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TEL 018−864−8094
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県北

総合型地域スポーツクラブの

理念

とは？

総合型地域スポーツクラブ（以下「総合型クラブ」という）は、特定の種目だけで活動するのでは
なく、会員がそれぞれのレベルや興味に応じて複数の種目やプログラムの中から、活動内容が選択で
きるように構成されています。多世代・多種目・多志向をキーワードに、学校や市町村体育施設を中
心に地域住民が自主的・主体的に運営する非営利組織のスポーツクラブです。大きく３つの多様性が
クラブ理念としてあります。

多世代

多種目

多志向

子どもから高齢者まで

様々なスポーツを
愛好する人々

それぞれのレベルや
目的に合わせて

総合型地域スポーツクラブへの 期待と効果
秋田県では、県内に73のクラブが設立され、準備中クラブが１クラブ、啓発中地域が10となって
おり、旧市町村全ての設立をめざしております。各クラブではそれぞれの地域の実情に応じた特色あ
る活動が展開され、地域住民の交流の場として、また、家族や仲間のふれあいや青少年の健全育成、
さらには活力ある地域社会の形成（地域づくり）などに大きな役割を果たす「新しい公共」の担い手
として期待されております。主に次のようなクラブ設立の効果が生まれております。

元気な高齢者が
増えた
世代を超えた
交流が生まれた

会費を支払う
（受益者負担）ことが
理解されてきた
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地域住民のスポーツ
参加機会が増えた
地域住民間の交流が
活性化した

学校部活動、スポーツ
少年団等への支援

秋田県総合型地域スポーツクラブ
地図で見る育成状況

◦設立済み 73クラブ
◦設立準備中 1 クラブ

（Ｈ28年12月１日現在）
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38 総合型地域スポーツクラブアスレチッククラブ グロース男鹿

潟上市

1 ＮＰＯ鹿角くらすた
2 特定非営利活動法人鹿角ウインプルスポーツクラブ
3 十和田スポーツクラブ
5 大館総合スポーツクラブブレイジングトルシーダ大館
6 スポーツクラブひない
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小猿部スポーツクラブ
森吉クマゲラスポーツクラブ
阿仁スポーツクラブ
合川スポーツクラブ

13 かみこあに総合型クラブスマイル

39 五城目総合型スポーツクラブ「ゴスパル」

41 昭和スポーツクラブ
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43 潟上天王スポーツクラブ

県北

68
69
70
71
72

湯沢市

73 羽後町スポーツクラブ

クラブ名
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総合型地域スポーツクラブ Laspoあきた
修武館土崎スポーツクラブ
スポーツクラブ Fan
スポーツクラブ K− f i t
特定非営利活動法人総合型地域スポーツクラブ スポルティフ秋田
総合型地域スポーツクラブアストリー
男鹿市総合型地域スポーツクラブ
総合型地域スポーツクラブアスレチッククラブ グロース男鹿
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潟上天王スポーツクラブ
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湯沢ゆうゆう総合型地域スポーツクラブ
特定非営利活動法人ゆざわサンマリッツスポーツクラブ
チャレンジスポーツクラブいなかわ
ＮＰＯ法人こまちハート・オブ・ゴールド
みなせスポーツ・文化クラブ「楽日人」
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大曲スポーツクラブ
内小友スポーツクラブ
花館グリーンウインズスポーツクラブ
特定非営利活動法人大仙スポーツクラブ
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中仙スポーツクラブ
大仙協和スポーツクラブ
おおたスポーツクラブ
美郷町総合型スポーツクラブ
ＮＰＯ角館総合型地域スポーツクラブ
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特定非営利活動法人きたうらアクアスポーツクラブ
桧木内てくてく倶楽部
ＮＰＯ法人よこてスポーツクラブ
特定非営利活動法人大森スポーツクラブさくら
湯沢ゆうゆう総合型地域スポーツクラブ
特定非営利活動法人ゆざわサンマリッツスポーツクラブ
チャレンジスポーツクラブいなかわ
ＮＰＯ法人こまちハート・オブ・ゴールド
みなせスポーツ・文化クラブ「楽日人」
羽後町スポーツクラブ
仙人の郷スポーツクラブ
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特定非営利活動法人鹿角ウインプルスポーツクラブ

平成20年２月24日設立
▶会員数 101名（男性68名・女性33名）
▶会 費 年会費 大人3,000円 子ども1,500円

平成23年３月28日設立
▶会員数 156名（男性44名・女性112名）
▶会 費 キッズ（６歳以下）無料 ジュニア（小中学生）1,000円 一般（高校生以上）2,000円
ファミリー（３人以上）3,000円 ※入会金 各1,000円（１名あたり）

〒018−5201 秋田県鹿角市花輪字上関28−2

〒018−5201 秋田県鹿角市花輪字小坂26−2

豊田理事長宅
TEL / FAX：0186−25−2082
E-mail：clusta@ink.or.jp HP：http://www.clusta.net
▶活動場所
鹿角市記念スポーツセ
ンター
▶活動種目・交流会等
テニス、卓球、スキー、
トレッキング

十和田スポーツクラブ

TEL /FAX：0186−22−2088
E-mail：hatakeyama1977@yahoo.co.jp

▶活動場所 鹿角市福祉保健センター、鹿角市交流センター、
鹿角市山村開発センター、花輪スキー場
▶活動種目・交流会等
はつらつ体操、フィット
ネス＆ダンス、健康教室、
フィットネス教室、Jrス
ポーツスクール、スキー
教室

小坂町スポーツクラブ

平成24年４月25日設立
▶会員数 356名（男性194名・女性162名）
▶会 費 一般会員（18歳未満）1,000円、
（18歳以上）2,000円、家族会員（３人以上）
3,000円、団体会員（10人以上）6,000円、協賛会費1,000円（１口から）

平成23年１月28日設立
▶会員数 160名（男性55名・女性105名）
▶会 費 年会費 ジュニア200円 一般300円

〒018−5421 秋田県鹿角市十和田大湯字権現堂22−1 大湯地区市民センター内

〒017−0201 秋田県鹿角郡小坂町小坂字砂森7−1

TEL /FAX：0186−37−2870 E-mail：towada-sports.club@ark.ocn.ne.jp
▶活動場所 十和田市民センター、大湯地区市民センター、
黒森山パークゴルフ場、鹿角市老人福祉センターかくら荘、
大湯小グラウンド、毛馬内運動公園野球場 等
▶活動種目・交流会等 卓球、バド
ミントン、パークゴルフ、サッカー、
ニュースポーツ、武術及び健康太極拳、
バレエ、ウォーキング、絵画教室、健
康ＵＰ教室、にこにこ健康教室、健康
体操教室、パークゴルフ大会、サッカー
交流会、十和田地区スポーツ交流会、
卓球交流会、ニュースポーツ交流会

大館総合スポーツクラブブレイジングトルシーダ大館

TEL：0186−29−2069

小坂町交流センターセパーム内
FAX：0186−29−4436
▶活動場所
小坂町交流センター・
セパーム
▶活動種目・交流会等
エアロビクス、ウォー
キング、ヨガ、ソフト
バレーボール、パーク
ゴルフ

スポーツクラブひない

平成14年７月20日設立
▶会員数 168名（男性115名・女性53名）
▶会 費 年会費3,000円
月会費 個人会員1,000円
家族会員 800円

平成24年２月26日設立
▶会員数 110名（男性48名・女性62名）
▶会 費 年会費 ジュニア（中学生以下）2,000円 一般3,000円
ファミリー・特別・賛助 各5,000円

