
【種目】　剣道 【種目】　スキー

【対象】　保育園年長～小学6年生 【対象】　小学１年生～小学6年生

【場所・練習日】 【場所・練習日】

【ＰＲ】 【ＰＲ】

※学校へ提出しない様お願いします。
【主な行事】 【主な行事】

ふりがな 【問合わせ】

育成者 ： 政井　真一 （090-6599-5266）
【問合わせ】

指導者 ： 小林　良三 （090-3480-0993）
育成者 ： 松本　里江

学校/保育園 HPはこちらから　⇓

(新)学年 指導者 ： 吉川 慶 

【場所・練習日】 【場所・練習日】 【場所・練習日】 【場所・練習日】 【場所・練習日】 【場所・練習日】

【場所・練習日】

【ＰＲ】 【ＰＲ】

【ＰＲ】 【ＰＲ】 【ＰＲ】 【ＰＲ】

【ＰＲ】

【主な行事】

【主な行事】 【主な行事】 各種大会出場、段級審査会、団員交流会 【主な行事】 【主な行事】

【問合わせ】 【主な行事】

【問合わせ】 【主な行事】

【問合わせ】 【問合わせ】
（携帯：090-6272-5177） 各種大会・練習試合・合宿、6送会・親子野球

【問合わせ】

指導者 ： 田家 和浩 指導者 ： 藤本 秀樹 【問合わせ】 【問合わせ】

（携帯：090-7616-3919）
（携帯：090-9025-7240）

(携帯：090-7959-3512） (携帯：090-4831-9047）

指導者：栃本　渉

【種目】　陸上競技

【対象】　小学1年生～高校３年生 【対象】　小学1年生～小学6年生【対象】　保育園年長～小学6年生 【対象】　小学1年生～小学6年生

各種大会出場、交流大会、練習試合、
フットサル、6年生を送る会

切　　り　　取　　り

切
　
り
　
取
　
り

①　入団希望者は、該当の校区等を確認の上、上記入団申込書に必要事項を記入し、3月10日(金)までに下記提出先へご持参またはご郵送ください。
【提出先】→　古川町➡古川町公民館内スポーツ少年団事務局(若宮2-1-66）  神岡町➡桜ケ丘体育館内飛騨市スポーツ協会(桜ケ丘1-2）
   　　　　 　 河合町➡河合振興事務所(角川223-1）　　宮川町➡宮川振興事務所(宮川町林50-1)
②　保護者氏名は保護者直筆での署名をお願いいたします。入団されるお子様の署名での提出は無効です。
③　申込期限後に入団を希望される場合（年度途中の入団もＯＫ）は、各単位団【問合せ】欄の担当者へご提出お願いいたします。
④　昨年度から継続して入団をご希望される方も、申込書をご提出ください。
⑤　スポーツ少年団に加入活動する際、会費・保険料等の費用が必要です。（各団によって会費等の金額は異なります。）
⑥　スポーツ少年団活動中の事故については、各団の加入する保険の範囲内で保証されます。
⑦　入団、その他詳細については、各単位団【問合わせ】欄の担当者にお問い合わせください。
⑧　各団の紹介について、各団名の欄、オレンジ→河合地区、グリーン→神岡地区、ピンク→古川地区となっています。
     また、水色の枠内は募集校区、黄色の吹き出しは、キッズ(保育園児)、中学生、高校生の受入れを表示しています。
⑨　各単位団の活動内容は、飛騨市スポーツ協会のホームページからもご覧いただけます。
     飛騨市スポーツ協会　スポーツ少年団のホームページは右下の二次元コードからご覧頂けます。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切　　り　　取　　り

★神岡小グラウンド・サンビレッジ神岡・
本郷多目的グラウンド・本郷アリーナ
奥飛騨村上総合グラウンド
★水曜(18:30～20:30)
★土曜(8:30～12:00）
★日曜(8:30～12:00）

学年の垣根を越えて、みんなで楽しく、時には
厳しく野球をやります！野球を通じて礼儀、仲
間の大切さ、感謝の気持ちを大切に活動しま
す。
女の子の団員も在籍していますので、女の子
も大歓迎です!!

