　１９：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥1,000 15

球技
バレー
ボール

MINT 朝霧 第１，３火曜　１９：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥500 10
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

球技
バレー
ボール

オールフリー 朝霧 毎週金曜　１９：００～２０：３０ ¥0 ¥200 ¥0 20

球技
バレー
ボール

NIWAKA（９人制皮バレー） 大蔵
第１、２、３、４、５木曜　１８：３０～２０：３
０

¥0 ¥0 ¥1,000 11

球技
バレー
ボール

明石ガールズ 野々池 毎週火曜　１８：３０～２０：３０ ¥1,300 ¥0 ¥1,000 17

球技
バレー
ボール

野々池スプリングス 野々池 毎週金曜　１８：３０～２０：３０ ¥1,300 ¥0 ¥0 13

球技
バレー
ボール

Happy Go Luckies!! 望海 毎週火曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥1,000 ¥0 12

球技
バレー
ボール

神明F-Volley 望海 毎週木曜　１８：３０～２０：３０ ¥2,000 ¥0 ¥1,000 15

球技
バレー
ボール

望海バレーボール 望海 毎週金曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥1,000 ¥0 12

球技
バレー
ボール

大久保コミセンクラブ 大久保 毎週金曜日　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥1,000 15

球技
バレー
ボール

大久保北Ｂ．Ｆ．Ｃ
大久保
北

毎週火曜１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥1,000 16

球技
バレー
ボール

ペガサス明石少年　バレーボールクラブ
大久保
北

毎週木曜１８：３０～２０：３０ ¥2,000 ¥0 ¥2,500 17

球技
バレー
ボール

西脇クラブ
大久保
北

毎週金曜１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥0 18

球技
バレー
ボール

夢咲バレーボール　クラブ
大久保
北

毎週土曜１８：３０～２０：３０ ¥1,000 ¥0 ¥0 16

球技
バレー
ボール

高丘クラブ（革バレー） 高丘 毎週水曜　１８：３０～２０：３０ ¥1,000 ¥0 ¥1,500 16

球技
バレー
ボール

高丘ジュニアバレーボールクラブ 高丘 毎週土曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥2,000 10

球技
バレー
ボール

ポップ高丘ジュニアバレーボールクラブ 高丘 毎週日曜　１３：００～１６：３０ ¥0 ¥0 ¥2,000 10

球技
バレー
ボール

バレーボール「江井島エバンス」 江井島
第１、２、３、４、５水曜　１８：３０～２０：３
０

¥2,000 ¥0 ¥1,000 12

球技
バレー
ボール

江井島Ｊｒ．バレーボールクラブ 江井島
第１、２、３、４、５木曜　１８：３０～２０：３
０

¥1,000 ¥0 ¥3,000 14

球技
バレー
ボール

チーム・スマイル 江井島
第１、２、３、４、５金曜　１８：３０～２０：３
０

¥0 ¥0 ¥500 11

球技
バレー
ボール

魚住クラブ 魚住 毎週水曜　１８：３０～２０：３０ ¥1,000 ¥0 ¥1,000 16
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

球技
バレー
ボール

ママさんバレー　ＩＺＵＭＩ 魚住 毎週木曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥0 10

球技
バレー
ボール

ママさんバレー　ＷＩＮ 魚住 毎週木曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥500 10

球技
バレー
ボール

ママさんバレー　山川 魚住 毎週木曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥500 11

球技
バレー
ボール

皮バレー「魚住東クラブ」 魚住東 第１～５　火曜　１８：３０～２０：３０ ¥1,000 ¥0 ¥1,000 17

球技
バレー
ボール

Ｍａｋｅ　Ｗｉｎ 魚住東 第１～５　水曜　１８：３０～２０：３０ ¥500 ¥0 ¥1,000 12

球技
バレー
ボール

ＭＭＶ 魚住東 第１～５　木曜　１９：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥500 10

球技
バレー
ボール

浜西ウイング 魚住東 第１～５　木曜　１９：００～２０：３０ ¥0 ¥6,000 ¥0 10

球技
バレー
ボール

ママさんバレーボール同好会 魚住東 第１～５　金曜　１９：００～２０：３０ ¥0 ¥500 ¥0 19

球技
バレー
ボール

影（シャドー） 魚住東 第１～５　土曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥0 14

球技
バレー
ボール

二見バレーボールクラブ 二見 毎週土曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥1,000 25

