
公共施設使用料減免登録団体情報（R4.7.11現在）

登録団体の名称 代表者 活動内容 入会希望者へのメッセージ 活動日時 活動場所 入会金 会費等 子ども対象 担当課

はつらつ健康麻雀かすみがうら教室 寺野　紘 健康麻雀
月2回・木曜日　6時間程
度

勤労青少年ホーム なし 1回300円 介護長寿課

かすみがうら市スクエアステップの会 萩原　博 高齢者の認知症予防と体力維持
身体と頭を使って楽しく脳活しませんか？体験
お待ちしております。

月2回（月）・午前2時間 勤労青少年ホーム なし
年会費500円
保険料300円

健康づくり増進
課

オーシャン卓球クラブ同好会 豊島　国男 卓球による交流 健康維持増進。楽しく卓球される方歓迎します 週2回（火・土） 勤労青少年ホーム体育館 1,000円 必要なとき
健康づくり増進
課

シクラメン同好会 工藤　起恵子 フレッシュテニスの練習 週1回（木）・午前2時間 勤労青少年ホーム なし なし
健康づくり増進
課

料理クラブ 阿部　瑛子 地産地消を目的として体に良い食事を作る
月1回（火）・午前2.5時
間

働く女性の家 なし なし
健康づくり増進
課

フレンズエアロビクス同好会 井坂　利子
軽ジョギング、シェープアップ、ストレッチに
よる交流

何か運動始めたいと思っている方、私達とここ
ち良い軽ジョギングを楽しんでみませんか。ぜ
ひ見学に又体験してみませんか？

週1回（水）・夜間1.5時
間

なし なし
健康づくり増進
課

びわの実会（金） 外尾　美和子 自彊体操
体の不調に悩んでいる方、一緒に自彊体操やり
ませんか。年配の方でもできる体操です。（定
員30名）

月4回（金）・午前2時間 働く女性の家 なし 年3,000円
健康づくり増進
課

マミタス 前田　昭子 フラダンス 月2回（月）・夜間2時間 働く女性の家 なし なし
健康づくり増進
課

かすみがうら太極拳部 狩野　節夫
あじさい館及びウエルネスプラザ等の施設の室
内・広場等を利用し、健康の維持・増進を目的
とした活動。夜・昼・活動。

太極拳は呼吸法にのっとった一種のバランス運
動です。ゆっくり静かに動くことにより、血流
をスムーズにし、内臓の働きを良くする運動で
す。お気軽に見学、体験にお越しください。

月4回（火）・夜間2時間 あじさい館 なし 月1000円
健康づくり増進
課

ひまわり 鈴木　みさ子 卓球 週1回（水） 青少年ホーム体育館 なし なし
健康づくり増進
課

びわの実会水曜教室 斎藤　志津子 自彊術体操を行う お気軽に見学、体験にお越し下さい 週4回（水）・午前2時間 働く女性の家 なし 月500円
健康づくり増進
課

ゆるゆる自力整体 間山　泰子
週に１回の活動でゆったりとした空間の中で無
理のない動きをして、身体のゆがみを整え不調
を改善します。

体が硬い方や膝や腰が痛い方でも無理なく参加
できます。姿勢が改善した！体の痛みやコリが
改善した！等の効用があります。私達とゆるゆ
る自力教室を楽しみましょう。

月1回（水）・午後1.5時
間

働く婦人の家 なし なし
健康づくり増進
課

新日本婦人の会いきいき体操 千葉　郁子

シルバー体操(立ってする、床、寝てする）の
テープをかけ指示に従って身体を動かしてい
る。準備体操としてラジオ体操の第１・第２、
北国の春の体操も実施

新婦人は国連NGO認証団体です。楽しいことを御
一緒に！！

月2回（金）・午前2時間 ふれあいセンター 100円 月900円
健康づくり増進
課

スマイルペースエアロ同好会 石田　とよ子 エアロビクス 月3回(火）・午前1時間 働く女性の家 なし なし
健康づくり増進
課

かすみがうら平和の会 立花　和雄
★原爆や戦争に関するパネル展開催（入場無
料）★平和に資する映画会（入場無料）開催な
ど

★あなたの平和への思いを共有・拡大しません
か。

月1回（主に火曜日）夜間
19時半～20時半　1時間程
度

やまゆり館 なし
月300円または
500円（自己申
告）

公共施設等マネ
ジメント推進室
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こぶし会 佐久間　美津江
男の料理、東小・下中・下小の学校支援、朝の
立哨・下校時の見守り