サッカーを通して仲間の大切さ、礼儀
を学び、感謝を大切にする心を育て
ます。女の子、初心者も大歓迎です！
見学・体験いつでもＯＫです！

春のスキー場の清掃活動
11月～12月の陸上トレーニング
各種スキー大会への参加・記録会
バッジテストの受験

(携帯:090-1104-4640)

神岡スカイキッズ
野球スポーツ
少年団

【種目】　サッカー【種目】　軟式野球【種目】　ソフトボール

※必ず保護者自身が署名してください。

〒　　        　　　－　　　　

       　  　市　　　　　

　　　年　 　　月 　　　日

【　令和５年度　飛騨市スポーツ少年団 団員募集のご案内　】

【種目】　柔道 【種目】　空手道【種目】　剣道

指導者 ： 南 敏広 

各種大会、段級審査会、元旦稽古　他

仲間と共に「心・技・体」が強くなる事を
目指して活動しています。見学・体験大歓
迎です。　一緒に剣道をやってみません
か？

★神岡桜ケ丘体育館　柔剣道室
★毎週土曜（16：00～18：00）

【対象】　小学1年生～中学3年生

神岡空手道
少年団

神岡剣道
スポーツ少年団

神岡柔道
スポーツ少年団

★神岡桜ケ丘体育館、神岡警部交番内道場
★水・木曜（18：30～20：00）

(自宅:0578-82-2804）
（携帯:090-1299-0205）

飛騨エンジェルス
ソフトボール
スポーツ少年団

(自宅：0578-82-1527)
(携帯：090-7686-9563)

各種陸上記録会及び大会(飛騨地内)・水泳・登
山・スキー・バーベキュー・お楽しみ会等

育成者 ： 植村　由佳

★神岡小グラウンド、神岡小体育館
★毎週木曜(17:30～19:00)
★毎週土曜（夏季15：30～18：00
　　　　　　　　　冬季13:30～16:00)

神岡陸上
スポーツ少年団

生年月日

氏　名
住　所

⇑

『令和５年度　飛騨市スポーツ少年団　入団申込書』　　R5.3.10〆切

TEL
(繋がる番号)

平成　　・　　令和

★神岡中グラウンド、サンビレッジ神岡、
　 桜ヶ丘体育館、釜崎体育館
★火曜・木曜（17：30～19：00）
★ 土曜（17：00～19：00）

各スポ少ソフトボール大会、花餅作り、お楽しみ会

神岡サッカー
スポーツ少年団

　　（　　　　　　　）　　　
飛騨市スポーツ協会HPはこちら

団　名
少年団

保護者
氏　名

★桜ケ丘体育館
★毎週水曜・金曜（18：30～20：00）

【対象】  小学１年生～中学3年生 【対象】　小学1年生～中学3年生

各種大会への参加、鏡開き、夏季交流、
6年生を送る会

稽古を通して礼儀を学び、基礎運動能力も身につき
ます。大会で勝てるように、そして、小6で１級２級、
中学で初段を目標に、仲間や先生と稽古をしましょ
う！

育成者 ： 川上 晃 

空手を通じて礼儀作法を身につけ、体力・精神力の向
上を目指し、上達の喜び、負ける悔しさ、仲間の大切
さを学びます。
見学はいつでも大歓迎です!!

★神岡小グラウンド、神岡小体育館、
　旧東小グラウンド、サンビレッジ神岡
★火曜又は木曜（17：30～19：00）
★土曜（9：00～12：00）
★中学生以上はナイター練習あり

ソフトボールを通して仲間の大切さ、チームプレー、
信頼関係の大切さを学びます。小学3年生までの男
の子も大歓迎！見学・体験はいつでも受付していま
す。週１回のみの参加も可。

育成者 ： 巣之内 梨恵

(自宅:0578-82-5060)
(携帯:090-5039-4516）

(自宅：0578-82-1932)
(携帯：080-1956-3898）

(携帯:090-7609-5972)

