令和４年度

熊谷市スポーツ教室

開催予定種目一覧表

主催：熊谷市・熊谷市教育委員会・(公財)熊谷市スポーツ協会

初心者弓道教室
会場：熊谷さくら運動公園弓道場
対象:中学～一般 定員各２０名（各全14回）

中学 各２，５００円 一般 各３，５００円
【春期水・土曜】５月１１日～６月２５日
【秋期水・土曜】９月２８日～１１月１２日
水１８:３０～２０:３０ 土１０:００～１２：００
【春期火・金曜】５月１０日～６月２４日
【秋期火・金曜】９月２７日～１１月１１日
１０：００～１２：００
会場：武道館弓道場(妻沼)

対象中学～一般 定員 各２０名
各３，０００円
《日曜昼の部》 ５月８日～８月２１日
全16回
１０：００～１２：００
《火・金夜の部》 ５月１０日～７月１日
全16回
１９：３０～２１：００
《秋期昼の部》 ９月１１日～１１月２７日
全12回 日曜１０：００～１２：００

少年少女柔道教室
会場：熊谷工業高校 定員：７０名
対象：幼児(年長）～中学生
４月１日～３月１７日（全１０９回）
火・金曜日等 １８：３０～２０：００
会場：市民体育館 定員：３０名
対象：小学生～中学生
４月１２日～３月１７日（全９４回）
火・金曜日等 １８：３０～２０：００
会場：武道館(妻沼） 定員：５０名
※7月～1月は、妻沼東中学校になります
対象：幼児(５歳以上）～中学生
４月１日～３月３１日（全１９６回）
月・水・金曜日 １８：３０～２１：００
日曜 ９：３０～１２：００
会場：江南中学校 定員：６０名
対象：幼児(５歳）～中学生
４月２日～３月２９日（全９８回）
水曜１８：３０～１９：３０／土曜１８：３０～２０：００

会場：妻沼西中学校 定員：６０名
対象：幼児(３歳）～中学生
４月２日～３月２９日（全１５４回）
月・水・土曜日等１９：００～２１：００
会場：熊谷東中学校 定員：３０名
対象：小学生～中学生
４月２日～３月２９日（全９６回）
水・土曜日等１９：００～２０：３０
参加費は全会場とも１２，０００円
※今年度より休講しておりました熊谷東中学校
の教室が再開いたします。

学童野球教室(軟式)
対象：小学３～６年生
会場：熊谷さくら運動公園 自由広場
５月１５日～１０月３０日
日曜日 （全２５回） ７：００～８：３０
定員：３０名 ３，０００円

少年少女すもう教室
対象：小学生
会場：熊谷さくら運動公園相撲場
【前期】５月 ８日～ ７月１０日
【後期】９月１１日～１１月１３日
日曜日（各期 全１０回） ９：００～１２：００
定員：各３０名 ２，０００円

体操教室
対象：幼児（６歳）～中学生
（※幼児は年長）

会場：市民体育館
５月８日～２月２６日
土曜・日曜・祝日（全１４回）
９：００～１２：００
定員：幼児３０名 小中１７０名 ３，０００円

少年少女剣道教室
会場：大原中学校 対象：小学生～中学生
【前期】４月１２日～９月３０日 （全４５回）
【後期】１０月４日～３月２４日 （全４８回）
火・金曜１８：５０～２０：００
定員：各３０名（初心者１０名／経験者２０名）
会場：武道館(妻沼） 対象：小学生
※7月～1月は、妻沼西中学校になります
【前期】 ４月２日～９月２８日 （全５８回）
【後期】１０月１日～３月２９日 （全５５回）
水・土曜１８：００～２０：００
第２日曜９：００～１２：００
定員：各５０名（初心者２０名／経験者３０名）
会場：江南体育館 対象：小学生～中学生
【前期】４月２日～９月２８日 （全５１回）
【後期】１０月１日～３月２９日 （全５１回）
水曜１９：００～２０：００
土曜１８：００～２０：００
定員：各２５名（初心者１５名／経験者１０名）
会場：三尻中・新堀小 対象：小学生～中学生
【前期】４月１日～９月３０日 （全５３回）
【後期】１０月７日～３月３１日 （全４９回）
金曜１８：５０～２０：００日曜９：００～１１：００
定員：各３０名（初心者１０名/経験者２０名）

中学生柔道教室
対象：中学生 参加費：１２，０００円
会場：熊谷工業高校柔道場 定員：３０名
４月４日～３月３０日 月･木曜日等（全９３回）
１９：３０～２１：００

主管：(公財)熊谷市スポーツ協会・教室実施団体(スポ協加盟団体)

少年少女バドミントン教室
対象：小学生 定員：３０名 ４，０００円
会場：㈱リケン熊谷事業所体育館
４月１７日～１０月２日
日曜日(全２０回）９：００～１１：３０

女性バドミントン教室
対象：一般女性 会場：市民体育館
【前期】４月１４日～６月３０日
【後期】９月８日～１２月１日
木曜日(各全１０回）１０：００～１２：００
定員：各３０名 各３，０００円

少年少女水泳教室
対象：小学３～６年生
会場：熊谷さくら運動公園屋内プール
５月２２日～６月２６日 日曜日（全６回）
初心者 １０：２５～１１：１５
初級者 １１：３０～１２：２０
初心者１５名・初級者１５名

３，６００円

早起きソフトテニス教室
対象：小学3年～一般
会場：熊谷さくら運動公園テニスコート
４月２４日～１１月３日
日曜日・祝日（全２４回）
６：００～８：００
定員：２５０名 (小学生１００名中学生５０名一般１００名）