1,000円
健康づくり増進
課

扇の会 肥田　利子

・高齢者施設等を訪問し、日本舞踊を通して入
所者との交流を図る。
・市内外の各種イベントへの参加
・各種大会への各自参加

月2回（土）・午後3時間
程度

勤労青少年ホーム 無し 無し 生涯学習課

かすみがうらＳＡＸ 藤田　義和 サックスの演奏、各種イベントへの参加など

音楽ジャンルはＪ－ＰＯＰ、ジャズ、クラシッ
クなど、サックスを演奏したい方の入会をお待
ちしています。高校生以上。是非、お気軽に見
学・体験にお越し下さい。

月2回（日）・午後3時間
程度

ウェルネスプラザ 無し
有り（実費
等）

生涯学習課

ログキャビン 星野　貴子 パッチワークを行ない、生きがいづくり 楽しく交流しております
月4回（火）・午前2時間
程度

勤労青少年ホーム 無し 無し 生涯学習課

蝶の会＆子供クラブ 和佐原　悦子
古典童曲、童謡の唱歌などの曲に合わせての踊
りの練習（あいさつの仕方、立ち居振る舞い、
着物の着方・たたみ方なども）

伝統文化の継承、育成することにより、かすみ
がうら市の文化向上になり、感性の豊かな心豊
かな子供達になることを希望しています。どう
ぞ参加待っています。

週1回（土）・午後2時間
程度

働く女性の家 無し
有り（実費
等）

生涯学習課

千代田舞踊連合会 堀内　亮介
慰問活動のため（13ヶ所）、踊りの練習を行っ
ております。

慰問活動で踊ってみたい方は連絡ください。
月3回（月）・午後4時間
程度

働く女性の家 無し
有り（保険
料）

生涯学習課

茶道同好会 杉本　もも代 茶道おけいこ、お話合い
月1回（火）・午前3時間
程度

勤労青少年ホーム 無し 無し 生涯学習課

かすみがうらサクソフォンクラブ 上原　務
市行事参加、講座開設、コンサート、福祉施設
慰問演奏等

月2回(日)・午後3時間程
度

千代田講堂 無し 月500円＋実費 生涯学習課

かすみがうらＦＤ 大野　まり子 フォークダンス練習
週3回(水・木・金)・午前
2時間程度

勤労青少年ホーム、ウェ
ルネスプラザ、女性の家

無し 年500円 生涯学習課

千代田囲碁会 武田　和夫 囲碁を通じて相互交流、ボケ防止を図る。 新人も初心者も気軽に参加下さい。
週2回（火・土）・午後4
時間程度

働く女性の家 無し 年1,000円 生涯学習課

フェアリーフラワー 松澤　里美
季節の花を楽しむフラワーアレンジメントサー
クル

月1回の活動です。季節の花を楽しむフラワーア
レンジメントをご一緒しませんか？お気軽に問
い合わせ下さい。

月2回（木・日）・午後、
夜間2時間

あじさい館（霞ヶ浦公民
館）

無し 有り（実費） 生涯学習課

かすみがうら市吟剣詩舞道連合会 黒沢　美智雄
吟剣詩舞大会の実施、研修旅行、かすみがうら
祭参加

週1回（火）・午後2時間
程度

大塚児童館、勤労青少年
ホーム、千代田講堂

無し 年500円 生涯学習課

切り絵同好会 金澤　富士子
切り絵の学習、作品の制作、市の催事での作品
展示、切り絵指導

月一回活動日への見学等、気軽にご参加下さ
い。ご自宅でも色々な作品造りが楽しめます。

月1回（金）・午前2時間
程度

勤労青少年ホーム 無し 月1,000円 生涯学習課

新日本婦人の会　絵手紙 佐藤　みゆき 絵手紙を描く
新婦人は国連NGO認証団体です。楽しいことをご
一緒に！！

月2回(日・火)・午後2時
間程度

働く女性の家 100円 月900円 生涯学習課

優華フラワー 宮本　結香
フラワーアレンジメントを通して地域のコミュ
ニティを広めていきたい

どなたでも参加できます。（随時入会可）生け
花コース、プリザーブドフラワー、和風アレン
ジコースがあります。併用も可能

月1～2回（水）・午前・
午後2時間程度

あじさい館（霞ヶ浦公民
館）

無し 無し 生涯学習課
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にこにこ健康体操 牧野　都藻子
健康を維持する　日々にこにこ過ごせる体づく
り