〒017−0031 秋田県大館市上代野字稲荷台１番地１ 大館樹海ドーム内

〒018−5701 秋田県大館市比内町扇田字庚申岱34−2

TEL：0186−45−2500 FAX：0186−45−2220
E-mail：tetsu_tamura@jukaidome.com

TEL /FAX：0186−57−8835
E-mail：sports−hinai@mbr.sphere.ne.jp
▶活動場所 比内体育館、比内公民館
▶活動種目・交流会等
パンチ＆キックエクササイ
ズ、ヒップホップダンス、卓
球、 円 熟 体 操（ 健 康 教 室 ）、
トランポリン、ちびっこ野球、
こども駅伝、ロードレース大
会、ユニカール大会、卓球大
会、骨盤の歪み改善教室

▶活動場所
大館樹海ドーム・大館
市樹海体育館
▶活動種目・交流会等
サッカー、フットサル、
ミニテニス、バドミン
トン、小学生フットサ
ル交流大会
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クラブ紹介

たしろスポーツクラブ

あいあいクラブたかのす

平成23年４月１日設立
▶会員数 133名（男性63名・女性70名）
▶会 費 大人2,000円 子ども1,000円 ファミリー5,000円

平成19年４月１日設立
▶会員数 173名（男性90名・女性83名）
▶会 費 入会金 一般（高校生以上）1,000円 子供（中学生以下）500円
会 費 一般（高校生以上）1,000円 子供（中学生以下）500円

〒018−3505 秋田県大館市早口字岩瀬越6−1

〒018−3301 秋田県北秋田市綴子字東館86番地１

TEL / FAX：0186−59−4878
E-mail：satou.yoshinao@rouge.plala.or.jp

TEL / FAX：0186−62−4308
E-mail：isi_kawa@taupe.plala.or.jp
▶活動場所 北秋田市鷹巣体育館、北秋田市健康増進センター、
北秋田市綴子基幹集落センター
▶活動種目・交流会等
バレーボール、ソフトバレーボー
ル、フットサル、ユニカール、
ウォーキング、ユニカール親睦
交流会、フットサル交流大会、
ソフトバレーボール親睦交流会、
地域保育園との定期交流会

▶活動場所
赤川体育館

田代体育館（グリアス田代）、公民館附属体育館、
▶活動種目・交流会等
ユニカール教室、バレーボー
ル教室（小学生・中学生）、
野球教室、にこにこ健康教
室、卓球教室、綱引き教室、
スキー教室、ソフトテニス
教室

小猿部スポーツクラブ

森吉クマゲラスポーツクラブ

平成20年３月６日設立
▶会員数 168名（男性70名・女性98名）
▶会 費 小学100円 中学300円 高校生500円
社会人1,000円 ご夫婦1,500円

平成21年１月16日設立
▶会員数 145名（男性82名・女性63名）
▶会 費 年会費 一般3,000円 小・中学生1,000円

〒018−3454 秋田県北秋田市脇神字脇神囲ノ内112

〒018−4301 秋田県北秋田市米内沢字七曲172 森吉総合スポーツセンター内

TEL / FAX：0186−62−0644

TEL：0186−60−5566 FAX：0186−60−5577
E-mail：y-kon-2013@gol.com
▶活動場所 森吉総合スポーツセンター、森吉球場
▶活動種目・交流会等
ジュニアソフトテニ
ス、ラージボール卓球、
バドミントン、バレー
ボール、ミニテニス、
ユニカール、グラウン
ドゴルフ、パークゴル
フ、住民交流会

▶活動場所 沢口公民館、七日市公民館、小森自治会館、空
港緑地ふれあい広場（グラウンドゴルフ）、中屋敷自治会館
▶活動種目・交流会等
硬式卓球、ラージボー
ル、 グ ラ ウ ン ド ゴ ル
フ、ユニカール
各種目とも年に２回、
３回の交流大会を開
催しております。

阿仁スポーツクラブ

合川スポーツクラブ

平成27年２月６日設立
▶会員数 65名（男性30名・女性35名)
▶会 費 年会費 大人3,000円（スポーツ安全保険込み）
小人1,000円

平成26年３月１日設立
▶会員数 97名（男性56名・女性41名)
▶会 費 年会費 ジュニア会員1,000円
賛助会員5,000円

〒018−4611 秋田県北秋田市阿仁水無字畑町東裏130番地 北秋田市阿仁体育館内、クラブ事務所

〒018−4282 秋田県北秋田市李岱字下豊田25

TEL：0186−82−2126 FAX：0186−82−2126
E-mail：mariko-s@amber.plala.or.jp
▶活動場所
北秋田市阿仁体育館、大阿
仁小学校体育館、阿仁合小
学校グラウンド
▶活動種目・交流会等
バ レ ー ボ ー ル、 少 年 野 球、
ミニテニス、スキー、フッ
トサル、ユニカール、グラ
ウンドゴルフ

TEL：0186−78−2178

一般会員2,000円

FAX：0186−78−2173
▶活動場所
合川体育館、合川駅前
公民館、合川野球場
▶活動種目・交流会等
ユ ニ カ ー ル、 ラ ー ジ
ボール卓球、８人制バ
レーボール、フェンシ
ング、ミニバスケット
ボール、ベースボール
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クラブ紹介

かみこあに総合型クラブスマイル

常盤の里スポーツクラブ

平成19年４月１日設立
▶会員数 104名（男性47名・女性57名)
▶会 費 一般（高校生以上）3,000円
子ども（中学生以下）1,000円（割引制度あり）

平成18年３月１日設立
▶会員数 72名（男性35名・女性37名）
▶会 費 年会費 大人2,000円 高校生500円 小中学生500円

〒018－4421 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118

〒018−2804 秋田県能代市槐字四日市43

上小阿仁村健康増進トレーニングセンター内
TEL：0186−77−2044 FAX：0186−77−3223 E-mail：kamikoani.smile@gmail.com

TEL：0185−59−2462（佐々木宅）
▶活動場所
常盤の里交流センター
常盤小・中学校体育館
▶活動種目・交流会等
ドッジボール、ウォー
キング、野球、ソフト
ボール、バレーボール、
バドミントン、卓球

▶活動場所 上小阿仁村健康増進トレーニングセンター、上
小阿仁村地域センター、上小阿仁村生涯学習センター 他
▶活動種目・交流会等 卓球（ラージ）のつどい、ユニカールのつどい、
バレーボール（８人制ビニール）のつどい、太鼓教室、ウォーキング移動教室、
和太鼓教室、ジュニアのつどい、ナイター
スキー教室、卓球交流大会（年３回）、ユ
ニカール交流大会（年３回）、GG交流大会
（年５回）、ナイターソフトボール交流大
会、みんなでジャンプ交流大会、会員レク
近隣の総合型クラブとの卓球交流大会 リエーション交流会、会員交流たんぽ会

東能代地区にこにこスポーツクラブ

特定非営利活動法人スポカルきみまち

平成23年３月12日設立
▶会員数 72名（男性26名・女性46名）
▶会 費 大人2,000円 子供1,000円
前期 参加料100円で運営 後期会費徴収

平成21年 ３ 月14日設立（旧二ツ井きみまちスポーツクラブ）
平成25年11月22日設立（法人）
▶会員数 186名（男性96名・女性90名）
▶会 費 年会費 大人4,000円 小中学生2,000円 家族8,000円（何名でも） 夫婦7,000円