小中学生４，０００円 一般５，０００円

卓球教室
会場：市民体育館

ラグビーフットボール教室
対象：幼児(３歳）～小学生
会場：スポーツ文化公園 東第3多目的
４月１０日～３月１２日
広場他
日曜日等(全４１回） ９：００～１２：００
定員：１５０名 ３，５００円(育成会費別途）

キッズテニス教室（硬式）
対象：小学生～中学生
会場：熊谷さくら運動公園テニスコート
４月１６日～９月２４日
土曜日（全１９回）
７：００～８：３０
定員：８０名 ７，０００円

初心者ナイターテニス教室（硬式）
対象：高校生以上の初心者
会場：熊谷さくら運動公園テニスコート
５月７日～７月３０日
土曜日（全１２回）
１８：００～１９：３０
定員：４０名
高校生以上 ５，０００円

定員：各８０名

対象：小学生～一般（小学生は保護者同伴・引率）
《午前の部》１０：００～１２：００火木（各全10回）
《夜間の部》１８：３０～２０：３０火木（各全10回)

【前期】５月１０日～６月１６日
【後期】９月６日～１０月１３日
小中学生 各１，５００円 一般 各２，５００円
会場：市民体育館

陸上競技教室
対象：小学４年～中学生
会場：熊谷さくら運動公園陸上競技場他
４月１６日～３月１１日
土曜日（全４０回） ９：００～１１：００
定員：１４０名 ６，０００円

定員：各６０名

対象：小学生～一般（小学生は保護者同伴・引率）

《土曜の部》１８：３０～２０：３０（各全10回）
【前期】５月１４日～９月２４日
【後期】１０月 ８日～２月２５日
小中学生 各１，５００円 一般 各２，５００円

少年少女バレーボール教室
対象：小学生
会場：熊谷西小・石原小・新堀小・別府小
吉岡小
各２，０００円
１１月６日～２月１２日 日曜日
９：００～１２：００ （全１４回）
定員：３０名（石原・西）40名（別府・新堀・吉岡）

スキー教室
対象：小学生(保護者同伴)～一般 定員：各８０名

会場：①水上宝台樹ｽｷｰ場 １月９日(月)
会場：②水上宝台樹ｽｷｰ場 ３月５日(日)
（両日共日帰り）バス利用
小学生各６，０００円／中学生以上各８，０００円

初心者ｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ
対象：初心者、未経験者の男女
市内在住在勤者
会場：カゴハラゴルフ
９月７日～１１月９日
水曜日（全10回）13：00～14：30
定員15名 15000円

ミニバスケットボール教室
会場
籠原小
三尻小

対象・期間

曜日・時間

小３～中学生低学年

土・日(全８０回）

４月１６日～２月２６日

９：００～１２：００

土・日(全９１回）
石原小 小２～６年
大幡小 ４月１６日～３月４日 ９：００～１２：００等

熊谷西小
成田小
大麻生小

小学生女子

土・日・祝(全102回）

４月９日～３月１９日 土９：００～１２：００等

小２～６年

火・土・日(全140回）

４月９日～３月１２日 日１２：１５～１６：３０等

小学生

木・土等(全９５回）

４月９日～３月４日 木１９：００～２１：００等

定員・参加費
８０名
６，０００円
５０名
６，０００円
４０名
５，０００円
５０名
７，０００円
５０名
５，０００円

少林寺拳法教室
対象：小学生～一般 各全１５回等 定員３０名等
小中学生 各１，０００円／一般 各２，０００円

熊谷会場（熊谷太井道場）
①４月１３日～６月８日②９月３日～１０月２６日
③１月２５日～３月１８日

水 19：00～20：30 土10：00～12：00
熊谷西会場（大麻生公民館・大麻生小学校）
①４月１８日～６月１０日 ②９月５日～１１月４日
１９：００～２０：３０ 月・金曜日

熊谷北会場（奈良中学校・別府公民館）
①４月１日～５月２７日②６月１日～７月２９日
③８月３日～９月３０日④１０月５日～１１月３０日
⑤１２月２日～１月２７日⑥２月１日～３月３１日
１９：００～２０：３０※６月水曜・11/2のみ奈良中

妻沼会場（武道館）
※7月～1月は、太田小学校になります。
①４月１日～５月２３日②５月２７日～７月１６日
③７月１８日～９月１６日④９月２６日～１１月１８日
⑤１１月２１日～２月３日⑥２月６日～３月２７日
月・金曜日 １９：００～２０：５０

※ ４～５月に開講する教室は、一斉受付で申込みを受付けます。

(一斉受付会場）彩の国くまがやドーム

(受付日時）４月１０日(日）午前９時～１０時まで

※ 各教室ともに、先着順で申込みを受付け、定員になり次第締め切ります。
※ 体操教室(3人まで)ｷｯｽﾞﾃﾆｽ、初心者ﾅｲﾀｰﾃﾆｽ教室、土曜卓球（2人まで）は整理券を発行します。
( )はお一人で申込める人数です。
※ 一斉受付で定員に満たなかった教室は、11日(月)から引き続き熊谷市ｽﾎﾟｰﾂ協会(市民体育館内)で受付けます。
※ 募集対象者は原則として市内在住・在勤・在学の方となります。(ただし定員に余裕のある教室は相談可)
※ ６月以降に開講する教室については、順次市報で募集のお知らせをします。市報でご確認ください。
※ 武道館が会場になっている教室は、７月～１月改修工事の為、会場が変更になります。(柔道・剣道・少林寺拳法）