にこにこ体操で健康作りにご参加をお待ちして
います

月4回（火）・午後2時間 働く女性の家 なし なし
健康づくり増進
課

かすみがうら市よもぎ会 飯塚　敏夫
河川をEMにより水質の浄化・外来植物の駆除・
啓発・環境学習補助・生ごみ処理啓発活動

市内の自然環境を安心・安全な住みやすい環境
にしませんか。
台所は河川の上流負荷の無い水を霞ヶ浦に注ぎ
ましょう。

月1～2回程度・午前・午
後

あじさい館、会長宅、他 なし
年2,000円、随
時実費

環境保全課

湖卓会 篠﨑　和男 卓球 入退は自由です。運動不足の方歓迎致します。
週1回程度　主に火曜日　
2時間程度

なし 年2,500円 スポーツ振興課

篠輪会 岩井　ゆき子 卓球 日頃のストレス解消。入退は自由です。
週1回程度　主に土曜日　
2時間程度

勤労青少年ホーム なし 年2,500円 スポーツ振興課

霞ヶ浦中学校野球部保護者会 坂本　勝義 野球 週2回程度　3時間程度 多目的運動広場 なし 年5,000円 ○ スポーツ振興課

バドミントン同好会 石塚　則子 バドミントン 週1回程度　主に金曜日 Ｂ＆Ｇ体育館 なし なし スポーツ振興課

Ｍａｒｒｏｎ　Ｃｌｕｂ 市村　博滋 卓球
卓球５年以上の中級レベルの経験者を募集しま
す。

週2回程度　主に土曜日　
3時間程度

わかぐり体育館 なし 年3,000円 スポーツ振興課

ＶＩＥＮＴＯ 大久保　操 ソフトバレーボール
メンバー募集をしています。経験の有無は問い
ません。気軽に見学もできます。一緒に楽しみ
ましょう。

週2回程度　主に火・土曜
日　2～3時間程度

霞ヶ浦中学校 なし 必要時に実費 スポーツ振興課

ジャベリン　クラッシャーズ 益子　貴子 ソフトバレーボール
未経験者の方も歓迎します。体を動かしたいな
と思っている方、お気軽に見学、体験に来て下
さい。

週2回程度　主に日、月曜
日　2時間程度

なし 月500円 スポーツ振興課

精神力ソフトテニスクラブ 久松　秀和 ソフトテニス
週1回程度　主に日曜日　
3時間程度

多目的運動公園テニス
コート

なし なし スポーツ振興課

ゴールデンダンスサークル 笹島　晃 社交ダンス
正しい社交ダンスを体得して楽しく踊りましょ
う！

週1回程度　主に火曜日　
2時間程度

なし なし スポーツ振興課

ダンスクラブ 𠮷鶴　八重子 ダンス
ダンスの好きな方、又は初めての方、ストリー
トダンスに興味のある方は、ぜひ、一緒に参加
しませんか。

月2回程度　主に日曜日　
2時間程度

なし なし スポーツ振興課

ピンポン楽楽クラブ 和田　正美 卓球 ピンポンを楽しく楽しみましょう！
週1回程度　主に木曜日　
2時間程度

なし なし スポーツ振興課

Ａ級ダンス同好会 大山　美江 社交ダンス
健康増進のため初心者をＰＲし、社交ダンスの
楽しさや体験を気軽に見学していただきたい。
大歓迎です。

週3～4回程度　主に土曜
日　2時間程度

なし なし スポーツ振興課

水曜会 宮根　いつ子 ソフトバレーボール 主に水曜日　2時間程度 体育センター なし 年3,000円程度 スポーツ振興課
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フレンドテニス同好会 長坂　洋二郎 テニス
週2回程度　主に水・木曜
日

