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0049 スポーツ 武道 日本古武道居合研究会

居合道《全日本剣道連盟居合、古流無雙直傳英信流居合、
大日本抜刀流、居合道刀法、警視流》、古流剣術（組太刀）

本多　正義 本多　恵美子 masayoshi2334@jp-t.ne.jp 小学生以上、外国人の方、他武道経験
者可、性別不問

足立区立中川北小学校体育館、足立
区総合スポーツセンター剣道場、足立
区佐野住区センター児童館、葛飾区水
元体育館剣道場、足立区東和住区セン
ター児童館、その他

毎週日曜日　午後２時～７時、火・
水・木・土曜日　午後６時～９時

入会金なし　月会費２，０００～３，０
００円（年齢による）

居合道の精神と技を修練し、心身の鍛錬と会員及び地域社会の住
民との親睦を図り、もって社会と平和に貢献出来得る人間形成と
古来（４６０年前）より伝わる居合道の伝統を絶やさない様、広きに
亘り普及と伝承を目標に、少年男女高齢者に至る迄、その趣旨に
賛同する方々が活動しています。

0092 スポーツ 武道 足立合気会

合気道 安達　昌人 安達　昌人 masatoad@mint.ocn.ne.jp どなたでも　こども　成人　高齢者 総合スポーツセンター（柔道場） 月３回　第１・３・４月曜日　夜間（少
年部は月２回）

入会金なし　月会費３，０００円（有
段）、２，５００円（一般）、１，５００円
（少年部）

合気道は、相手を打ち負かすことなく、押さえこんだり、投げたりす
る武道です。稽古を通して、技(ワザ)を習得するとともに、マナーを
学びます。こどもから成人者、年配の方まで練習でき、健康促進に
ぴったり。護身術にもなります。初心者大歓迎です。

0550 スポーツ 武道 扇剣道教室

剣道を通して心と体を鍛え礼儀作法を学ぶ 松尾　慶三 山口谷　信一 年長さんから 足立区立扇小学校　体育館 毎週水・土曜日　午後６時３０分～９
時

入会金１，０００円　月会費１，０００
円

扇剣道教室では、現在指導員１１名と幼児から大人まで約３０名の
会員が日々稽古に励んでいます。稽古・出稽古など、大好きな剣
道を通じて交流の輪を広げています。ぜひ私たちと一緒に心と体を
鍛え礼儀作法を身に付けてみませんか。

0558 スポーツ 武道 養神館合気道　薫友会足立道場

養神館　合気道 杉山　光由 鈴木　貫太郎 どなたでも 総合スポーツセンター（柔道場） 毎週　土曜日　午後Ⅰ 入会金４，０００円　月会費５，０００
円　その他（スポーツ保険／任意）

礼儀・挨拶を大切に、護身術を身につけ、強い心や弱い人への思
いやりを持ち、怪我のない健康で強い武道の追求を目指していま
す。

http://kunyukai.jp

0657 スポーツ 武道 中央本町センター空手道クラブ
空手道 中沢　弘美 小澤　正治 ozawa09016541789@nifty.com どなたでも 中央本町地域学習センター 月４回　土曜日　午後Ⅰ 入会金なし　月会費３，０００円 足立区中心に幼児から始める空手道として全国優勝、日本一を毎

年育成できるように指導、普及に努めています。

0741 スポーツ 武道 儀間派松濤館流空手道協会　照心会
空手道 石塚　康晴 石塚　康晴 syoushim-kai@ponp.be どなたでも 花畑地域学習センター（体育館） 毎週　水曜日　夜間 入会金なし　月会費３，０００円 武道空手、スポーツ空手、健康空手から選択して目標にむけて稽

古指導する。

0753 スポーツ 武道 空手道　弘基館

空手 瀬川　薫 瀬川　薫 どなたでも 新田地域学習センター 月１～２回　木曜日　夜間 入会金６，０００円、月会費５，０００ 弘基館は、（公社）日本空手協会の城北支部です。空手で挨拶・返
事・我慢のできる元気な子に！空手で若々しい身体を！空手で人
生に活力を！空手で新しい仲間を作りませんか？

https://www.jka-kokikan.com

0771 スポーツ 武道 武徳会　西新井支部
空手道 松田　利絵 松田　利絵 どなたでも 伊興地域学習センター 月８回　水曜日・木曜日　夜間 入会金５，０００円　月会費４，０００