球技
バレー
ボール

二見クラブ（皮バレー） 二見 毎週金曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥1,500 14

球技
バレー
ボール

ママさんバレーボール「二見EPO」 二見 毎週木曜　１８:００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥500 10

球技
バレー
ボール

ママさんバレー二見クローバー 二見 毎週木曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥0 11

球技
バレー
ボール

ママさんゴムバレー「二見フラワーズ」 二見 毎週木曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥1,000 ¥0 10

球技
バレー
ボール

フレンドリー二見 二見 毎週水曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥1,500 16

球技
バレー
ボール

西高OB 二見 毎週水曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥3,000 ¥0 36

球技
バレー
ボール

二見西 二見 毎週木曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥0 10

球技
バスケット
ボール

ベンチャーズ 錦城
第１、２、３、４、５火曜　１８：３０～２０：３
０

¥0 ¥0 ¥0 18

球技
バスケット
ボール

青豆バスケットボールクラブ 錦城
第１、２、３、４、５水曜　１８：３０～２０：３
０

¥0 ¥500 ¥0 18
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

球技
バスケット
ボール

Endless 錦城
第１、２、３、４、５土曜　１８：３０～２０：３
０

¥0 ¥300 ¥0 17

球技
バスケット
ボール

RACCOON 錦城
第１、２、３、４、５土曜　１８：３０～２０：３
０

¥0 ¥500 ¥0 18

球技
バスケット
ボール

シューターズ 朝霧 第２，４水曜　１９：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥0 16

球技
バスケット
ボール

カラーズ 朝霧 第１，３木曜　１９：００～２０：３０
第２，４，５土曜　１９：００～２０：３
０

¥0 ¥500 ¥0 26

球技
バスケット
ボール

アルゴスジュニア　ハミングバード 朝霧 毎週木曜　１９：００～２０：３０ ¥0 ¥1,000 ¥0 16

球技
バスケット
ボール

Muscle TED 朝霧 毎週火曜　１９：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥0 20

球技
バスケット
ボール

土竜（もぐら） 朝霧 毎週金曜　１９：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥0 14

球技
バスケット
ボール

TRAITORS 朝霧 第４土曜　１９：００～２０：３０ ¥25,000 ¥2,000 ¥0 10

球技
バスケット
ボール

さめーズ 大蔵
第１、２、３、４、５水曜　１８：３０～２０：３
０

¥0 ¥0 ¥0 22

球技
バスケット
ボール

MOTZ 大蔵 第１、３土曜　１９：００～２０：３０ ¥500 ¥500 ¥0 10

球技
バスケット
ボール

バスケットエグ 衣川 毎週火曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥1,000 ¥0 12

球技
バスケット
ボール

JOKERES 衣川 毎週火曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥1,000 ¥0 11

球技
バスケット
ボール

Coobok(クーボック） 衣川 毎週水曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥500 24

球技
バスケット
ボール

MAD　SHARKS 衣川 毎週水曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥300 ¥0 25

球技
バスケット
ボール

バスケット「明石クラブ」 衣川 毎週木曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥300 ¥0 18

球技
バスケット
ボール

FACTOR 衣川 毎週木曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥500 ¥0 28

球技
バスケット
ボール

ThreeB 衣川 毎週金曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥500 ¥0 25

球技
バスケット
ボール

バスケットボール「籠友会」 衣川 毎週土曜　１８：３０～２０：３0 ¥0 ¥500 ¥0 13

球技
バスケット
ボール

バスケットボールサークルRBBC 衣川 毎週土曜　１８：３０～２０：３0 ¥0 ¥500 ¥0 27
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

球技
バスケット
ボール

NBBC 野々池 毎週水曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥1,000 ¥0 12

球技
バスケット
ボール

Argus 野々池 毎週水曜　１８：４５～２０：３０ ¥0 ¥1,000 ¥2,000 14

球技
バスケット
ボール

野々池バスケットボール 野々池 毎週木曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥2,600 ¥0 19