なし なし スポーツ振興課

フライデーズ 赤津　晶子 フレッシュテニス
週1回程度　主に金曜日　
1.5時間程度

勤労青少年ホーム体育館 なし なし スポーツ振興課

下稲吉剣道クラブ 澤田　美香 剣道
週4回程度　主に火、金曜
日　2時間程度

下稲吉中学校 なし 必要時に実費 ○ スポーツ振興課

アパッチ 佐々木　利幸 野球
月2回程度　主に日曜日　
4時間程度

多目的運動広場、第1常陸
野公園野球場

なし 必要時に実費 スポーツ振興課

ＴＮＳテニス同好会 谷口　雅哉 テニス
健康維持のため活動しています。お気軽にご参
加ください。

週1～2回程度　主に土曜
日　3時間程度

わかぐり運動公園 なし 必要時に実費 スポーツ振興課

ＳＦフレンズ 永井　茂 テニス まったりテニス。
週2回程度　主に火曜日　
2時間程度

わかぐり運動公園 なし 必要時に実費 スポーツ振興課

ミラクル 阿部　亜希子 バレーボール
体を動かしたい人、バレーボールに興味のある
方、ご参加下さい。

週1回程度　主に土曜日　
2時間程度

わかぐり運動公園体育館 なし
コート代その
都度

スポーツ振興課

寿テニス同好会 稲葉　茂雄 テニス
硬式テニスに興味のある方、一緒にテニスを楽
しみましょう。

週2回程度　主に火・木曜
日　3時間程度

わかぐり運動公園 なし 月500円 スポーツ振興課

Ｃ．Ｎ．Ｂ 古谷田　茂和 バスケットボール
月2回程度　主に日曜日　
1時間程度

わかぐり運動公園 なし なし スポーツ振興課

グノシェンヌ 田勢　みどり クラシックバレエ
毎年発表会を行っています。ぜひ見に来て下さ
い。

週3回程度　主に月水木曜
日　3時間程度

働く女性の家 4,000円 月4,000円 ○ スポーツ振興課

ＮＹテニス友の会 海東　浩 テニス
週1回程度　主に土曜日　
4時間程度

わかぐり運動公園 なし 必要時に実費 スポーツ振興課

特定非営利活動法人霞ヶ浦クラブ 木村　元宣
サッカー、フットサル、ソフトテニス、コー
ディネーション

週1回程度　主に日曜日　
2時間程度

なし 必要時に実費 スポーツ振興課

ぬるま湯 團　英亮 バスケットボール
週1回程度　主に金曜日　
2～3時間程度

下稲吉中学校 なし 必要時に実費 スポーツ振興課

月曜会 兼田　留美子 卓球
卓球大会への出場、技術の向上を目的とした
サークルです。私たちと一緒に試合に出てみま
せんか？

月1回程度　主に月曜日　
4時間程度

勤労青少年ホーム なし 月2,200円 スポーツ振興課

スカイラークス 坂本　真弓 バレーボール
週1回程度　主に木曜日　
2時間程度

霞ヶ浦南小学校 なし 必要時に実費 スポーツ振興課
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ＴＥＡＭ　ＮＥＭＯＴＯ 根本　正美 バドミントン
週1回程度　主に木曜日　
3時間程度