円
いっしょに空手をはじめませんか？

0807 スポーツ 武道 足立区剣道連盟
剣道は激しい稽古により心身を練磨して旺盛ある気力も養
い礼節を尊び人間形成の道である。

佐藤　清春 近藤　良基 どなたでも 総合スポーツセンター（剣道場） 毎週　火・土曜日　夜間 加盟団体の会則にて 当連盟は毎年５月にジュニア少年剣道大会を東京武道館にて実施
しています。入賞者は選考会により都大会に選出します。

0808 スポーツ 武道 錬心剣道会

剣道の稽古、指導 野中　恒司 高橋　勝弘 https://renshinkai.shisyou.com/ どなたでも 総合スポーツセンター（剣道場） 毎週　日曜日　午前／木曜日　夜
間

入会金２，０００円　月会費１，５００
円

老若男女、初心者の方大歓迎です。当会、小学１年生から８６歳の
幅広い会員がいます。楽しく剣道しませんか。

http://renshinkai.shisyou.com/

0810 スポーツ 武道 日本拳法　心道会
週３回の稽古、試合の参加、地域のコミュニティー活動 大井　健資 大井　力輝 sinboukaim@yahoo.co.jp どなたでも 総合スポーツセンター（剣道場） 毎週　水曜日　夜間 入会金２，５００円　月会費２，５００

円（こども）／３，５００円（大人）
防具を着装する日本拳法は、けがを軽減しながら、より実践に近い
練習が可能です。

0811 スポーツ 武道 合気道順風会
合気道 野口　勤 野口　勤 どなたでも 総合スポーツセンター（柔道場） 毎週　日・水・木曜日　午前・午後

Ⅱ・夜間
入会金２，５００円（こども）／４，００
０円（大人）　月会費２，５００円（こど
も）／４，０００円（大人）

合気道の稽古を通し、子どもは体力の向上と集中力を養い、大人
は技と気の錬磨を中心に練習をおこなっております。

0812 スポーツ 武道 合気道吾勝会

合気道　心と体の健康法 橘　保弘 橘　保弘 yasuhiro4141@hotmail.co.jp どなたでも 総合スポーツセンター（柔道場） 毎週　水・日曜日　午後Ⅰ 入会金３，０００円（子ども）／５，００
０円（大人）　月会費２，０００円（子
ども）／４，０００円（大人）

心と体の健康向上、会員相互の親睦、地元地域への貢献を目的と
して活動しています。また各個人の年齢・体力に合った稽古を行い
ますので誰でも無理なく安心して参加できます。

http://www.agatsukai.com/

0833 スポーツ 武道 名倉柔道育成会

柔道 内田　龍 山中　雷太 nagura-jyudo-
ikuseikai@docomo.ne.jp

どなたでも 総合スポーツセンター（柔道場） 毎週　土・日曜日　午後Ⅱ・夜間 入会金３，０００円　会費２，５００円 名倉柔道育成会は、幼児から大人の方まで幅広い年齢層で活動
を続けています。体験や見学は随時受け付けておりますので、気
軽にお問い合わせください。

http://nagura-jyudo.com/

0884 スポーツ 武道 正伝方円学舎

総合空手武道　空手道 岡野　賢二 岡野　賢二 knj-okano@ac.auone-net.jp どなたでも 中央本町地域学習センター・第十一
中学校

月４回　木曜日　夜間 入会金２，０００円　月会費２，０００
円

武道、スポーツ、健康医療の三つの面から、それぞれの目的に合
わせた稽古を目指します。「継続は力なり」を大切にし、さわやかな
汗を流し、「強さと気品」のある武道を一緒にどうですか。

0962 スポーツ 武道 巴会

武道なぎなた 小川　桂子 小川　桂子 adachinagie@gmail.com どなたでも 総合スポーツセンター、双葉小学校、
中央本町地域学習センター

毎週　土曜日　午後Ⅱ 入会金２，０００円　月会費２，５００
円／１，５００円（ジュニア）／３，００
０円（有段者）

なぎなたを使った全身運動です。姿勢が良くなり体にとても良いで
す。年令を問わず初心者大歓迎です。

http://adachinagie.com/

1036 スポーツ 武道 拳昌会

空手道 蜂谷　浩之 蜂谷　裕子 ajjkf.jibiki@gmail.com どなたでも 総合スポーツセンター（柔道場） 毎週　火・土曜日　夜間 入会金５，０００円　月会費２，５００
円（週１回）／５，０００円（週２回）

