神奈川県協会 川崎・横浜地域活動一覧表
横浜市（保土ヶ谷区・緑区・鶴見区・神奈川区・都築区・栄区・南区・中区・西区・磯子区・港北区）・三浦市
お問い合わせは各支部の連絡先にお願い致します。
Aグループ
支部名

2021/9/27
練習場所（施設名）

所在地

最寄駅

練習日時

連絡先

1 横浜支部

保土ヶ谷イコットハウス

横浜市保土ヶ谷区岩井町

JR保土ヶ谷駅

原則(水) 17:30～19:30

090-4096-1890 廣川

4

マリンダーツ横浜支部

横浜そごうよみうりカルチャー
バーズカルチヤー

横浜そごうDPT９F
港南台駅214ビル

JR横浜駅
JR港南台駅

(日) 10:10～11:40
2・4（日）15時～16:30

045-713-3523 福本
045-713-3523 福本

若葉台はなみずき支部

霧の里地域ケアプラザ
霧の里コミュニティーハウス

横浜市緑区霧が丘（同一建物内）
横浜市緑区霧が丘（同一建物内）

JR横浜線 十日市場駅
JR横浜線 十日市場駅

（水）（日）９～１２時 不定期 月に4回

045-983-8643 山内
045-983-8643 山内

# 鶴見支部

鶴見スポーツセンター

横浜市鶴見区元宮

JR鶴見駅 バス森永工場前

(月) 11～13時

045-584-8416 栗原

#

ブロウアー大口支部

横浜市神之木地区センター
横浜市松見町集会所

横浜市神奈川区神之木町
横浜市松見町

JR横浜線 大口駅（東口）
JR横浜線 大口駅（西口）

原則 週１回 ９～１２時 （不定期、何れかの練習場）

045-936-0426 砂本

保土ヶ谷イコットハウス支部

保土ヶ谷イコットハウス
瀬戸ヶ谷スポーツセンター

横浜市保土ヶ谷区岩井町
横浜市保土ヶ谷区瀬戸ヶ谷町

JR保土ヶ谷駅
JR保土ヶ谷駅

1・3 (水) 13:30～
2・4 (金) 11:30～

090-4435-7278 斎藤
090-4435-7278 斎藤

港北ニュータウンイオ管理棟３F

横浜市都筑区茅ヶ崎東

横浜市営地下鉄 センター南駅

１・３ (土) 13時～16時

045-944-1651 青木

鶴見ワークトレーニングハウス
ココファン横浜鶴見

横浜市鶴見区豊岡町
横浜市鶴見区鶴見中央

JR鶴見駅西口
JR鶴見駅東口

1・4（水）13～16時
2・3（水）13～16時

045-571-6772 山田
045-571-6772 山田

市立元 野七里小学校（跡）

横浜市栄区野七里

神奈中バス上郷ネオポリス前

火、土 午後15：00～

045-894-5343 小松

南地区センター
〃
〃
〃
滝頭地域ケアプラザ
六ッ川地域ケアプラザ
初声市民センター
北下浦コミュニティーセンター
潮風アリーナ
寺尾地区センター
〃
下和泉地区センター
別所コミュニティハウス
麦田地域ケアプラザ
中スポーツセンター
〃
麦田清風荘
大久保町内会館
野毛山荘
〃
〃
〃
横浜市西区社会福祉協議会
平沼集会所

横浜市南区南太田2-32-1
〃
〃
〃
横浜市磯子区滝頭2丁目30-1
横浜市南区六ッ川2-3-211
三浦市初声町入江200
横須賀市長沢2丁目7-7
三浦市初声町入江169
横浜市鶴見区馬場4-39-1
〃
横浜市泉区和泉が丘1-26-1
横浜市南区別所3-4-1
横浜市南区麦田町1-26-2
横浜市中区新山下3-15-4
〃
横浜市南区麦田町1-26-1
横浜市港南区大久保1-17-22
横浜市西区老松町26-1
〃
〃
〃
横浜市西区高島町2-7-1
横浜市西区西平沼町5-70