〒016−0102 秋田県能代市字一本木86−6
TEL / FAX：0185−58−2666 E-mail：t-funa@ipone.ne.jp

〒018－3132 秋田県能代市二ツ井町種字学校前29

▶活動場所
能代市立第五小学校体育館
機織地区会館、東部公民館
▶活動種目・交流会等
【教室】健康体操、太極拳、
金曜日教室（ラージボール
卓球、バドミントン、ミニ
テニス )
【交流大会】グラウンドゴ
ルフ、ユニカール

琴丘地域スポーツクラブ連盟

TEL：0185−73−6308 FAX：0185−71−1013
E-mail：f-supocal-kimimachi@outlook.jp
▶活動場所 二ツ井町総合体育館
▶活動種目・交流会等 サッカー、ミニバス、フェンシング（以
上スポ少）、ミニテニス、ラージボール卓球、フットサル（以上
サークル）、ウォーキングで元気講座、ボクシングフィットネス、
ジュニア陸上教室、スキー教
室、トレッキング、ミニテニ
ス交流大会、ボランティア・
ニュースポーツ交流会、きみ
まち雪っこスポーツまつり

山本地域スポーツクラブ

平成８年11月５日設立
▶会員数 4,963名（男性2,266名・女性2,697名）
▶会 費 年会費 30円

平成23年３月17日設立
▶会員数 215名（男性67名・女性148名）
▶会 費 年会費1,000円

〒018−2104 秋田県山本郡三種町鹿渡字盤若台75−1 三種町琴丘総合体育館内

〒018−2104 秋田県山本郡三種町鹿渡字盤若台75−1 三種町琴丘総合体育館内

TEL：0185−87−2222 FAX：0185−87−3222
E-mail：kamada-makoto@town.mitane.akita.jp

TEL：0185−87−2222 FAX：0185−87−3222
E-mail：goto-makoto@town.mitane.akita.jp

▶活動場所
琴丘地域全域
▶活動種目・交流会等
ラジオ体操、野球、マレッ
トゴルフ、ソフトバレー
ボール、ウォーキング、
ヨガ、スポーツ観戦 他

▶活動場所

三種町山本体育館、三種町山本屋内ゲートボール場 他
▶活動種目・交流会等
ウォーキング、ミニテニス、
グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ、 ヨ ガ、
キャンプ交流大会、野球交
流会、８人制バレーボール
大会、グラウンドゴルフ交
流大会、移動ウォーキング

平成26年８月31日（日）森吉山山頂
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佐々木事務局長宅

クラブ紹介

八竜地域スポーツクラブ

八森はたはたスポーツクラブ

平成22年３月19日設立
▶会員数 29名（男性12名・女性17名）※随時募集中
▶会 費 年会費 ウォーキングサークル2,000円 活き活き健康
サークル1,000円 ウォーキング・活き活き2,000円

平成23年３月22日設立
▶会員数 117名（男性52名・女性65名）
▶会 費 年会費 一般3,000円 小中学生1,500円

〒018−2104 秋田県山本郡三種町鹿渡字盤若台75−1 三種町琴丘総合体育館内

〒018−2507 秋田県山本郡八峰町峰浜田中字野田沢20−1
TEL：0185−76−2323 FAX：0185−76−2387
E-mail：sakurada.kimio@town.happou.akita.jp

TEL：0185−87−2222

FAX：0185−87−3222
▶活動場所 三種町八竜体育
館、八竜多目的交流施設ゆめ
すた、八竜運動公園 他
▶活動種目・交流会等
ウォーキング、ユニカール、
グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ、 ヨ ガ、
社交ダンス、移動ウォーキ
ング、ユニカール大会、ヨ
ガ教室、社交ダンス教室

▶活動場所
八峰町峰浜地区文化交
流センター、八峰町文
化交流センター、八森
小学校
▶活動種目・交流会等
ユニカール、ユニカー
ル交流会、会員交流会
等

移動ウォーキング（平成25年７月撮影）

ふじさとスポーツクラブ

グリーンスポーツ倶楽部

平成22年３月26日設立
▶会員数 54名（男性９名・女性45名）
▶会 費 年会費2,000円

平成17年２月26日設立
▶会員数 202名（男性86名・女性116名）
▶会 費 年会費4,000円（月割330円）

〒018−3201 秋田県山本郡藤里町藤琴字家の後67

〒011−0909 秋田県秋田市寺内児桜2−6−16

TEL：0185−79−1327

TEL：018−845−7263

FAX：0185−79−2227
▶活動場所
藤里町総合開発センター、
藤里町民体育館
▶活動種目・交流会等
ラージボール卓球、笑顔塾
（健康体操）、ウォーキング、
ユ ニ カ ー ル、 ふ じ さ と ス
ポーツクラブ交流大会（年
１回、県北地区のクラブを
招待）

▶活動場所
秋田市立体育館、秋田
県立体育館、野外
▶活動種目・交流会等
スポーツ活動、行楽行
事、親睦の催し、講演
会・研修会、家族・障
がい者スポーツ楽しみ
会、スポーツクラブ交
流会

特定非営利活動法人スポーツクラブあきた

グリーン巽会

平成14年４月１日設立
▶会員数 200名（男性91名・女性109名）
▶会 費 年会費1,000円
※月会費、保険代、参加料は各部門毎に別途徴収

平成16年３月19日設立
▶会員数 48名（男性23名・女性25名）
▶会 費 年会費3,000円＋スポーツ保険

〒010−1413 秋田県秋田市御所野地蔵田4−28−2

〒010−0006 秋田県秋田市東通館ノ越17−12 会長佐々木一宅

TEL / FAX：018−839−9275

TEL：018−832−5216 E-mail：hsasaki1109@gmail.com
HP：http://greentatsumi.fcweb.com/

E-mail：ask@scakita.jp

▶活動場所 秋田市寺内体育施設等（市立体、県立体、茨島
体、遊学舎、西部市民サービスセンター、新屋運動広場 他）
▶活動種目・交流会等
青少年サッカークラブ
（FCあきた）、キッズチ
ア（スターエンジェル
ス）、中高年向け運動教
室、散策イベント、親
子向け体操教室 他

▶活動場所

一ツ森公園コミュニティ体育館
▶活動種目・交流会等
【例会活動種目】ビニー
ルバレーボール、ミニ
テニス、バドミントン、
卓球（４種目)
【親睦活動種目】トレッ
キング、グラウンドゴル
フ、ボウリング（３種目)
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クラブ紹介

秋田ノーザンブレッツラグビーフットボールクラブ

下浜スポーツクラブ SUN−Q

平成16年年５月29日設立
▶会員数 1,510名（団体会員含む）
▶会 費 年会費 競技会員36,000円、後援会員2,000円、特別後援会員6,000円、
運営会員12,000円、団体会員20,000円（１口）〔原則２口以上〕

平成20年３月31日設立
▶会員数 176名（男性111名・女性65名）
▶会 費 年会費 １人300円

〒010−0964 秋田県秋田市八橋鯲沼町１番59号

〒010−1503 秋田県秋田市下浜羽川字下山48−23

TEL：018−863−2333 FAX：018−865−4968
E-mail：info@northern-bullets.com

TEL / FAX：018−879−2271
携帯：090−2840−9641（佐々木）

▶活動場所 あきぎんスタジアム（秋田市営八橋球技場）、
秋田県立新屋運動広場
▶活動種目・交流会等
ラグビーフットボール、ファ
ン感謝祭（招待試合、ちびっ
子指導等）、トップイースト
リーグ参戦、秋田市内小学
校訪問事業（講演とラグビー
体験）