幼稚園児から７０歳代の方まで、様々な年代の老若男女が、その
人に合った稽古内容で心身を鍛えています。初心者の方も大歓迎
です。一緒に汗を流しましょう。

1075 スポーツ 武道 養神館合気道江戸川支部　東伸会

合気道 橋口　渡 橋口　渡 aiki@edoaiki.com こども　成人　その他（幼児～） 興本地域学習センター（体育館） 第二・四月曜日、毎週金曜日　午後
Ⅱ～夜間

入会金一般２，０００円・小中学生
１，０００円　会費一般３，０００円・小
中学生２，０００円　別途スポーツ保
険　年会費

合気道の和を大切に、心身の修養、日頃の健康管理を目標とす
る。少年部は、夢と希望といじめのない、次世代を担う少年となる
様な指導を目標とする。

http://edoaiki.com

1083 スポーツ 武道 東都剣友会

剣道 大竹　茂 大竹　茂 成人 江北地域学習センター（体育館） 月３～４回　木曜日　午後Ⅰ 入会金なし　月会費１，０００円 私達、剣友会は６０才以上（男性８名・女性２名）で稽古をしていま
す。健康が第一ですので無理な稽古にならないように各自で気をつ
けて稽古をする様にしています。稽古日は毎週木曜日の午後１２
時３０分～３時まで稽古をしています。

1092 スポーツ 武道 剛柔流空手道錬心会
空手道 金山　竜 樋山　忠夫 どなたでも 花畑地域学習センター（体育館） 毎週　木曜日　PM６：３０～８：３０ 入会金３，０００円　月会費３，０００

円
心と体をきたえよう。オリンピックに向けてたのしく、つよく、なかよく

1110 スポーツ 武道 本町なぎなたクラブ
なぎなた 福井　たか子 福井　たか子 こども　成人 中央本町地域学習センター（体育館） 月２回　木・金曜日　午後Ⅰ 入会金２，０００円　会費３，０００円 初心者大歓迎

1134 スポーツ 武道 足立区合気道同好会

合気道 荒田　勉 荒田　勉 yasuhiro4141@hotmail.co.jp どなたでも　こども　成人　高齢者 中央本町地域学習センター 毎週土曜日　夜間 （大人）入会金５，０００円　会費４，
０００円　（小人）入会金３，０００円
会費２，０００円

心と体の健康向上、会員相互の親睦、地元地域への貢献を目的と
して活動しています。また、各個人の年齢、体力に合った稽古を行
いますので誰でも無理なく安心して参加できます。

http://adatiaiki.jimdo.com/

1335 スポーツ 武道 極真空手綾瀬道場東和クラブ

極真空手の稽古 高畑　真衣 高畑　智和 kyokushinayase@gmail.com どなたでも 東和地域学習センター 毎週月・土曜日　午後 入会金なし　月会費４，４００円 子供から大人まで男女問わず参加していただけます。一緒に稽古
して心身ともに強くなりましょう。見学・無料体験も随時受け付けて
います。

https://www.kyokushin-
ayase.com

1346 スポーツ 武道 江北空手サークル

空手を通じて青少年の育成 高　武亨 高　武亨 info@kandojo.net こども 江北地域学習センター 毎週水曜日　夜間 入会金なし　月会費５，０００円 就学前の児童から中学生までの生徒が、日比心身を鍛えるため、
空手に励み、健康づくりのため、様々の目標を持った生徒たちが
汗を流しております。ご連絡の上、サークルまでお試しください。

http://www.kandojo.net/

1398 スポーツ 武道 スピリット
空手 石塚　節子 小菅　一夫 こども、成人、その他（幼年長さんから、

相談）
鹿浜地域学習センター　レクホール 毎週土曜日、夜６：３０～ 入会金２，０００円、月会費２，０００

円
経験・年齢は問いません。親子での参加も歓迎いたします。体験・
見学随時受付しています。