地下鉄蒔田・徒歩5分、京急井土ヶ谷及び南太田・徒歩5分
〃
〃
〃
市営バス「滝頭地域ケアプラザ前」徒歩0分
神奈バス「上六ッ川」徒歩10分又は「第二公園入口」徒歩5分
京急三崎口・徒歩15分
京急長沢・徒歩15分
京急三崎口・徒歩15分
鶴見駅西口臨港バス「三ツ池口」徒歩1分
〃
神奈中バス湘７「原田」徒歩1分
市バス「越戸橋」徒歩10分、神バス「南ヶ丘中学校」徒歩5分
石川町・徒歩10分、市営バス「麦田町」徒歩1分
市営バス「みなと赤十字病院入口」徒歩1分
〃
石川町・徒歩10分、市営バス「麦田町」徒歩1分
京急上大岡・徒歩6分、地下鉄港南中央・徒歩12分
京急日ノ出町・徒歩10分、市営バス「野毛山」徒歩2分
〃
〃
〃
横浜駅東口・徒歩4分、バス停「高島町」徒歩3分
相鉄平沼橋・徒歩6分、京急戸部・徒歩11分

毎月第2，4火曜日12時～15時
毎月第1，3火曜日12時～15時
毎月第1，3火曜日9時～12時
毎月第2，4土曜日9時～12時
毎月第2，4土曜日9時～12時
毎月第2，4水曜日9時～11時30分
毎週金曜14時～17時
毎月第2，3月曜日14時～17時
毎週水曜日14時～17時
毎月第1,3水曜日11時～13時
毎月第1，3水曜日13時～15時
毎月第2，4水曜日12時～14時30分
毎月第2，4土曜日12時～15時
毎月第2，4火曜日9時～11時30分
毎月第2，4金曜日13時～17時
毎週月曜日13時～17時
毎月第2，4木曜日9時～12時
毎週火曜日13時～15時30分
毎月第1，3土曜日9時～11時30分
毎月第2，4土曜日9時～11時30分
毎月第2，4木曜日9時30分～11時30分
毎月第2，4木曜日12時～14時
毎週金曜日9時～13時他に不定期
毎月第1，3木曜日16時30分～19時30分

090-2162-2384
〃
〃
090-4248-1891
090-2162-2384
090-4248-1891
080-5499-1424
〃
〃
090-4248-1891
〃
090-2218-8686
090-1102-5840
090-2530-9762
〃
〃
090-2162-2384
090-2218-8686
〃
〃
090-2530-9762
〃
090-2162-2384
090-2218-8686