球技
バスケット
ボール

DCHA 野々池 毎週土曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥1,000 ¥0 12

球技
バスケット
ボール

スカッと 望海 毎週火曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥0 28

球技
バスケット
ボール

レイコーズ 望海 第１，３，４，５水曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥450 ¥0 13

球技
バスケット
ボール

シルバースターズ 望海 毎週金曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥2,000 ¥0 11

球技
バスケット
ボール

ＢＯＵＺ 望海 毎週土曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥450 ¥0 15

球技
バスケット
ボール

ＳＴＡＲ　ＣＡＴＳ 望海 毎週土曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥1,000 ¥0 15

球技
バスケット
ボール

ロウキュウクラブ 大久保 毎週水曜日　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥300 ¥0 10

球技
バスケット
ボール

オーバーリミット 大久保 毎週土曜日　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥300 ¥0 20

球技
バスケット
ボール

ピエロ 大久保 毎週土曜日　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥300 ¥0 14

球技
バスケット
ボール

ＫＡＲＴＥＲ（カーター）
大久保
北

毎週水曜１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥500 15

球技
バスケット
ボール

バスケットボールサークル「ピストンズ」
大久保
北

毎週土曜１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥1,000 ¥0 11

球技
バスケット
ボール

江井島ジュニアバスケットボールクラブ 江井島
第１、２、３、４、５火曜　１８：３０～２０：３
０

¥0 ¥0 ¥500 45

球技
バスケット
ボール

スピリッツバスケットボールクラブ 江井島
第１、２、３、４、５火曜　１８：３０～２０：３
０

¥500 ¥0 ¥0 14

球技
バスケット
ボール

オレンジアーチ 江井島
第１、２、３、４、５水曜　１８：３０～２０：３
０

¥0 ¥500 ¥0 35

球技
バスケット
ボール

サンシティバスケット 江井島
第１、２、３、４、５金曜　１８：３０～２０：３
０

¥0 ¥1,000 ¥0 31

球技
バスケット
ボール

Ｇｅｍ　Ｓｔｏｎｅｓ 魚住 毎週水曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥0 10
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

球技
バスケット
ボール

Ｓｍｉｌｅ 魚住 毎週金曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥500 ¥0 10

球技
バスケット
ボール

ＣＬＵＢ　ＳＴＡＲＳ 魚住 毎週金曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥0 27

球技
バスケット
ボール

魚住バスケット 魚住 毎週土曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥0 24

球技
バスケット
ボール

ＺＥＲＯ 魚住 第１～４土曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥0 15

球技
バスケット
ボール

ＳＢＴ 魚住東 第１～５　水曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥0 13

球技
バスケット
ボール

ジュエル 魚住東 第１～５　土曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥500 40
会費は都度徴収（男性）
女性無料

球技
バスケット
ボール

FBBC.SP 二見 毎週土曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥2,000 ¥0 15

球技
ソフトボー
ル

フェニックス 錦城 第１、３、５土曜　１３：００～１７：００ 第２，４日曜９：００～１２：００ ¥0 ¥0 ¥1,000 43

球技 テニス 二見ソフトテニスクラブ 二見 第１、２、３、４土曜　９:３０～１２：００ ¥1,000 ¥6,000 ¥0 24

球技
ハンドボー
ル

HC大久保ジュニア 大久保 毎週火曜日　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥300 ¥0 36

球技
ハンドボー
ル

ハンドボールサークル明石 大久保 毎週金曜日　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥300 ¥0 14

球技
ハンドボー
ル

高丘ハンドボールクラブ 高丘 毎週日曜　１３：００～１６：３０ ¥500 ¥0 ¥0 10

球技
ハンドボー
ル

魚住東ジュニアハンドボール 魚住東 第１～５　金曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥1,000 35