特定非営利活動法人ユーニアン城東スポーツクラブ

▶活動場所
羽川運動広場・下浜中学校
体育館、下浜小学校体育館
▶活動種目・交流会等
グラウンドゴルフ、野球、
ソフトバレー、バドミント
ン、登山、ミニテニス

弥生スポーツクラブ

平成20年４月１日設立（平成24年12月20日法人）
▶会員数 163名（男性155名・女性８名）
▶会 費 教室等種目別に徴収

平成20年６月27日設立
▶会員数 90名（男性50名・女性40名）
▶会 費 年会費 一般3,000円 中学生まで1,000円

〒010−0043 秋田県秋田市桜ガ丘３丁目7−9
TEL / FAX：018−835−0251 E-mail：unianjsc@cna.ne.jp
HP：http://www.geocities.jp/afcunian2003/

〒010−0815 秋田県秋田市泉馬場11−34

▶活動場所
秋田市立桜、東、広面
小学校グラウンド及び
体育館
▶活動種目・交流会等
サッカー、ファミリー
バドミントン、ドッジ
ボール、スキー、フッ
トサル

桜・遊クラブ

TEL / FAX：018−868−4425

みんなで楽しむバスケットボール教室

千秋スポーツクラブ

平成22年９月３日設立
▶会員数 40名（男性25名・女性15名）
▶会 費 6,500円

平成22年３月28日設立
▶会員数 15名（男性９名・女性６名）
▶会 費 無料

〒010−0059 秋田県秋田市桜台1−10−9

〒010−1612 秋田県秋田市新屋豊町１−31

TEL / FAX：018−831−6270
▶活動場所

勝平屋内ゲートボール場内
TEL：018−824−5494

桜小学校体育館
▶活動種目・交流会等
ドッジボール、ユニホッ
ク、 ふ れ あ い ゲ ー ム な
ど、 ３ 〜 ６ 年 生 の 子 供
たちで活動しています。
他、 パ ス テ ル 和 み ア ー
トなど文化活動も行っ
ています。
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▶活動場所
秋田市立体育館、茨島体育館、
一つ森体育館、サンライフ秋田、
保戸野小学校体育館、旭北地区
コミュニティセンター、桜が丘
公民館
▶活動種目・交流会等
バスケットボール（カテゴリー
別）、ソフトバレーボール、健
康づくり（カテゴリー別）、ボ
ウリング、スキー

▶活動場所
勝平屋内ゲートボール場
他
▶活動種目・交流会等
ゲートボール、グラウン
ドゴルフ、ウォーキング、
健康体操

クラブ紹介

総合型地域スポーツクラブ Laspoあきた

修武館土崎スポーツクラブ

平成24年３月17日設立
▶会員数 55名（男性41名・女性14名）
▶会 費 無料

平成25年３月９日設立
▶会員数 220名（男性80名・女性140名）
▶会 費 年会費（一律）3,000円

〒010−0041 秋田県秋田市広面字谷地沖2−1−205 佐藤マネジャー宅

〒011−0921 秋田県秋田市飯島松根西町11−10
TEL：018−847−0102 FAX：018−846−3225
E-mail：syubukan@cna.ne.jp

TEL / FAX：018−887−7125
E-mail：laspo.akita@gmail.com
■ 活動場所
県立総合プール
■ 活動種目・交流会等
水泳、コーディネー
ショントレーニング

スポーツクラブ Fan

▶活動場所 港北コミュニ
テ ィ セ ン タ ー、 将 軍 野 コ
ミュニティセンター、北部
市民サービスセンター、修
武館クラブハウス
▶活動種目・交流会等
ヨガ、健康体操、ウォーキ
ング、ボウリング、空手、
ミニテニス、空手交流大会

スポーツクラブ

K− f i t

平成26年４月15日設立
▶会員数 83名（男性40名・女性43名）参加者人数です
▶会 費 活動会員10,000円 一般会員 3,000円（会員はお
らず講座参加料は１回500円）

平成25年３月17日設立
▶会員数 105名（男性37名・女性68名）
▶会 費 年会費 小中学生1,000円 一般2,500円 運営会員
5,000円

〒010－0051 秋田県秋田市下北手松崎字大沢田90

〒019−2631 秋田県秋田市河辺神内字坂ノ下73−3

TEL：018−874−7074
E-mail：info@fan.or.jp

FAX：018−874−7307

▶活動場所 秋田中央スポーツセンター
▶活動種目・交流会等 ヨガ、３Ｂ体操（ジュニア・シニア・特
別支援児）、サッカーをメインに活動してい
ます。不定期にグラウンドゴルフ、バード
ゴルフ、そしてスポーツスタンプラリーや
多世代交流イベントを実施しています。グ
ラウンドは天然芝、クラブハウス内も人工
芝と緑に囲まれながら子どもから若者、シ
ニアまで元気にスポーツを楽しんでいます。

特定非営利活動法人

総合型地域スポーツクラブ スポルティフ秋田

TEL / FAX：018−882−5320
E-mail：rysyh5320-tj@outlook.jp
▶活動場所
秋田市立河辺体育館、
河辺中学校体育館
▶活動種目・交流会等
バレーボール、つなひ
き、バスケットボール
それぞれ不定期に交流
会を予定

男鹿市総合型地域スポーツクラブ

平成17年５月１日設立
▶会員数 471名（男性398名・女性73名）
▶会 費 3,240〜6,480円（消費税込み）

平成20年４月１日設立
▶会員数 222名（男性134名・女性88名）
▶会 費 年会費 特別会員3,000円 一般会員2,000円 シニア会員2,000円 ジュニア会員
1,000円 ファミリー会員3,000円 教室参加の度100円徴収（ジュニア会員除く）

〒010−1201 秋田県秋田市雄和田草川字本田55

〒010−0502 秋田県男鹿市船川港比詰字大沢田地内

TEL / FAX：018−886−3257
E-mail：esporte.akita@docomo.ne.jp
HP：http://www.esporte-akita.jp/

▶活動場所
クラブ専用人工芝グラ
ウンド御所野シルバー
エリア、雄和体育館 等
▶活動種目・交流会等
水泳、ヨガ、サッカー、
フ ッ ト サ ル、 ミ ニ テ ニ
ス、フラダンス

TEL：0185−23−3040 FAX：0185−23−2530
E-mail：sogogata.club@oga-taikyo.com
▶活動場所 男鹿市総合体育館、男鹿市運動公園 球技場、若美コミュ
ニティセンター、脇本近隣公園ラグビー場、秋田石油備蓄基地グラウンド
▶活動種目・交流会等 【８教室（通常教室）】バスケットボール（月４回）、
バレーボール（月１回）、サッカー（月１回）、ラグビー（月１回）、ユニバーサルホッケー
（月２回）、ウォーキング（月２回）、ミニテニス
（月２回）、健康教室（月２回）、
【特別教室】ヨガ・
気功・太極拳教室（各種目年２回） スクエアス
テップ教室（年８回）、【交流会】スポーツフェス
平成26年度ウォーキング教室 於 雄山閣 ティバル（年１回）、ミニテニス交流会（年１回）
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クラブ紹介
アスレチック クラブ