横浜市西区社会福祉協議会（フクシア）

横浜市西区高島二丁目７番１号

横浜駅より徒歩4分

毎週 金曜日の午前中

090-4248-1891 新井
045-761-6422 新井

#

#

# 横浜都筑せきれいの道支部
アルファ横浜支部
# いのやま栄支部
#

Ａ２１横浜支部

Ａ２１横浜支部
#

岩本
新井
岩本
新井
森川
新井
中村
鈴木
宮田
岩本
中村
宮田
岩本
中村

横浜たきがしら支部

横浜市滝頭地域ケアプラザ

横浜市磯子区滝頭

JR根岸駅 バス滝頭ケアプラザ前

(火)2回 15～18時 / (金)2回 18:30～21時
(日)1回 13:30～17時 計 5 回

都築中川支部

中川ケアープラザ

横浜市都筑区中川１丁目

横浜市営地下鉄 中川駅２番出口よりすぐ

毎月第2、第4 (月) 13 ～ 14:50

090-5511-3061 小島

菊名アローズ支部

ハタ楽器(株) 音楽ホール

横浜市港北区菊名 青木ビル4F/5F

JR菊名駅 東口1分、東横線 菊名駅 東口1分

(月) 9:30～12:30、(木)9:30～12:30

045-934-9928 畠山

横浜鶴ヶ峰支部

白根地域ケアプラザ

横浜市白根2-3-18 2F

相鉄線 鶴ヶ峰駅、西谷駅

後日記載

045-333-4608 斎藤

鶴見サルビア支部

鶴見市場コミュニティハウスゆうずる

横浜市鶴見区市場下町11-5

京急 鶴見市場駅

毎週(火)12～17時

045-571-6869 芦部

横浜ブライト霧が丘支部

横浜市霧が丘コミュニティハウス
横浜市霧が丘ケアプラザ

横浜市緑区霧が丘3-23
横浜市緑区霧が丘3-23

横浜線十日市場よりバス５分
横浜線十日市場よりバス５分

毎月第１、３（火）13～16時
毎月第４（火）12～15時

045-985-3813 佐脇
045-985-3813 佐脇

神奈川県協会 川崎・横浜地域活動一覧表

横浜市（中区・南区・磯子区・泉区・旭区・瀬谷区・戸塚区・栄区）
お問い合わせは各支部の連絡先にお願い致します。
Bグループ
支部名

2021/9/12
練習場所（施設名）

最寄駅

かながわ労働プラザ

横浜市中区寿町

JR石川町駅

横浜アンドロ支部

アンドロ記念ゆめホール

横浜市南区八幡町

横浜市営地下鉄阪東橋

横浜武相支部

笹野台会館
笹野台地域プラザ

横浜市旭区笹野台
横浜市旭区笹野台

相鉄線 三ッ境駅
相鉄線 三ッ境駅

老人福祉センター横浜市福寿荘

横浜市旭区白根

横浜市白根地域ケアプラザ

横浜市旭区白根2-3-18
パール横浜白根ビル2階

横浜ブローダーツ瀬谷支部

瀬谷区南瀬谷小学校

栄・本郷台支部

栄区豊田地域ケヤプラザ
戸塚区下倉田地域ケアプラザ

あろードリーム横浜支部
ベイアローズ横浜下和泉支部

練習日時

連絡先

(火) 10～17時

090-3451-9174 阿久津

2･4(水) 10～12時

045－241－1854 安藤

第1 (月)、第3 (月) 9:30～11:40
第2 (水)、第4 (水) 9:30～12:00

045-391-7265 佐野
045-391-7265 佐野

相鉄線 鶴ヶ峰駅 バス停福寿荘前

2 (日) 12:00～16:30

045-361-3182 間宮

相鉄線 鶴ヶ峰駅 バス停 下白根橋 下車3分

第１、３ （木）15～18時

045-383-4624 小林

横浜市瀬谷区南瀬谷町

相鉄線 三ッ境駅 バス南瀬谷小学校前

1・3・4 (土) 9:30～12時

045-314-5228 金光

横浜市栄区飯島町1368-10
横浜市戸塚区下倉田

JR本郷台駅
JR本郷台駅

不定（施設の抽選結果による）
不定 (施設の抽選結果による)

045-892-5167 蔦川
045-892-5167 蔦川

ドリームハイツ内第１集会所

横浜市戸塚区俣野町

JR戸塚駅

月3回 (木) (金)