育成者：中田　圭介

指導者 ： 葛谷　紀子

河合剣道教室
スポーツ少年団

飛騨スキー
ジュニア少年団
(旧かわいスキージュニア)

★河合小体育館
★火曜・木曜（18：50～20：00）

強く！楽しく！元気よく！剣士募集！
子どもたちに剣道を通じて、礼儀作法の大切さと忍耐
強さを教えていきます。
詳しくはＨＰをご覧ください。
（https://kawai-kensi.jimdo.com/）

剣道の練習（稽古）、各種大会（春・秋の県大会、全飛大
会等）、剣道審査会（級、段の取得）、各種レク活動（夏
合宿、お楽しみ会等）

★かわいスキー場　※オープン期間
★毎週土曜・日曜（8:30～12：00）

「楽しいスキー」を基本に子どもたちの志向（競技or
基礎）にあわせた技術指導を行っています。
昨年度から“かわいスキージュニア”と“古川スキー
ジュニア”が合併し、“飛騨スキージュニア”となりま
した。年中いつでも入団受付ます。

(自宅:0577-65-2662)
(携帯:090-2570-9543)

陸上競技を中心に色々なスポーツを通じ
て、運動能力と体力の向上、感謝のこころ
を育てる。

育成者 ： 山口　研太　

キッズOK

中学生OK中学生OK

※河合小、宮川小、古小、

古西小校区

※河合、宮川、古川町内

各保育園

※神岡中校区

※神岡小校区

※神岡中校区

※神岡小、山之村小校区

※神岡小校区

※山之村小校区

※市内全高校

※市内全中学校区

※市内全小学校区

※神岡小校区

※市内全小学校区

※市内全中学校区

※市内全小学校区

※神岡小、山之村小校区

※本郷小、栃尾小校区

※神岡町内、本郷、栃尾

保育園

中学生OK
中学、高校OK キッズOK



【場所・練習日】 【場所・練習日】 【場所・練習日】 【場所・練習日】

【場所・練習日】 【場所・練習日】 【場所・練習日】

【ＰＲ】

【ＰＲ】 【ＰＲ】 【ＰＲ】

【ＰＲ】

【ＰＲ】

【主な行事】 【主な行事】

【主な行事】 【問合わせ】

【問合わせ】 【主な行事】

【主な行事】 指導者 ： 桐山　邦弘 (自宅:0577-70-8041）

【問合わせ】 【問合わせ】 (自宅:0577-73-3328） （携帯:090-3552-2039）

指導者 ： 古田　一雄 育成者 ： 村中　剛 【主な行事】 （携帯:090-3383-1602） 指導者 : 橋本　誠 　

【問合わせ】
(0577-73-4788/090-3304-8843）

(携帯:090-4862-9240）
昇級・昇段審査、各種大会出場 等

【問合わせ】 (自宅:0577-73-2784）

育成者 ： 宮谷　一磨(090-8079-6240) 【問合わせ】 （携帯:080-6904-5817） （携帯:090-1419-4213）

【場所・練習日】 【場所・練習日】 【場所・練習日】 【場所・練習日】 【場所・練習日】 【場所・練習日】 【場所・練習日】

【ＰＲ】 【ＰＲ】 【ＰＲ】 【ＰＲ】 【ＰＲ】

【ＰＲ】

【ＰＲ】

【主な行事】

【主な行事】 【主な行事】

【主な行事】 【主な行事】 各種大会、遠征、お楽しみ会　等 【主な行事】

各種大会、交流会、親子バレー、 【主な行事】 【問合わせ】

お楽しみ会、６年生を送る会 【問合わせ】 【問合わせ】

【問合わせ】 【問合わせ】

【問合わせ】 育成者 : 森本　悠己 （携帯:090-5623-4279）

(携帯：090-9899-7280)

育成者：中井　一樹

飛騨市陸上
スポーツ少年団

(携帯：090-8548-5227)