わかぐり運動公園体育館 なし 必要時に実費 スポーツ振興課

フレッシャーズ 新村　久美子 フレッシュテニス
週2回程度　主に水・土曜
日　2時間程度

わかぐり運動公園体育館 年1,000円 スポーツ振興課

Ｉ．Ｎ．Ａ 芝山　貴之 バレーボール
週1回程度　主に土曜日　
3時間程度

なし 月1,000円 スポーツ振興課

Ｌ＆Ｂ 星　明美 バドミントン
週1回程度　主に土曜日　
3時間程度

わかぐり運動公園体育館 なし 月1,000円 スポーツ振興課

千代田バドミントン同好会 木村　芳子 バドミントン
バドミントンに興味のある方、又は経験のある
方お待ちしています。

月3回程度　主に日曜日　
2時間程度

わかぐり運動公園 なし 月500円 スポーツ振興課

霞ヶ浦マロンズ 久保田　喜美江 インディアカ
週1回程度　主に水曜日　
2時間程度

体育センター なし 必要時に実費 スポーツ振興課

角来パワーズ 矢口　尊 ソフトボール
野球が好きな方なら大歓迎です。気軽に体を動
かして運動ができます。経験者、未経験者どち
らも歓迎します。

週1回程度　主に日曜日　
2時間程度

わかぐり運動公園 なし 年10,000円 スポーツ振興課

霞ヶ浦グラウンド・ゴルフクラブ 川島　とし子 グラウンド・ゴルフ

年齢関係なく男女どなたでも、ＧＧを楽しみた
い方どうぞご入会下さい。（日常の運動不足の
解消、認知症の予防にはとてもいいスポーツで
す。）

週3回程度　主に火木土曜
日　3時間程度

なし 年3,000円 スポーツ振興課

かすみがうらＪＨＳ女子バレーボール
チーム

車田　京子 バレーボール
週3回程度　主に日曜日　
4時間程度

体育センター なし ○ スポーツ振興課

弘道会 吉澤　孝之 剣道
週1回程度　主に水曜日　
1時間程度

下稲吉中学校武道館 なし なし スポーツ振興課

ジラフ 秋山　年恵 バドミントン
週1回程度　主に土曜日　
2.5時間程度

なし なし スポーツ振興課

千代田ゴールドキャッツ 橿村　裕幸 ソフトバレーボール
週1回程度　主に火曜日　
2時間程度

わかぐり運動公園体育館 なし 月500円 スポーツ振興課

千代田卓球クラブ 藤井　まさ子 卓球
健康維持と技術力アップ。県内のオープン戦等
に参加してます。

月6回程度　主に木曜日　
3時間程度

勤労青少年ホーム 年4,000円 スポーツ振興課

新治クラブ 鈴木　秋子 ハンドボール

ハンドボールは走・跳・投の多くの運動技能を
高めるのに適したスポーツです。運動能力を高
めたい人は、ぜひ、チャレンジしてみて下さ
い。

週3回程度　主に火金日曜
日　2時間程度

3,000円～
5,000円

月1,500円 ○ スポーツ振興課

ＭＯＳＨ 富田　大樹 バスケットボール
週2回程度　主に火・日曜
日　3時間程度

千代田中学校 なし なし スポーツ振興課
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やまゆり 加茂川　博子 バレーボール
週1回程度　主に水曜日　
2時間程度

なし 月1,000円 スポーツ振興課

湖山シニア 田寺　定夫 ソフトボール
６０歳を超えても同年代とソフトボールができ
ます。シニアチームに入って県南シニアリーグ
でプレーしましょう。選手募集中です。