045-851-8353 鈴木

泉区下和泉ケアプラザ

横浜市泉区和泉が丘

横浜市営地下鉄立場駅 バス原田

第1・第２・第3(土)13:30～１6:30分

045-803-0434 田本

いずみアローズ横浜支部

上飯田地区センター
泉寿荘
上矢部地区センター
いずみ野地域ケアプラザ

横浜市泉区上飯田町3913-1
横浜市泉区西が丘3-11
横浜市戸塚区上矢部2342
横浜市泉区和泉町6214-1

相鉄線いずみ野駅
相鉄線弥生台駅神奈川中央バス泉寿前降車
戸塚より循環バス上矢部地区センター前降車
相鉄線いずみ野駅

第2､4(土)9～11時45分
第2,4 火曜日 15時～16時40分
第2,4 金曜日 12時～15時
第2,4 月曜日 15時～17時

045-301-8377
045-301-8377
045-301-8377
045-301-8377

柏桜アローズ横浜支部

戸塚柏桜荘老人福祉センター

横浜市戸塚区戸塚町

JR戸塚駅 バス 南戸塚ヒルズ

2・4 (木)・4 (日) 12～14時

045-681-4588 谷口

CoCo横浜阿久和支部

横浜市阿久和地域ケアプラザ

横浜市瀬谷区阿久和南

相鉄線 希望が丘駅

月2～3回 (火) 13～

045-364-3752 中田

笹野台ケアプラザ

横浜市旭区笹野台

相鉄線 三ッ境駅徒歩10分

不定期 月4回 13：00～17：00

045-812-0633 佐藤

大鳥中学校コミュニティハウス
横浜マインハイツ集会所

横浜市中区本牧原２２－１
横浜市中区錦町１６－１

市営バス 8，105，106 各系統 バス停「和田山口」
市営バス 26 系統 バス停「本牧ふ頭入口」

1・3 (土) 9～12時
毎日曜と木曜 14～17時

080-5430-8611 割栢
080-5430-8611 割栢

横浜市の沢支部

#

所在地

ベイアローズ横浜支部

# ダーツ横浜笹野台支部
ﾏﾘﾝｱﾛｰｽﾞ本牧横浜支部

横浜市バス三好橋

清田
清田
清田
清田

神奈川県協会 川崎・横浜地域活動一覧表
横浜市(磯子区・港南区・金沢区・戸塚区・栄区・南区)
お問い合わせは各支部の連絡先にお願い致します。
Cグループ
支部名
#

#
#
#

2021/9/30
練習場所（施設名）

所在地

最寄駅

練習日時

連絡先

横浜磯子支部

横浜市磯子センター
横浜市杉田地区センター
横浜市浜小学校コミュニティハウス

横浜市磯子区磯子３丁目
横浜市磯子区杉田２丁目
横浜市磯子区磯子台

JR磯子駅から徒歩10分（区役所方面）
京急杉田駅から徒歩１分（駅前プラザビル４階）
JR磯子駅から徒歩15分（旧横浜プリンスホテル方面）

毎月 第 2、第 4 金曜 9 時 ～11 時
毎月 第 1、第 3 水曜 9 時 ～11 時
毎月 第 2、第 4 土曜 15:30 ～18 時

090-5579-1915 斎
090-5579-1915 斎
090-5579-1915 斎

横浜港南支部

横浜港南地区センター
横浜港南中央ケアプラザ

横浜市港南区日野
横浜市港南区日野

横浜市営地下鉄 港南中央駅
横浜市営地下鉄 港南中央駅

月２回 (水) 18～21時（不定期。施設の抽選結果による)
月２回 (水) 18～21時（不定期。施設の抽選結果による)

090-2245-4866 河合
090-2245-4866 河合

GMｉｎ横浜支部

下野庭スポーツ会館

横浜市港南区野庭町

横浜市営地下鉄 上永谷駅

1・3 (火) 9～11時(予約不可の場合、
町内会館9時～12時）

045-845-9250 飯野

横浜せせらぎ支部

下野庭スポーツ会館
野庭地域ケアプラザ

横浜市港南区野庭町
横浜市港南区野庭町

横浜市営地下鉄 上永谷駅
横浜市営バス[野庭中央公園」下車

1・4 (金) 9～11時
不定 (施設の抽選結果による)

