
４月19日㈪～28日㈬は春の地域安全運動を実施 みんなで力をあわせて　安全・安心まちづくり

この大会はスポーツ振興くじの
助成金を受けて開催しています

対象　中学生以下 　※費用など詳しくは各団体へ問い合わせ

対象　市在住・在勤・在学の人 
※チームの場合はメンバーの過半

数が市在住・在勤・在学 
申込方法　市ホームページおよび

生涯学習課窓口にある参加申込
書に記入の上、各種目問合先ま
たは生涯学習課に直接 

※希望者多数の場合、種目によっ
て抽選会あり 

※５月以降に受付を開始する種目
は広報かどま５月号に掲載 

問合先　門真市生涯スポーツ推進
協議会（生涯学習課） 

　☎０６(６９０２)７１９５

名称 活動日時・場所 申込・問合先

空
手
道
部
会

拳志館 総合体育館
（火・金曜日午後６時～９時）

大西
☎０９０(１９６８)６６７７

拳有館

四中体育館
（月曜日午後７時～９時）
市民プラザ２階体育室
（金曜日午後７時～９時）

大島
☎０９０(３９４２)２５４１

拳武館

北巣本小体育館
（月・木曜日午後７時～10時）
砂子小体育館
（金曜日午後７時～10時） 
※時間は応相談

吉田
☎０６(６９０６)０７７７

尚弘館

二島小体育館
（火・木曜日
　午後６時30分～９時30分） 
※キッズ空手は木曜日
　午後５時30分～６時30分

大島
☎０７２(８８１)６０４６

拳修舘 大和田小体育館
（火･金曜日午後７時～９時）

重根川
☎０９０(６９６８)４６９４

心聖館
古川橋小体育館
（水・木曜日） 
※少年の部は午後６時30分～８時

五味
☎０９０(１９５２)５３４０

仁心館 オンライン主体で指導
※詳しくは問い合わせ

西久保
☎０９０(８９３５)１７３８

剣
道
部
会

誠義剣友会
速見小体育館（日曜日）
市民プラザ体育館（火・土曜日）
北巣本小体育館（金曜日）

鳥濵
☎０７２(８８２)２６９６ 

福本
☎０９０(５９６４)３３３１

千石剣道
クラブ

脇田小体育館（日曜日）
市民プラザ体育館（火・土曜日）
砂子小体育館（水曜日）
東小体育館（日曜日）

加志
☎０９０(９１１７)９８６９

門真市
剣友会

門真みらい小体育館（日曜日）
速見小体育館(火曜日）
総合体育館（水曜日）
上野口小体育館（金曜日）
四宮小体育館（土曜日）

八原
☎０９０(１５８０)２４０５

合
気
拳
法
部
会

国際組織合
氣道拳法空
手道双顕館

市民プラザ体育館
（月・土曜日午後６時～７時）
門真はすはな中体育館
（水曜日午後７時～９時） 
※国際警察CTO組織防衛術も指導

細川
☎０８０(４４８４)３８００

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部
会

門真
フェローズ

市民プラザ体育館
五月田小体育館
上野口体育館
脇田小体育館
※曜日・時間は問い合わせ

中山
☎０９０(８５２９)０７７９

軟
式
野
球
部
会

チーム名 小学校区 申込・問合先

門真ツインジャガーズ 門真みらい 金菱　☎０９０(４６４７)５８４５

ビクトリーファイターズ 速見 永原　☎０９０(６２４６)５４８０

門真リトルユニオンズ 門真 岡島　☎０９０(３６５１)０６０７

門真タイガース 沖 渡辺　☎０９０(２２８３)４７４６

ＴＫＳ－ＪＲ 古川橋 梶田　☎０９０(３６７１)７５４５

門真フレンズ 北巣本 奥田　☎０９０(６２４５)４４５９

門真ヤンチャーズ 上野口 新田　☎０８０(４８０２)４８４８

四宮ボンバーズ 四宮 矢野　☎０９０(１２２９)９０１０

※図書館の行事はすべて無料。幼児は保護者同伴

こどもの本展示会 
「１・２・３の本」 
とき・ところ 
◦本館…４月13日㈫～27日㈫ 
◦分館…５月１日㈯～12日㈬  

絵本の好きな子よっといで
パート19 
とき　４月25日㈰ 
午前11時～11時30分 
※事前申込不要 
ところ　本館 
内容
　「おすまさんと笑猫」（ガラス

ケのおはなし）ほか

バスケ大好き芸人
田村裕プロデュース　
バスケットボール無料体験教室
　バスケを通じて、スポーツの楽
しさと挑戦することの大切さを教
えます。 
とき・対象　４月８日㈭ 
◦小学生クラス…午後５時30分～