年10回程度　主に日曜日　
2時間程度

わかぐり運動公園 なし 年9,000円 スポーツ振興課

なかよくテニスクラブ 宮本　吏花 テニス
幅広い年齢層で楽しくをもっとうにみんな仲良
くテニスを楽しむ場を提供しています。

週2回程度　主に土、日曜
日　3時間程度

なし なし スポーツ振興課

ＳＣ球友会 佐藤　忠 軟式野球
軟式野球に興味がある方、練習に参加できる
方、歓迎します。

週1回程度　主に日曜日　
3時間程度

第１常陸野公園 なし なし スポーツ振興課

ＨＩＲＡＭＥ 宇都木　映美 バレーボール
週1回程度　主に金曜日　
3時間程度

霞ヶ浦南小学校 なし 必要時に実費 スポーツ振興課

かすみがうら市硬式テニス協会 園田　光夫 硬式テニス
週2回程度　主に土、日曜
日　4時間程度

第１常陸野公園 なし 年2,000円 スポーツ振興課

バドラークラブ 西田　鉄也 バドミントン

20代から70代までのヤングミドルオールドな私
達と一緒にバドミントンダブルスの試合をして
大いに楽しみましょう！体育館で、お待ちして
まーす！

週1回程度　主に金曜日　
3時間程度

下稲吉小学校 なし
活動当日の参
加者から徴収

スポーツ振興課

あゆな 宮根　恵美子 バレーボール
子守もやりますので、子連れ練習ＯＫです。バ
レーボール好きな方、お気軽にお越し下さい。

月2回程度　主に日曜日　
3時間程度

体育センター、わかぐ
り、Ｂ＆Ｇ

なし 月1,000円 スポーツ振興課

ＧＡＮＥＺＡ 古村　由希 バレーボール
週1回程度　主に金曜日　
2時間程度

霞ヶ浦中学校 なし 必要時に実費 スポーツ振興課

クィーンズ 久保田　喜美江 バレーボール
週1回程度　主に木曜日　
1.5時間程度

霞ヶ浦南小学校 なし 必要時に実費 スポーツ振興課

ＨＣ新治 田崎　陽介 ハンドボール
週2回程度　主に水、土曜
日　2時間程度

千代田義務教育学校 なし 年2,000円 ○ スポーツ振興課

ぽんでりおん 髙田　裕一 バドミントン
週1回程度　主に土曜日　
3時間程度

Ｂ＆Ｇ体育館 なし なし スポーツ振興課

ＴＳＫ 吉田　孝二 バスケットボール
週2回程度　主に木曜日　
3時間程度

千代田義務教育学校、下
稲吉中学校

なし なし スポーツ振興課

Ａｎｄｙ 板垣　洋平 バスケットボール
経験者、未経験者どちらでもかまいません。も
しバスケに興味がありましたら、見学からでも
どうぞ！

週2回程度　主に月曜日　
3時間程度

下稲吉中学校 なし なし スポーツ振興課

遊 飛澤　茂子 ボッチャ
月2回程度　主に土、日曜
日　4時間程度

わかぐり運動公園体育館 なし 必要時に実費 スポーツ振興課
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Ｈｏｐ’ｓ 髙橋　勲 バスケットボール スポーツ振興課

千代田グラウンドゴルフクラブ 大山　隆行 グラウンドゴルフ
何か運動を始めたいと思っている方、私たちと
グラウンドゴルフを楽しみませんか。ぜひお気
軽に見学、体験にお越しください。

週3回程度　主に火、木、
金曜日　3時間程度

第１常陸野公園、第２常
陸野公園

なし 年1,000円 スポーツ振興課

フレッシュテニス同好会 常田　稔子 フレッシュテニス
週2回程度　主に火、金曜
日　2時間程度

わかぐり運動公園 なし 年2,000円 スポーツ振興課

千代田剣友会 山内　源治 剣道 スポーツ振興課

霞ヶ浦ハンドボールクラブ 栗原　晃 ○ スポーツ振興課

下中男子バスケＰＯＮ 岩元　裕之 ○ スポーツ振興課

ＫＢＣ 嶋田　篤嗣 スポーツ振興課

ＫＳＣスポーツ鬼ごっこ 小林　憲夫 スポーツ鬼ごっこ ○ スポーツ振興課

社会福祉法人　明清会 市川　昇 ソフトバレーボール、ソフトボール等 スポーツ振興課

さくら 篠原　正美 バレーボール
私達とバレーボールを楽しみませんか。初心者
の方でもかまいません。ぜひお気軽に見学、体
験にお越し下さい。

週1回程度　主に土曜日　
2時間程度

なし 月1,000円 スポーツ振興課

新治体操クラブ 田口　智光 器械体操 月4回程度　主に土曜日 下稲吉小学校 なし 月4,380円 ○ スポーツ振興課

ＯＳＧ 安達　覚 バスケットボール 老舗の団体ですが、楽しく活動しています。
週1回程度　主に金曜日　
2時間程度

千代田中学校、霞ヶ浦中
学校

なし 必要時に実費 スポーツ振興課

オートリブジャパン　バレーボール 平瀬　敏 バレーボール
週1回程度　主に水曜日　
2時間程度

下稲吉小学校 なし なし スポーツ振興課

サウザンキャッスル 佐賀　右弥 キンボール

キンボールという、ニュースポーツを通し、
ジュニアからシニアの方々ともにできるスポー
ツです。初心者の方もいますので、お気軽にご
連絡お待ちしております。

週2回程度　主に土曜日　
2時間程度

霞ヶ浦北小学校 なし 必要時に実費 スポーツ振興課

サリナ会 柴田　通子 ソフトバレーボール
週1回程度　主に火曜日　
2時間程度

わかぐり運動公園 なし
年300円、必要
時に実費

スポーツ振興課
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ＧＡ－ＳＡ 初鳥　こず恵 バレーボール
楽しく、メンバーで、バレーボールを楽しんで
います。ぜひ、一緒に身体を動かしましょう。