定期練習（毎週土曜）、各種大会出場（飛騨市
バドミントン大会等）、お楽しみ会、親子バドミ
ントン大会、6年生を送る会　他

各種大会、遠征、お楽しみ会等、
これから皆さんと作っていきます。

レイール
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
少年団

【種目】　バレーボール

育成者 ： 上杉　雅人

飛騨市まんが王国サッカー大会、各種大会、
交流大会、お楽しみ会、卒団式等

サッカー好きな子供達、集まれー！

みんなで楽しくサッカーしよう！

各カテゴリ別公式戦、各カテゴリ別トレーニン
グマッチ、お楽しみ会etc

指導者：蒲生清一郎(090-3155-6940)

育成者 ： 森下　雅俊　

【種目】　軟式野球

★古川トレーニングセンター
★土曜　13：30～16：30(学年別に1時間～
1時間半ずつ時間を分けて実施)

★古西小体育館(冬季変更あり)
★火曜(18：30～20：30)
★木曜(18：30～20：30)※高学年希望者のみ
★土曜(13：30～15：30)※冬季変更あり

「楽しく笑顔あるバレーボール」をモットーに活動を開始してか
ら２年目を迎えたフレッシュなチームです。
インスタグラムに練習予定日、コーチ紹介等掲載しています。
コメント欄やDMでもお気軽にご質問ください。
「＃ﾚｲｰﾙﾊﾞﾚｰ」でご検索ください。

　　　インスタグラムはこちらから　⇒

【対象】　小学1年生～小学6年生

春・秋飛騨地区陸上記録会、飛騨市陸上競技会、飛騨地区ス
ポーツ少年団記録会、全国小学生陸上岐阜県予選会(大垣市浅
中公園)、水泳記録会、レコードトライアル、安峰山ハイキング、
夏季合宿、親子サッカー、親子ロードレースリレー、餅つき花餅
作り兼クリスマス会、春季親睦会(ＢＢＱ他)、大縄跳び挑戦、6
年生を送る会　等

【種目】　バドミントン

古川
バドミントン
少年団

指導者 ： 橋本　正人

【種目】　女子バスケットボール

飛騨古川
ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
スポーツ少年団

古川女子
ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
スポーツ少年団

古川男子
ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
スポーツ少年団

(携帯:090-1566-0787）

(自宅：0577-73-4134)
(携帯：080-1569-0880)

【種目】　男子バスケットボール

★古川トレーニングセンター
★火曜・金曜（17：45～19：15）　全学年
★日曜日(9:30～12:00)　4,5,６年生

★古小、古西小体育館
★毎週火曜（18：30～20：30)
★毎週金曜(18:30～21:00)

育成者 ：荒井　正士 

【対象】　小学1年生～小学6年生

各種大会への出場、お楽しみ会、6年生
を送る会

各種公式大会、交流会、練習試合（招待、遠
征）、 体験会、 6年生を送る会　等

【問合わせ】

育成者 ： 森谷　吉宏
(自宅：0577-75-2172)
(携帯：090-1474-2678)

★古小グラウンド、古西小グラウンド
★火曜・水曜・金曜（17：00～19：00）
★土曜・日曜（ 8：30～12：00）

★古小体育館
★火曜・木曜(18：30～21：00)
★土曜・日曜は変則練習

令和5年、子供達の考えた目標は県大会ベス
ト4です。新チームになり初めての新人戦は県
ベスト8でした。みんなで目標を持って日々練
習に励んでいます!!
バレー以外にも沢山のことを学べます!!
子供たちの成長を本当に感じる事ができる
スポ―ツ少年団です。

練習を通じてバスケットボールの楽しさ
やスポーツの厳しさ、そして仲間を思い
やる心を学べる育成を目指しています。
見学、体験は常時行っていますので、お
気軽にご相談ください。