スポーツ
バドミント
ン

バドミントン愛好会 大蔵
第１、２、３、４、５火曜　１８：３０～２０：３
０

¥0 ¥0 ¥350 10

スポーツ
バドミント
ン

大蔵バドミントンサークル 大蔵
第１、２、３、４、５金曜　１８：３０～２０：３
０

¥500 ¥0 ¥500 10

スポーツ
バドミント
ン

KINUGAWA　BAD 衣川 毎週土曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥1,000 ¥0 10

スポーツ
バドミント
ン

バドミントン 野々池 毎週土曜　１８：３０～２０：３０ ¥1,000 ¥0 ¥500 16

スポーツ
バドミント
ン

ストイッカー 望海 第２，４水曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥450 ¥0 13

スポーツ
バドミント
ン

望海バドミントンサークル 望海 毎週木曜　１８：３０～２０：３０ ¥1,000 ¥0 ¥500 20
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

スポーツ
バドミント
ン

高丘ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞA 高丘 毎週水曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥500 16

スポーツ
バドミント
ン

高丘ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞB 高丘 毎週土曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥500 15

スポーツ
バドミント
ン

バドミントン「フラミンゴ」 魚住 毎週火曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥2,000 ¥0 10

スポーツ マラソン 明石健康クラブ 錦城 第１、２、３、４日曜　９：００～１２：００ ¥0 ¥0 ¥300 67

スポーツ 綱引き 望海綱引きクラブ 望海 第１，２，３，５水曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥20,000 ¥0 13

スポーツ 輪投げ 輪投げサークル 魚住 毎週水曜　１３：００～１６：００ ¥0 ¥3,000 ¥0 11

ダンス ダンス ダンスサークルCOCORO 錦城 第１、２、３、４、５水曜　９：３０～１２：００ ¥0 ¥0 ¥3,000 14

ダンス ダンス 明石キッズダンス 錦城
第１、２、３、４、５金曜　１８：００～２０：３
０

¥0 ¥3,000 ¥2,500 19

ダンス ダンス ミラクルJC 大蔵
第１、２、３、４、５水曜　１８：３０～２０：３
０

¥1,000 ¥0 ¥2,500 13

ダンス ダンス よさこいサークル飛っ飛隊 衣川 第１、３、５土曜　１０：００～１２：００ ¥0 ¥0 ¥1,500 19

ダンス ダンス よさこいサークル騎勇斗 衣川 第２、４、５土曜　９：３０～１２：００ ¥0 ¥0 ¥2,000 22

ダンス ダンス Ｋダンスドリーム 望海 毎週木曜　１９：００～２０：３０ ¥2,500 ¥0 ¥2,500 10

ダンス ダンス T-jump 子どもダンス 高丘 毎週土曜　１３：００～１７：００ ¥1,000 ¥0 ¥2,000 31

ダンス ダンス ダンスチームＣＫ１ 江井島 第１、２、３、４木曜　１８：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥3,500 21

ダンス ダンス ダンシングチームＫＩＲＡＲＡⅠ 江井島
第１、２、３、４、５金曜　１６：００～１９：０
０

¥0 ¥500 ¥3,500 23

ダンス ダンス ダンシングチームＫＩＲＡＲＡⅡ 江井島
第１、２、３、４、５金曜　１９：００～２０：３
０

¥0 ¥500 ¥3,500 35

ダンス ダンス フィットネスダンスサークル 魚住東 第１～５　金曜　９：００～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥2,000 10

ダンス ダンス 二見ダンシングチームキララ 二見 毎週木曜　１６：００～１８：３０ ¥500 ¥0 ¥2,500 35

ダンス ダンス 二見ダンシングチームキララS 二見 毎週木曜　１８：００～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥2,500 22
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大分類 小分類 団体名
コミセ

ン
活動時間１ 活動時間２ 入会金 年会費 月会費 人数 備考

ダンス フラダンス アマナマナ・フォークダンス 衣川 毎週金曜　９：００～１２：００ ¥500 ¥0 ¥1,650 15

ダンス フラダンス 望海マハロフラダンス 望海 第１，２，３，４水曜　９：３０～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥500 13