週1回程度　2時間程度 霞ヶ浦北小学校 なし 必要時に実費 スポーツ振興課

かすみがうら合気会 桑原　隆 合気道
週2回程度　主に火、土曜
日　2時間程度

下稲吉中学校武道館 なし なし スポーツ振興課

桑原塾 桑原　隆 剣、杖
週1回程度　主に木曜日　
2時間程度

下稲吉中学校武道館 なし なし スポーツ振興課

Ｚｉｏ 酒井　輝男 ハンドボール
ハンドボール好きな方、私達とハンドボールを
楽しみませんか。

週2回程度　主に日、月曜
日　2時間程度

霞ヶ浦中学校 なし 必要時に実費 スポーツ振興課

シャトルレディース 藤本　昭子 バドミントン
私たちとバドミントンを楽しみませんか？是
非、お気軽に見学、体験にお越しください。

週1回程度　主に火曜日　
2時間程度

わかぐり運動公園 なし 必要時に実費 スポーツ振興課

プリティー・ファイターズ 藤本　昭子 バスケットボール

バスケットボールに興味ある方、何かスポーツ
をはじめようかなと思っている方、私たちと楽
しみませんか？是非、お気軽に見学、体験にお
越しください。

週1回程度　主に土曜日　
2時間程度

下稲吉中学校 なし 必要時に実費 スポーツ振興課

かすみがうら市ゲートボール連合会 佐賀　功 ゲートボール 週3回程度
あじさい館コミュニティ
広場

なし 年4,000円 スポーツ振興課

ステップ 鈴木　隆臣 ソフトバレー
週1回程度　主に金曜日　
2時間程度

なし なし スポーツ振興課

ＤＵＭ 岡田　清 バスケットボール
週2回程度　主に日曜日　
3時間程度

なし なし スポーツ振興課

千代田クラブ 関　洋人 ハンドボール
週1回程度　主に土曜日　
2時間程度

千代田義務教育学校 なし 年12,000円 スポーツ振興課

バドミントンクラブ 飯島　春夫 バドミントン
週1回程度　主に土曜日　
2時間程度

霞ヶ浦南小学校 なし 1回500円 スポーツ振興課

ＯＤＥ☆アルセラ 細谷　浩美 バドミントン
週1回程度　主に日曜日　
2時間程度

下稲吉東小学校 なし なし スポーツ振興課

逆西１１区ママさんバレーボール 川尻　まり子 バレーボール
週1回程度　主に土曜日　
2時間程度

わかぐり運動公園 なし 必要時に実費 スポーツ振興課

かすみがうら市商工会女性部 宮本　富美 ビーチボールバレー

年齢問わずどなたでも加入頂けます。柔らかい
ビーチボールで楽しく体を動かしていますの
で、いつでもお声掛け下さい。その他イベント
への参加等、ご一緒しませんか？

月4回程度　主に金曜日　
2時間程度

わかぐり運動公園 なし 年3,500円 スポーツ振興課

ＢＢＣ 宮本　一 バドミントン
週1回程度　主に金曜日　
3時間程度

わかぐり運動公園 なし 月1,000円 スポーツ振興課
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すずらん 清水　美秋 フレッシュテニス
全員が高齢になってきているため、コロナ禍で
なかなか活動ができない事が多いですが、今年
こそ毎回活動をしていきたい。