古川西サッカー
スポーツ少年団

【対象】　小学1年生～小学6年生【対象】　小学1年生～小学6年生【対象】　小学1年生～小学6年生

古川クラブ
スポーツ少年団

【種目】　サッカー【種目】　バレーボール

・キッズ・小学生は育成者へ
・中学生は指導者へ

飛騨古川ＪＦＣ
（ｼﾞｭﾆｱﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
ｸﾗﾌﾞ)少年団

【対象】　保育園年少～中学3年生

【種目】　サッカー

★増島・杉崎グラウンド、町内体育館（冬季）等
★平日　18:30～20:30
 (週2～3日　各学年で日数、時間が異なります)
★キッズ　月２回土曜１時間
★1～2年土・日曜の午前（1時間～1時間半）
★3～6年土・日曜の午前または午後（2～3時間）
★中学生のスクールは随時開催

★古川トレーニングセンター2F
★毎週水曜、土曜(19:30～20:45～21:30)
★キッズ　毎週水曜(19:30～20:00)

★古川トレーニングセンター2F
★火曜・木曜・金曜（19：30～21：00）
※現在コロナ対策のため火曜・木曜の週２日練習

(0577-73-3720/090-7309-8500）

育成者 ： 中屋　宏章 

(自宅：0577-73-3323)
(携帯：080-3641-9146)

(0577-73-3578/090-6803-9569)　

指導者 ： 浅井　喜久

★古西小グラウンド、杉崎公園グラウンド
★火曜・木曜（18：30～21：00）
★土曜（13：00～16：00）
★日曜（  9：00～12：00）

バドミントンを通じて、スポーツに親しみ、仲間
づくり、体力づくりを目標にしています。
1年間、頑張って活動を続けられる団員を募集
しています！

「仲間を大切にし、励まし合い、助け合い、チーム
一丸で勝利をつかむぞ！」をスローガンに活動して
おり、仲間の大切さ、礼儀、道具を大切にする心を
育むことを目指しています。現在、女の子の部員も在
籍中。女の子も大歓迎です。
見学や体験は常時行っておりますのでお気軽にご相
談ください。

【対象】　保育園年少～高校3年生

【対象】　小学1年生～小学6年生 【対象】　小学4年生～6年生

★古川町⇒古川トレセン 2Ｆ武道場
　 水曜（18：00～19：00）
★神岡町⇒桜ケ丘体育館 2Ｆ武道場
　 火曜（19：00～20：00）

【対象】　保育園年少～中学３年生 【対象】　保育園年少～中学3年生 【対象】　小学1年生～高校3年生

サッカーを通じ、基礎体力向上、サッカー技術向上、及び団体
競技ならではの『仲間を大切に思う気持ち』の育成を目指して
おります。また、各種大会に出場し、勝つ喜び、負ける悔しさも
仲間と共に共有しながら、個々の成長に繋げていきたいと考
えております。
※見学、体験はいつでも歓迎いたします！お気軽にお声がけ
下さい。

昇段級審査（年1回）、各種大会出場（自由
参加）、お楽しみ会

合気道を少年に合わせて、明るく楽しく稽古します。
仲間と一緒に稽古を繰り返す事で、
粘り強い心と体を作ります。

★古川ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F
★火曜（17：30～19：00）

日々の稽古を通して、礼儀作法と共に基礎運動能力
がつきます。粘り強く取り組むことで、昇級する喜び
や勝つ喜び、そして仲間と共に楽しみながら着実に前
進する喜びを、一緒に味わいましょう！体験入団は
いつでも大歓迎！道着の貸し出しもあります。お気軽
にご相談ください。

育成者 ： 渡辺　正剛
(携帯:090-4186-8647）

★寸止めルールの空手です
　「和道会」という流派は「伝統派空手四流派」のひとつです。
フルコンタクトと呼ばれる"カラテ"や総合格闘技等で見られる
"KARATE"とは異なり、伝統的な技術に基づいた稽古や試合
を行い、蹴りや突きは相手に当てないルールです。実際は少し
当たりますがその後「引く」動作が必要になります。だから奥
深くてちょっと難しくておもしろい！相手を仮想して戦う形を
演じる「形（かた）」競技もあります。
★で、「和道会古川支部」ってどうなの？
稽古の様子やQ&Aは「和道会古川支部 古川やんちゃキッズ
のブログ」をご覧ください（インスタもやってます)『和道会古
川支部』で検索！