ダンス
社交ダン
ス

アンダンテ 錦城
第１、２、３、４、５水曜　１２：３０～１６：３
０

¥2,000 ¥0 ¥3,600 10

ダンス
社交ダン
ス

さくらんぼ 衣川 毎週日曜　１３：００～１６：３０ ¥1,000 ¥0 ¥2,000 10

ダンス
社交ダン
ス

３３クラブ 大久保 第１、２、３、４火曜日　１３：００～１６：００ ¥0 ¥0 ¥2,000 13

ダンス
社交ダン
ス

ソシアルダンスコアラ
大久保
北

毎週水曜１３：００～１６：３０ ¥1,000 ¥0 ¥3,000 11

ダンス
社交ダン
ス

高丘ソシアルダンスサークル 高丘 毎週土曜　１６：００～１８：３０ ¥1,500 ¥0 ¥2,000 10

ダンス
フォークダ
ンス

明石フォークダンス協会 錦城 第１、２、３、４、５土曜　９：００～１２：００ ¥0 ¥1,000 ¥500 12

ダンス
フォークダ
ンス

フォークダンスカトレア 江井島 第１、２、３火曜　１３：３０～１６：００ ¥0 ¥0 ¥500 18

その他 仲間づくり 井戸端会 大久保 毎週火曜日　１３：００～１５：００ ¥0 ¥0 ¥500 12

その他 仲間づくり ゆかいな仲間 大久保 第１、２、３、４木曜日　９：３０～１２：００ ¥1,000 ¥0 ¥1,000 20

その他 仲間づくり RC明石友の会 大久保 第３土曜日　　９：３０～１２：００ 第４日曜日　１３：００～１６：３０ ¥0 ¥2,200 ¥100 20

その他 仲間づくり あかし楽しむくらぶCS 大久保 第２、４土曜日　１３：００～１６：３０ ¥0 ¥500 ¥0 11

その他 地域交流 いつかの会 高丘 毎週水曜　１７：３０～２０：３０ ¥0 ¥0 ¥750 10

その他 地域交流 まないたお食事会 高丘 第２水曜、第３、４木曜　９：００～１３：００ ¥0 ¥1,300 ¥0 44

その他 地域交流 高丘文庫ボランティアグループ 高丘 毎週土曜　１３：００～１６：００ ¥0 ¥0 ¥0 15

その他
ガール
スカウト

ガールスカウト兵庫県第６０団 望海 毎週日曜　９：３０～１２：００ ¥2,000 ¥0 ¥1,000 12
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魚住東コミュニティ・センター

二見コミュニティ・センター

西部文化会館

大久保コミュニティ・センター

大久保北コミュニティ・センター

高丘コミュニティ・センター

高丘中央集会所

江井島コミュニティ・センター

魚住コミュニティ・センター

錦城コミュニティ・センター

朝霧コミュニティ・センター

大蔵コミュニティ・センター

衣川コミュニティ・センター

野々池コミュニティ・センター

望海コミュニティ・センター

明石市西朝霧丘４番７号　（大蔵中学校内）

明石市大蔵谷奥４番１号　（朝霧中学校内）

明石市上ノ丸3丁目１番１１号　（錦城中学校内）

施設名

明石市沢野1丁目３番１号　（野々池中学校内）

明石市田町2丁目１番１８号

明石市大久保町西島６８０番地の５　（江井島中学校内）

明石市大久保町高丘３丁目３番地

明石市大久保町高丘５丁目１４番地　（高丘中学校内）

明石市大久保町大窪２０３０番地　（大久保北中学校内）

935-5325

935-0909

明石市二見町西二見５９７番地の２

明石市二見町西二見５９１番地の２　（二見中学校内）

明石市魚住町金ヶ崎１６８７番地の１４　（魚住東中学校内）

明石市魚住町清水３６４番地　（魚住中学校内）

912-3620

913-0633

明石市大久保町大久保町２４４番地の３

明石市西明石南町1丁目１番３３号　（望海中学校内）

所在地

943-6741

942-8000

947-0199

943-0303

947-0073

935-3588

918-1612

電話番号

936-0879

923-1439

929-0355

922-4700

中学校コミュニティ・センター　所在地・連絡先一覧



作成：コミュニティ・生涯学習課