グロース

男鹿

総合型地域スポーツクラブ Athletic Club GROWTH OGA

五城目総合型スポーツクラブ「ゴスパル」

2014年11月9日
▶会員数 80名（男性：65名・女性15名）
▶会 費 年会費3,000円

平成21年３月13日 秋田県認定第25号
▶会員数 70名（男性33名・女性37名）
▶会 費 各クラブ20,000円

〒010−0341 秋田県男鹿市船越字内子294番地1811

〒018−1723 秋田県南秋田郡五城目町上樋口字堂社75

TEL：0185−35−2901
携 帯：090−2274−5669
E-mail：mrhrw265@yahoo.co.jp

TEL：018−852−4415

▶活動場所 広域体育館
▶活動種目・交流会等
卓球、ミニテニス、バレーボール、
バスケットボールの４種目から
なっており、すべて18才以上です。
クラブ活動は夜間が多く、又お酒
も入る事から、スポ少、中学部活
とは区別したものです。又、体育
の日（10/10〜13）は各クラブで
交流大会を全県規模で行ってます。

▶活動場所 男鹿市総合体育館ほか
▶活動種目・交流会等 サッカー教室、ソフトテニス教室、
健康教室（ズンバ、タイ式ヨガ ルーシーダットン、ウェー
ブリングストレッチエクササイズ、中高齢者元気体操、シナ
プソロジー・ズ
ンバゴールド）、
ウォーキング教
室

八郎潟町総合スポーツクラブ

FAX：018−852−4413

昭和スポーツクラブ

平成22年３月26日設立
▶会員数 77名（男性31名・女性46名）
▶会 費 年会費 一般（１人）3,000円 高校生（１人）1,500円
家族（２人以上）4,000円

平成17年６月４日設立
▶会員数 61名（男性28名・女性33名）
▶会 費 年会費 1,500円

〒018−1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80

〒018−1401 秋田県潟上市昭和大久保字山神30−2

TEL：018−875−5810 FAX：018−875−5950
E-mail：kazumoto_narumi@town.hachirogata.lg.jp

TEL / FAX：018−877−4545

▶活動場所
オリンピック記念会
館、町民体育館、芝生
広場 等
▶活動種目・交流会等
グラウンドゴルフ、ミ
ニテニス、ディスコン、
筋力トレーニング、会
員交流大会等

潟上南スポーツクラブ

会長
▶活動場所
合体育館

鎌田

潟上市昭和体育館、昭和公民館、潟上市天王総
▶活動種目・交流会等
スポーツ吹矢、ウォー
キ ン グ、 ミ ニ テ ニ ス、
ペ タ ン ク（ 内・ 外 ）、
マレットゴルフ、卓球、
グラウンドゴルフ

潟上天王スポーツクラブ

平成25年２月21日設立
▶会員数 124名（男性63名・女性61名）
▶会 費 年会費 ジュニア会員500円 一般会員1,500円
ファミリー会員3,000円

平成25年３月２日設立
▶会員数 145名（男性64名・女性81名）
▶会 費 大人1,500円 子供500円

〒010−0201 秋田県潟上市天王字北野329−2

〒010−0201 秋田県潟上市天王字持長根93−1

TEL /FAX：018−893−5033 E-mail：katagamiminamisc@yahoo.co.jp

TEL：018−878−3232 FAX：018−878−9371
E-mail：sogo-gym@city.katagami.lg.jp

▶活動場所 出戸地区コミュニティセンター、天王南中学校体
育館、出戸新町グラウンド、グランパスくらかけ
▶活動種目・交流会等
卓球教室、バレーボール教室、バス
ケットボール教室、剣道教室、ラグ
ビー体験教室、ウォーキング教室
（歩こう会）、フロアカーリング教室、
卓球交流大会、グラウンドゴルフ交
流大会、ビーチバレーボール交流大
会、ソフトボール交流大会
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稔

▶活動場所
潟上市天王総合体育館
▶活動種目・交流会等
ラージボール卓球、バラン
スボールと健康体操、ミニ
テニス、バドミントン、バ
スケットボール、バレーボー
ル、バレーボール交流大会、
バスケットボール交流大会

クラブ紹介

いかわスポーツクラブ

特定非営利活動法人スポーレおおがた

平成23年１月26日設立
▶会員数 212名（男性118名・女性94名）
▶会 費 なし

平成22年３月５日設立
▶会員数 605名（男性280名・女性325名）
▶会 費 個人会員（一般）3,000円 個人会員（ジュニア）2,000円
家族会員5,000円

〒018−1523 秋田県南秋田郡井川町坂本字山崎１

〒010－0441 秋田県南秋田郡大潟村字北2−1 大潟村村民体育館

TEL / FAX：018−874−3668

TEL：0185−45−2269
FAX：0185−45−2685

▶活動場所

井川町民体育館、井川小学校体育館 等
▶活動種目・交流会等
バスケットボール、卓球、
柔道、剣道、空手道、野
球等
※全町卓球大会、全町バ
レーボール大会、全町バ
スケットボール大会の参
加はあり。

尾崎スポーツクラブ

携 帯：090−4042−0799
E-mail：spore@ogata.or.jp

▶活動場所 大潟村村民体育館、大潟村ふれあい健康館、大潟村ふれあい遊創館、
大潟村B&G海洋センター、大潟村多目的運動広場、大潟村ラグビー場、大潟村漕艇場
▶活動種目・交流会等 ３Ｂ体操、生活ヨガ、自力整体、シェイプアップ、
ストレッチポール、ミニテニス、高齢者ラージボール
卓球、グラウンドゴルフ、ボート、ちびっこ体操、ジュ
ニア複合、ジュニア水泳、ちびっこ水泳、ファイトエ
アロ、スローエアロビ、大人の水泳、アクアビクス、
太鼓のエクササイズ、ユニカール、ウォーキング、ジュ
ニアスキー、会員交流会＆ユニカール大会、ラージボー
ル卓球交流会、各種講座、出前教室

石脇スポーツクラブ

平成15年３月14日設立
▶会員数 104名
▶会 費 年会費1,000円

平成26年３月８日設立
▶会員数 46名（男性24名・女性22名）
▶会 費 年会費 個人会員5,000円 家族会員10,000円

〒015−0076 秋田県由利本荘市東町15

〒015−0011 秋田県由利本荘市石脇字長老沼114−3

文化交流館カダーレ２階 本荘教育学習課内
TEL ：0184−22−2673 FAX：0184−22−2506
▶活動場所
尾崎小学校体育館（原則
毎週月曜日〜土曜日午後
７〜９時）
▶活動種目・交流会等
８人制バレーボール、卓
球、ミニテニス、バスケッ
トボール、バドミントン、
９人制バレーボール

スポーツ健康クラブ西目

TEL：0184−22−5075
▶活動場所

FAX：0184−23−3736

石脇クラブハウス、南内越コミュニティ体育館
▶活動種目・交流会等
【定期教室】けんこう武道
教室、フリーウェイトト
レーニング教室、ストリー
トダンス教室、親子サッ
カー教室、親子バドミン
トン教室、親子空手教室、
【交流会】武道演武交流大
会、空手道交流大会