６時50分 
◦中学生クラス…午後７時～８時

20分 
ところ　市民プラザ体育館 

おはなしの広場
とき・ところ 
◦本館…４月10日㈯・24日㈯ 
◦分館…４月３日㈯・17日㈯ 
※時間は午前11時から約30分 
※事前申込不要 
内容
　絵本の読み聞かせ、紙芝居など

赤ちゃんふれあい絵本タイム
とき・ところ 
◦本館…４月７日㈬
　午前10時30分～10時50分
　午前11時10分～11時30分 
◦分館…４月21日㈬
　午前11時～11時20分 
※事前申込不要 
内容　絵本、手遊びなど

おはなしのじかん
とき・ところ　水曜日 
◦本館…午後３時～３時30分 
◦分館…午後３時30分～４時

定員 
　各クラス30人（申込順） 
申込方法
　４月１日㈭～６日㈫に電話
※受付は午前10時～午後６時
※定員になり次第受付終了 
主催・申込・問合先 
　門真はすねクラブ・山田 
　☎０９０(２７０７)９７６９ 

◆休館日　◦本館…月曜日、４月23日㈮・29日㈷
　　　　　◦分館…木曜日、４月23日㈮

４月 23 日㈮～５月 12 日㈬ 
第 63 回こどもの読書週間

 
いっしょに よもう、

いっぱい よもう

種目 開催日 定員・費用 申込期間 申込・問合先

空手道（連盟）
一般男子（高校生以上）
組手の部
完全防具性
（防具の貸出無し）

５月30日㈰ 制限なし
１人3000円

４月１日㈭
～30日㈮

西久保
☎０９０(８９３５)１７３８

空手道（協会）
小・中学生男女
（形・組手）の部

５月23日㈰ 制限なし
１種目1500円

４月１日㈭
～30日㈮

柏木
☎０９０(３８４８)７５４０

バレーボール
家庭婦人の部（９人制） ５月９日㈰ 18チーム

１チーム3000円
４月12日㈪
～30日㈮

安間
☎０９０(７３５８)０４３８

サッカー
一般の部、
シニアの部

５月16日～７月18日の日曜日
※６月６日㈰・20日㈰を除く

◦一般の部…30チーム
◦シニアの部…６チーム
１チーム500円

４月１日㈭
～９日㈮

那須
☎０８０(４０１７)９００８

サッカー
少年の部A・B・C ７月３日～17日の土曜日 制限なし

１チーム500円
４月１日㈭
～20日㈫

服部
☎０９０(８５２０)８５９１

軟式野球
一般の部A・B・C

５月９日～７月４日の日曜日
※予備日は７月11日㈰

50チーム
１チーム8000円

４月１日㈭
～17日㈯

土屋
☎０９０(８１６２)４１１３軟式野球

学童の部A・B・C
少年の部

５月15日～６月19日の土曜日
６月６日・20日の日曜日

◦学童の部A…８チーム
◦学童の部B・C…各２チーム
◦少年の部…４チーム
１チーム7000円

４月１日㈭
～17日㈯

ソフトテニス
一般男子の部
一般女子の部

５月９日㈰ 各10組（20人）
一般１組3000円

４月１日㈭
～23日㈮

浅田
☎０９０(５６６８)０３１８

東和薬品RACTABドーム
プール利用補助
　市民の皆さんに年間を通してプ
ールを利用してもらえるよう利用
補助を行っています。 
利用料金
　大人380円、中学生以下190円 
※通常は大人850円、中学生以下

430円 
※４歳未満は無料 
入場引換券有効期限 
　４年３月31日㈭ 
※期限を過ぎた後の払い戻し・使

用は不可 

◆プールの利用には登録が必要 
　登録は生涯学習課、青少年運動
広場管理棟、南部市民センター、
生涯学習センターで受付していま
す。
◆プール開放日・利用時間 
　月により異なります。生涯学習
課、南部市民センターに設置して
いる「月刊行事案内」または東和
薬品RACTABドームホームページ
をご確認ください。 
問合先
　生涯学習課 
　☎０６(６９０２)７１９５ 

図　書　館 新橋町3-4-101　☎06(6908)2828本館
北島546　☎072(887)6648市民プラザ分館

スポーツ

３年度
門真市民

総合体育大会
参加者募集

３年度スポーツ少年団　団員募集
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