ブログはこちらから　➡

育成者 ： 水尻 清雄

古川剣道
スポーツ少年団

育成者 ： 清瀬 松子 

【対象】　小学1年生～小学6年生

★古小体育館
★火曜・金曜(18:00-19:00)
(夏季18:30-19:30)

【主な行事】
・昇級審査・昇段審査 年2回（前期、後期)
・各種大会出場（自由）

育成者：小谷　恵美
(0577-62-9525/090-7226-2086)

【ＰＲ】
・合気道では、相手と、どちらが強いかを比べる事や、勝ち負
けを競う事をしないため試合を行いません。
・自分自身を成長させ、思いやりと感謝の心を持つ人になる
様励みます。
・仲間を大切にし、お互いを高め合い楽しく稽古に励みます。
①内気で大人しい②運動が苦手③元気で活発
④身体が弱い⑤集中力を養う
 中学校武道必修化の一つ。一緒に頑張ろう！
全国初の合気道スポ―少年団です。
(http://cyokusin.iaigiri.com/)
　　　　　　　HPはこちらから　⇒

陸上競技(全般)を中心に夏季は水泳、秋には親子サッカー
ゲーム他、ボールスゲーム等、冬季(12月)は、サーキットトレー
ニングを中心におく、また、日本スポーツ少年団が推奨してい
る、季節に合ったスポーツを行い、あらゆる身体の動き作りを
考えたスポーツを取り入れ「オールマイティに育てる事」、また、
少年期の特性を重視して考えた様々なスポーツを通じ「健全な
心と体作り」を指導しています。体験入団や見学はいつでもで
きます。気軽に参加してください。

【対象】　小学3年生～18才

★飛騨市森林公園陸上競技場、

古川小、古川西小のグラウンド、体育館、プール

★令和５年４月(初)～7月(下),9月(初)～12月(下)の8か月間。８

月は休み

★土曜・日曜・祝日(大会、行事等必要時のみ)

★通常:4月～11月 (9：30～12：00)

★水泳、12月(13:30～16:00)

★毎月家庭の日の第３日曜日は休み(日本スポーツ少年団依頼事項) 剣道の練習を通じて「たくましい精神と体力」を養い
ます。週2回の練習と年数回の大会に参加し、日頃の
練習の成果を発揮します。
防具は貸出しをしていますので、気軽に体験に来てく
ださい。

バスケットの楽しさ、仲間の大切さを学
べる育成を目指しています。みんなで楽
しく練習しています。
見学・体験いつでもできます。お気軽に
ご相談ください。

古川合気道
スポーツ少年団

古川柔道
少年団

飛騨合気道
少年団

【種目】　合気道 【種目】　柔道 【種目】　空手道 【種目】　合気道

和道会古川支部
スポーツ少年団

【種目】　陸上競技全般及び水泳

練成会、大会参加、昇級試験、お楽しみ会

【種目】　剣道

暑中稽古、寒中稽古、昇級試験
各種大会参加、お楽しみ会等

キッズ・中学生OK
中学生、高校生OKキッズ・中学生OK

キッズ・中学生OK キッズ・

中学・

高校OK

※市内全中学校校区

※古小校区

※古川町内全保育園、

河合、宮川保育園

※市内全高校

※市内全中学校区

※市内全小学校校区

※市内全保育園

※市内全中学校区

※市内全小学校校区

※市内全保育園

※吉城高校

※市内全中学校校区

※市内全小学校校区

※古小

古西小校区

※古西小、河合小、

宮川小校区

※古小、古西小、

河合小、宮川小校区

※古小

古西小校区
※市内全小学校区

※古小、古西小、

河合小、宮川小校区

※古中校区

※古小、古西小、

河合小、宮川小校区

※古川町内、河合、宮川

保育園

※市内全小学校校区※市内全小学校校区

※市内全高校

※市内全中学校区

※市内全小学校区

中学生、高校生OK