SPORTS・POPORO

平成24年２月24日設立
▶会員数 84名（男性25名・女性59名）
▶会 費 小学生：年間500円 大人：参加事業時に徴収

平成20年７月４日設立
▶会員数 32名（男性30名・女性２名）
▶会 費 年会費500円

〒018−0604 秋田県由利本荘市西目町沼田字潟端398−3

〒018−0711 秋田県由利本荘市岩谷町字日渡100

TEL / FAX：0184−33−3211
E-mail：kag@rainbow.plala.or.jp

TEL：0184−65−2210

スキー交流会

▶活動場所
クラブハウス、西目シーガル
▶活動種目・交流会等
ヒップホップダンス、サッ
カ ー ゴ ル フ、 ス キ ー、 タ ー
ゲットバードゴルフ、ノル
ディックウォーキング、パー
クゴルフ、ミニテニス、健康
マージャン

FAX：0184−65−2841

▶活動場所 由利本荘市総合体育館、岩谷体育館、松本体育館、長坂スキー場
▶活動種目・交流会等 野球、ソフトボール、柔道、剣道、
銃剣道、クレー射撃、陸上競技、
卓球、ゴルフ、テニス、スキー、
グラウンドゴルフ、ゲートボー
ル、バドミントン、バレーボー
ル、バスケットボール
スポーツ少年団児童を対象と
したユニホック教室及びユニ
ホック大会を主催
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クラブ紹介

特定非営利活動法人BSスポーツクラブにかほ

大曲スポーツクラブ

平成22年３月27日設立
▶会員数 293名（男性185名・女性108名）
▶会 費 正会員3,000円 クラブ会員1,000円
サポート会員未設定

平成18年２月26日設立
▶会員数 250名（男性50名・女性200名）
▶会 費 年間 個人フリー5,000円 ファミリー8,000円
単発一般300円（１回毎）

〒018−0402 秋田県にかほ市平沢字馬飼森30番地

〒014−8601 秋田県大仙市大曲花園町１番１号 大仙市大曲体育館内

TEL：0184−44−8663 FAX：0184−44−8665
E-mail：bssc-n@bssc-nikaho.net

TEL：0187−63−1122 FAX兼【0187−63−1111 内線119】
E-mail：oomagari-sc@ia6.itkeeper.ne.jp HP：http://omagari-sports-club.jp

▶活動場所 にかほ市(象潟・金浦・仁賀保)各体育館、南極公園、小中学校
体育館、パオ (多目的広場)、にかほ市自然公園等、矢島スキー場、南由利原高原
▶活動種目・交流会等 サッカー、ミニテニス、ラージボール卓球、ヨガ、スポーツ吹
矢、バドミントン、トレッキング、ウォーキング、ノルディッ
クウォーキング、グラウンドゴルフ、ペタンク、ディスクゴルフ、
スマイルボウリング、スキー、スノートレッキング、８人制バ
レー、体操（ばくてん）、空手、文化事業（歌舞伎観劇、わら
び座観劇、料理教室）※他地域の競技団体とのスポーツ交流大
会：ＢＳオープン（各競技大会）・ＢＳフェスティバル（ディ
スクゴルフ、グラウンドゴルフ、ミニテニス、スポーツ吹矢）

▶活動場所 大曲体育館、大曲武道館、河川緑地運動公園、総合公園多目的広場、
仙北ファミリーボウル、大曲ファミリースキー場、大仙市民ゴルフ場、
（他イベント遠征地）
▶活動種目・交流会等 【毎週定期】ミニテニス、ラージボール卓球、初心者バ
ドミントン、グラウンドゴルフ、成人３Ｂ体操、ス
ポレク健康体操、ミニバスケットボール、
【毎月定期】
ボウリング、【イベント交流】ウォーキング（３回）、
グラウンドゴルフ（２回）、ハイキング登山、パー
クゴルフ、スキー教室、雪上グラウンドゴルフ（２
回）、スキーフェスティバル、ニュースポーツフェ
スティバル（他単発交流大会等）

内小友スポーツクラブ

花館グリーンウインズスポーツクラブ

平成23年３月６日設立
▶会員数 119名（男性80名・女性39名）
▶会 費 年会費1,000円

平成25年２月24日設立
▶会員数 105名（男性50名・女性55名）
▶会 費 一般会員1,000円 ファミリー会員2,000円
ジュニア会員500円

〒014−0073 秋田県大仙市内小友字仙北屋68−2

〒014−0001 秋田県大仙市花館字上大戸下川原74−75 玉川荘内

大仙市立内小友公民館内
TEL：0187−68−2033 FAX：0187−68−2037
E-mail：uchiotomo_sc@yahoo.co.jp

TEL：090−1064−7184 FAX：0187−63−6184
E-mail：sawaya@trust.ocn.ne.jp
▶活動場所
下大戸会館、下大戸緑地交流広場、
大仙市世代交流福祉施設「玉川荘」
▶活動種目・交流会等
グラウンドゴルフ、ペタンク、ス
ポーツ吹き矢、健康体操、ウォー
キング、ディスクゴルフ、ソフト
テニス、わいわいスポーツ交流会、
もちつき交流

▶活動場所
内小友公民館、内小友小学
校、大仙市総合運動公園
▶活動種目・交流会等
空手、グラウンドゴルフ、
野球、バスケットボール、
バドミントン

特定非営利活動法人大仙スポーツクラブ

西仙北スポーツクラブ

平成28年３月18日設立
▶会員数 80名（男性62名・女性18名）
▶会 費 年会費：一般1,500円 こども500円

平成27年２月22日
▶会員数 155名（男性87名・女性68名）
▶会 費 年会費：一般1,000円 ジュニア500円
ファミリー2,000円

〒019−1701 秋田県大仙市神宮寺字中瀬古川敷212
TEL：0187−72−2721 FAX：0187−72−2832
E-mail：daisensc@song.ocn.ne.jp

〒019−2112 秋田県大仙市刈和野字愛宕下24−1 西仙北中央公

▶活動場所
屋内多目的施設（嶽ドー
ム）ほか
▶活動種目・交流会等
サッカー、グラウンドゴ
ルフ、ラージボール卓球、
ウォーキング
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民館内TEL：0187−75−1115
▶活動場所

FAX：0187−75−0392

西仙北スポーツセンター、西仙北中央公民館 他
▶活動種目・交流会等
ピンポン教室、ソフトテニス教室、健
康体操教室、楽しいゴルフ教室、り
らっくすタイム教室、さわやかウォー
キング、エアロビック教室、バスケッ
トボール教室、少年野球教室、500
歳野球交流大会、ペタンク交流大会、
ニュースポーツ講習会及び交流大会、
ラージボール卓球交流大会

クラブ紹介

中仙スポーツクラブ

大仙協和スポーツクラブ

平成26年３月９日設立
▶会員数 59名（男性30名・女性29名）
▶会 費 一般会員（19歳〜64歳まで）2,000円 家族会員3,000円 シニア
会員（65歳以上）1,500円 ジュニア会員（18歳まで）1,000円

平成26年３月16日設立
▶会員数 52名（男性16名・女性36名）
▶会 費 年会費2,000円

〒014−0203 秋田県大仙市北長野字袴田95

〒019−2401 秋田県大仙市協和船岡字大袋1−7（協和公民館内）

TEL：0187−56−7201 FAX：0187−56−7202
E-mail：nakasensc@yahoo.co.jp

TEL：018−892−3820

FAX：018−892−3822
▶活動場所
サン ･スポーツランド
協和
▶活動種目・交流会等
ラージボール卓球教
室、ヨガ教室、ウオー
キング交流会、グラウ
ンドゴルフ交流会

▶活動場所
中仙農業者トレーニング
センター、ドンパン広場
▶活動種目・交流会等
グラウンドゴルフ、卓球、
ミニバスケットボール、
ウォーキング交流会（年
２回）