月2回程度　主に水曜日 わかぐり運動公園 なし なし スポーツ振興課

カナニ 森田　尚美
フラダンスによる交流。各種イベント・大会の
参加。

フラダンスをして軽い運動とストレス解消をし
て一緒に楽しみましょう。

月2回(土)・午前2時間程
度

働く女性の家 無し 無し 生涯学習課

折紙 西田　雪子
折紙で、脳の活性化や生きがいづくりを推進す
る。

月2回（木）・午前2時間
程度

働く女性の家 無し 有り（実費） 生涯学習課

秀日南会 樚本　義次
敬老会やボランティア活動、かすみがうら祭参
加、各イベント等に参加

民謡（唄、三味線、尺八、太鼓）をやりたいと
思っている方、お気軽に見学体験にお越しくだ
さい。

月3回（水）・午後2時間
程度

大塚ふれあいセンター 無し 月500円 生涯学習課

ままーず 藤本　昭子
エコクラフト手芸と言って、紙バンドを利用し
てバッグや小物入れなどを作っています。交流
を深め自身の健康にも役立っています。

年齢を問わず、手芸に興味のある方、手先を動
かしたい方、是非お気軽に見学・体験にお越し
ください。

月4回（木）・4時間程度 働く女性の家 無し
有り（実費
等）

生涯学習課

キャッチボイス 川西　廣明
①「声の広報かすみがうら」を音訳・録音した
ＣＤを作成して視覚障害者高齢者施設へ送付　
②朗読や紙芝居による福祉施設訪問

いろいろな書籍を朗読・CD化して障害者にお届
けましょう。

月2回程度・木・土曜　午
前2時間

勤労青少年ホーム　音楽
室

なし 年額1,000円 社会福祉課

新日本婦人の会
キャップキッズファミリー

佐藤　みゆき

親子＆シニア一緒に、0歳～中学生までの縦割り
環境の中、右脳＆英語＆伝承遊び、詩吟、メロ
ディーベル、フラッシュカード、体操、手話な
どをコミュニケーションのツールとして活用し
仲良く活動を毎週夕方行う。その他、土日体育
館でも、卓球やバトミントン、ソフトバレーを
中心に身体をみんなで動かしながら、異親子や
シニアとの交流もはかり、体力作りも楽しく行
う。

国連NGO認証団体です。活動は、縦割りの仲間、
先輩方と若いママとの交流を、メロディベルや
右脳遊び、脳トレ、運動など自分達のやりたい
ことみんなで楽しく行っています。こんな時だ
からこそ、楽しい事を是非ご一緒に♪最高の繋
がりを！

午後午後1時～4時頃
5時半～7時半

（火・金曜日）大塚ふれ
あいセンター
（土・日曜日）わかぐり
体育館

100円 月900円
子ども対象
※大人だけの
活動も有り

子ども家庭課

手話サークル山ゆり 萩原　陽子 手話
私たちと一緒に手話を学び、聴覚障害者と交流
してみませんか。お気軽に見学・体験にお越し
ください。

週1・金曜日・午前2時間 働く女性の家 なし 年額2,000円 社会福祉課

ＬＥＡＰ 山田　将哉 バスケットボール
週に1回程度　主に火曜日　
2時間程度

なし なし スポーツ振興課

霞ヶ浦中学校ソフトテニス部保護者会 高橋　真利子 ソフトテニス
週に1回程度　主に日曜日　
3時間程度

多目的運動広場 なし なし スポーツ振興課

Ｄａｉｓｙ 藤井　美帆 バレーボール
９人制のママさんバレーボールチームです。週
１～２回の練習で主に市内の大会に参加してい
ます。新メンバー大募集中です。

週1回程度　主に土曜日　
2時間程度

霞ヶ浦北小学校 なし 必要時に実費 スポーツ振興課

空手同好会（志雄会） 岡田　晴美 空手
週1回程度　主に土曜日　
1時間程度

あじさい館コミュニティ
広場

なし なし スポーツ振興課

のっちーず 櫻井　正美 バレーボール
月4回程度　主に土曜日　
3時間程度

霞ヶ浦南小学校 なし なし スポーツ振興課



公共施設使用料減免登録団体情報（R4.7.11現在）

登録団体の名称 代表者 活動内容 入会希望者へのメッセージ 活動日時 活動場所 入会金 会費等 子ども対象 担当課

深谷二ソフトボールクラブ 塙　正 ソフトボール
月1回程度　主に土・日　
4時間程度

多目的運動公園 なし あり スポーツ振興課

葉月会 大橋　富士子
皆さんと年に1回あじさい館にて発表会。練習は
月3回舞踊行っております。入場無料。

体健康のため
月3回（金）・午後2時間
程度

あじさい館（霞ヶ浦公民
館）

なし なし 生涯学習課

千代田やきもの同好会 田中　賢筰 作陶
永年継続している同好会。会員相互の親睦及び
技術の研鑽に精励

週1回（水）・午前・午後
5時間程度

第一常陸野公園内陶芸棟 なし 月500円 生涯学習課

なかよし運動クラブ 伊藤　悦子 卓球、他
月４回程度　主に日曜日　
1～1.5時間程度

わかぐり運動公園体育館 なし なし スポーツ振興課