おおたスポーツクラブ

美郷町総合型スポーツクラブ

平成23年３月24日設立
▶会員数 39名
（男性26名・女性13名）
、団体13団体
（1,300名）
▶会 費 １人500円

平成22年３月２日設立
▶会員数 205名（男性38名・女性167名）
▶会 費 年会費2,000円 各教室参加料300円

〒019−1613 秋田県大仙市太田町太田字新田下野50−3

〒019−1402 秋田県仙北郡美郷町野中字下村37−1

TEL：0187−86−9460 FAX：0187−86−2044
E-mail：taiikukyoukai@hotmail.co.jp

TEL：080−2811−7622 FAX：0187−84−2898
E-mail：gakusyu@town.misato.akita/jp

▶活動場所 大仙市太田公民館、太田体育館、太田球場、秋田太田奥
羽グラウンドゴルフ場、大仙市特設コース（ウォーキング、トレッキン
グコース）、わんぱくランドのびのび園、多目的運動広場、大台スキー場
▶活動種目・交流会等
バドミントン教室、３Ｂ体操教室、健康教室、
親子スキー教室、スノーボード教室、ソフト
ボール交流大会、野球交流大会、グラウンド
ゴルフ交流大会、ゲートボール交流大会、バ
ドミントン交流大会、卓球交流大会、ママさ
んバレーボール交流大会、スキー交流大会

NPO角館総合型地域スポーツクラブ

▶活動場所
中央ふれあい館、中央体
育館、リリオス体育館
▶活動種目・交流会等
ストレッチ教室、スポー
ツ教室、バランスウォー
キング教室、キッズ水泳
教室、屋外ウォーキング
教室、ユニカール大会

たざわ湖スポーツクラブ

平成17年６月１日設立
▶会員数 80名
▶会 費 月1,000円

平成14年４月20日設立
▶会員数 25名（男性14名・女性11名）
▶会 費 年会費3,000円

〒014−0367 秋田県仙北市角館町勝楽134

〒014−1201 秋田県仙北市田沢湖生保内字石神135−1

TEL / FAX：0187−54−3463 携帯：090−4555−3768
E-mail：khckx189@vdd.ne.jp

TEL / FAX：0187−43−2809

▶活動場所 スポーツクラブハウス及び仙北市雲然トレーニ
ングセンター
▶活動種目・交流会等
卓球を中心にスポーツ吹き矢、
ビリヤード、グラウンドゴルフ、
軽スポーツ、トレッキング等
その他：囲碁・麻雀・カラオケ
等のクラブハウスを生かした活
動を行っています。

▶活動場所
生保内小学校体育館
▶活動種目・交流会等
ピンポン、登山、グラ
ウンドゴルフ
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クラブ紹介

神代スポーツクラブ

特定非営利活動法人きたうらアクアスポーツクラブ

平成27年３月17日設立
▶会員数 159名（男性101名・女性58名）
▶会 費 大人2,000円 子ども1,000円

平成18年４月21日設立
▶会員数 180名（男性73名・女性107名）
▶会 費 年会費（１人）1,000円 活動費（月１人）1,500円

〒014−1114 秋田県仙北市田沢湖神代字野中清水292−１

〒014−0515 秋田県仙北市西木町門屋字屋敷田84

仙北市役所神代出張所
TEL：0187−44−2112 FAX：0187−52−4110

仙北市西木保健センター内
TEL / FAX：0187−47−2666 携帯：090−7062−2864（梁田）
E-mail：yanata.jyunichirou@yellow.plala.or.jp

▶活動場所
仙北市立神代体育館
▶活動種目・交流会等
ウォーキング、グラウンド
ゴルフ、柔道、野球、バレー
ボール、テニス、バドミン
トン、スキー、健康体操

桧木内てくてく倶楽部

▶活動場所

雲然トレーニングセンター、クレオン体育館・プール
▶活動種目・交流会等
ドッジボール、体操、ウォーキング、水泳、ヨガ、
グラウンドゴルフ、スキー、バスケットボール、
健康体操、バドミントン、スノーボード、ソ
フトバレー、キンボール、フィットネストレー
ニング、タグラグビー、スクエアステップ、コー
ディネーショントレーニング

NPO法人よこてスポーツクラブ

平成25年３月17日設立
▶会員数 125名（男性70名・女性55名）
▶会 費 年会費1,000円

平成16年８月28日設立
▶会員数 225名（男性78名・女性147名）
▶会 費 年度会費 一般会員3,000円 中学生以下2,000円
家族会員（３名以上）5,000円

〒014−0602 秋田県仙北市西木町桧木内字松葉290−1 桧木内公民館内

〒013−0060 秋田県横手市条里二丁目2−40

TEL：0187−48−2220 FAX：0187−48−2930
E-mail：hinokitec@yahoo.co.jp
▶活動場所
旧上桧木内小体育館、西木
健康増進センター
▶活動種目・交流会等
ウォーキング、グラウンド
ゴルフ、野球、ソフトバレー
ボ ー ル、 ミ ニ バ ス ケ ッ ト
ボール、卓球、ノルディッ
クスキー

横手体育館内
TEL：0182−33−2102 FAX：0182−33−2106
E-mail：yokote_spo@yahoo.co.jp
▶活動場所 横手体育館、市内テニスコート
▶活動種目・交流会等
ニ ュ ー ス ポ ー ツ（ 約10種
類）、バドミントン、卓球、
硬式・軟式テニス、ストレッ
チヨガ、ヒップホップダン
ス、親子リトミック体操、
太極拳、ソフトバレーボー
ル交流大会（年４回）

特定非営利活動法人大森スポーツクラブさくら

湯沢ゆうゆう総合型地域スポーツクラブ

平成22年３月27日設立
▶会員数 127名（男性78名・女性49名）
▶会 費 大人2,000円 子ども（中学生以下）1,000円

平成20年３月１日設立
▶会員数 310名（男性156名・女性154名）
▶会 費 年会費 団体3,000円 個人1,200円

〒013−0519 秋田県横手市大森町字持向192

〒012−0823 秋田県湯沢市湯の原1−4−26

大森体育館内

TEL / FAX：0182−26−4167
E-mail：oomori_sc_sakura@yahoo.co.jp
▶活動場所
大森町多目的リゾート（体
育館、グラウンド、野球場、
プールなど）
▶活動種目・交流会等
スポーツ吹き矢、スマイル
ボウリング、ウォーキング、
健康体操、水泳、スキー、
サッカー、バスケット 等
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TEL / FAX：0183−73−2988
▶活動場所 湯沢市多目的運動公園、湯沢市総合体育館、湯
沢市健康ドーム、稲川スポーツエリア、湯沢市広域交流センター
▶活動種目・交流会等
【年間通年事業】グラウンドゴ
ルフ 44回、パークゴルフ、
【健
康教室】１分間体操、元気アッ
プ 体 操、 膝・ 腰 痛 予 防 教 室、
ニュースポーツ体験教室、学校
交流教室、養護学級交流教室、
【その他】介護施設見学
会員お楽しみ会 象潟町

クラブ紹介

特定非営利活動法人ゆざわサンマリッツスポーツクラブ

チャレンジスポーツクラブいなかわ

平成27年３月27日設立
▶会員数 133名（男性128名・女性5名）
▶会 費 月額2,000円

平成17年７月16日設立
▶会員数 90名（男性55名・女性35名)
▶会 費 年会費1,500円（各種教室毎に月別参加料有り)

〒012−0037 秋田県湯沢市沖鶴140

〒012−0105 秋田県湯沢市川連町字大舘中野87−1 湯沢市稲川交流スポーツエリア内

湯沢市総合体育館内
TEL ：0183−72−6500 FAX：0183−72−6556
E-mail：info@sunmaritz.or.jp
▶活動場所
湯沢市総合体育館、湯
沢松の木多目的広場、
ほか
▶活動種目・交流会等
サ ッ カ ー、 ア ー チ ェ
リー、ロードバイク、
など

NPO法人こまちハート・オブ・ゴールド
平成17年４月１日設立
▶会員数 283名（男性176名・女性107名）
▶会 費 中学生以下2,600円 一般3,100円

団体2,100円

〒019−0321 秋田県湯沢市秋ノ宮字中島365番地

TEL /FAX：0183−55−2277
E-mail：komachi-hog5380@beige.plala
▶活動場所 雄勝中学校、雄勝小学校、雄勝スポーツセン
ター、横堀交流センター
▶活動種目・交流会等 【スクール部門】フットサル、ストリートダンス、
健康トレーニング、ミニバスケットボール、ヨ
ガ、空手道、【サークル部門】卓球、ラージボー
ル、ミニテニス、６人制バレーボール、刺繍、
リフォーム、大人の部活動、フットサル Hリーグ、
８人制バレーボール HVリーグ、グラウンドゴル
フ大会、マラソン大会、８人制バレーボール大会、
６人制バレーボール大会、市民ゴルフ大会

羽後町スポーツクラブ

TEL / ：0183−42−5060
E-mail：csc-inakawa@yutopia.or.jp HP：http://csc-inakawa.jp
▶活動場所 湯沢市稲川交流スポーツエリア、湯沢市稲川体
育館、湯沢市稲川農村環境改善センター、湯沢市営稲川球場
▶活動種目・交流会等
【教室】ミニバスケットボール、ジュ
ニア野球、ヨガ、バレーボール【サー
クル】ゲートボール、
【交流会・大会】
バスケットボール交流大会、バレー
ボール交流大会、スキー大会、野
盆野球大会
球大会、ニュースポーツ交流会

みなせスポーツ・文化クラブ「楽日人」
平成16年11月３日設立
▶会員数 227名（男性133名・女性94名）
▶会 費 個人会費（18歳未満）1,000円 個人会費（65歳以上）1,000円 個人
会費（18歳以上〜64歳以下）2,000円 家族会費（１家族）4,000円
〒012−0183 秋田県湯沢市皆瀬字沢梨台106 皆瀬生涯学習センター内

TEL：0183−46−2033

FAX：0183−46−2133

▶活動場所 湯沢市皆瀬体育館、皆瀬野球場 等、小安温泉
スキー場、小安温泉プール 等
▶活動種目・交流会等
バスケットボール、野球、グラウ
ンドゴルフ、ゴルフ、バレーボー
ル、水泳、クロスカントリースキー、
アルペンスキー、ソフトボール、
書道、写真、俳句、山野草【交流
会等】富士山交流登山、会員交流会、
雪んこ交流会、スノーフェスタ

仙人の郷スポーツクラブ

平成22年３月17日設立
▶会員数 33名（男性28名・女性５名）
▶会 費 年会費1,000円

平成21年３月18日設立
▶会員数 105名（男性62名・女性43名）
▶会 費 年会費 一般3,000円 シニア2,000円
子ども1,000円

〒012−1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬内字中野187
TEL：0183−62−1323
E-mail：ugosports@yutopia.or.jp

〒019−0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30−1

▶活動場所
羽後町総合体育館、羽後
中学校体育館、五輪坂ス
キー場
▶活動種目・交流会等
ウォーキング、バドミン
トン、卓球、スキー

TEL：0182−47−3415 FAX：0182−47−2119
E-mail：kyoiku@vill.higashinaruse.akita.jp
▶活動場所
東成瀬村民体育館ほか
▶活動種目・交流会等
野球、バスケットボール、
バレーボール、卓球、グ
ラウンドゴルフ、パーク
ゴルフ、ウォーキング、
筋力トレーニング、アル
ペンスキー
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「総合型地域スポーツクラブ」とは、
地域に住む「皆さん」が主役となって、
自ら運営・管理するスポーツクラブの
システムです。いろいろな種目を、さ
まざまな人々が、その興味や関心、競
技レベルを問わず、それぞれのスタイ
ルで気軽に楽しむことができます。

総合型地域スポーツクラブの
組織として機能していますか
運営委員会

（地域住民が主体的に運営）

支援

地域住民が会費を
出し合い、会員と
なって運営する。

有資格指導者の配置
種目別指導者
プログラマー 等

協力

スポーツ事業
●スポーツ教室

●スポーツ交流大会

●健康体力相談

●各種研修会

参加

会員

●広報活動

支援

参加

地域住民

●各市町村・体育協会・スポーツ関係団体・スポーツ推進委員

●県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会・他関係機関

活動の拠点となるスポーツ施設

学校体育施設・公共スポーツ施設（交流の場となるクラブハウス）

（誰もが、いつでも、どこでも、スポーツを！）

秋田県総合型地域スポーツクラブ
連絡協議会の役割
＊こんなことをサポートしています＊
秋田県では、県観光文化スポーツ部スポーツ振
興課、県広域スポーツセンター、公益財団法人秋
田県体育協会が連携し、総合型クラブの創設・育
成を推進しております。その組織と連携を図り県
内の全総合型クラブが加盟し組織する「秋田県総
合型地域スポーツクラブ連絡協議会」が自主的に
行う交流会、研修会などの事業により、クラブ間
の連携を強化し、魅力あるクラブづくりを促進し
ております。

平成28年度

主要事業計画

月 日
事 業 名
4月 8日㈮ 第１回役員会
4月18日㈪ 総会
クラブネットワークアクション
7月 4日㈪ 2016事前協議
7月22日㈮ 第２回役員会
9月10日㈯ 県クラブグラウンドゴルフ交流大会
10月23日㈰ 県南地区クラブ交流会
11月 5日㈯ ブロッククラブネットワーク
〜6日㈰ アクション2016
11月13日㈰ 県クラブバレーボール交流大会
11月19日㈯ 県央地区クラブ交流会
11月20日㈰ 県北地区クラブ交流会
12月中旬 クラブ会報発送
1月27日㈮ 第３回役員会
3月 1日㈬ ＳＣ全国ネットワーク総会
〈通年事業〉 １
２
３
４
５

会 場
備 考
県スポーツ科学センター 会計監査等
県スポーツ科学センター 対象71クラブ
県スポーツ科学センター 三役・事務局
県スポーツ科学センター 交流会等
横手市：大森ＧＧ場
グラウンドゴルフ
湯沢市雄勝スポーツセンター ミニテニス他
秋田市：アキタパークホテル 日体協主催
北秋田市：鷹巣体育館
潟上市：昭和体育館
上小阿仁村トレーニングセンター
全クラブ、関係団体
県スポーツ科学センター
東京都

８人制
吹矢
スポーツレクリエーション
800部作成
事業進捗等

各種事業の主催・共催・後援
障がい者スポーツの導入・関係機関との連携
各関係団体との連絡調整
各種団体・クラブへの指導者等派遣
各種団体・クラブへの情報提供・広報活動の推進（協議会会報発行）

平成28年12月１日発行