045-845-3244 松下
045-845-3244 松下

横浜高舟台支部

高舟台自治会館

横浜市金沢区高舟台

京浜急行 金沢文庫駅

(水) 14:30～17:00

045-782-9034 曽根

# みらいかみながや支部

上永谷コミニティーハウス

横浜市港南区上永谷

神奈中バス 上永谷中学校前

1・3 (日)9～12時 / 2・4 (火) 13～17時 利用休止中

045-845-8248 池田

#
戸塚舞の矢支部

横浜市舞岡地区センター(メイン練習場)
舞岡柏尾ケアプラザ(サテライト練習場)
東戸塚ケアプラザ(サテライト練習場)
日限山ケアプラザ(サテライト練習場)

横浜市戸塚区舞岡町
横浜市戸塚区柏尾町
横浜市戸塚区川上町
横浜市港南区日限山

横浜市営地下鉄 舞岡駅
045(824)1949
JR戸塚 神奈中バス(#22)西根下車 045(827)0371
JR東戸塚駅
045(826)0925
JR戸塚駅 江ノ電バス 日限山下車 045(827)1870

(金) 午前又は午後
月・火 (不定期)
木 (不定期)
火・金 (不定期)

045-821-0721
045-821-0721
045-811-1257
045-801-7558

栄・すいふうの矢支部

市立元 野七里小学校（跡）
市立元 野七里小学校（跡）

横浜市栄区野七里
横浜市栄区野七里

神奈中バス上郷ネオポリス前
神奈中バス上郷ネオポリス前

月曜クラブ 午前中・月・木
水曜クラブ 午前中・火・水

045-894-1408 山下
045-894-1408 山下

横浜南南支部

港南台地域ケアプラザ
日野南地域ケアプラザ

横浜市港南区港南台
横浜市港南区日野南

ＪＲ港南台駅
バス停(鎌倉街道港南車庫前）

第2及び第4日曜日(原則）12～17時
第1及び第3日曜日（原則）12～17時

045-894-2285 上前
045-894-2285 上前

#

鶴田
鶴田
川口
前嶋

#
#

森クラブ支部

扉風ヶ浦地域ケアプラザ

横浜市磯子区森

京浜急行 扉風ケ浦駅

(日) 及び 平日 （施設の抽選結果 による）

045-751-2744 土田

横浜ハイマート磯子支部

上笹下ケアプラザ
磯子区洋光台地域ブラ ザ

横浜市磯子区氷取沢
横浜市磯子区洋光台

JR洋光台駅 バス ケアプラザ前
JR洋光台駅

1～4 (木) 15～18時(抽選結果による不定期)
1～4 (火) 18:20～20:30(抽選結果による不定期)

045-751-5489 小島
045-751-5489 小島

東永谷ふきの会支部

東永谷地区センター
東永谷地域ケアプラザ

横浜市南区東永谷 南校そば
横浜市南区東永谷 南校そば

京浜急行 上大岡駅
京浜急行 上大岡駅

1・3 (土)9～12時
不定 (施設の抽選結果による)

080-5046-7308 海部
080-5046-7308 海部

スフレ港南支部

横浜港南地区センター
港南中央地域ケアプラザ

横浜市港南区日野
横浜市港南区日野

横浜市営地下鉄 港南中央駅
横浜市営地下鉄 港南中央駅

1・3 (水) 9:30～11:30
不定 (施設の抽選結果による)

080-5030-0350 堀本
080-5030-0350 堀本

第1,3(日) 10～14時 毎週(木)18：30～21時

045-788-0346 大橋

ピュレ大道支部

大道コミュニティハウス

横浜市金沢区大道2-3-1

京急 金沢八景

# ピュレ並木支部

並木コミュニティハウス

横浜市金沢区並木2-8-1

新交通 並木中央 バス京急富岡

毎週(土)15～17時

045-722-3430 百井

# 金沢三昧支部

大道コミニュティハウス

横浜市金沢区大道2-3-1

京急 金沢八景

毎週（木）18：30～20：30

045-781-1245 柳

バス大道小学校前

バス大道小学校前

神奈川県協会 川崎・横浜地域活動一覧表
川崎市（中原区・麻生区・多摩区・高津区）
お問い合わせは各支部の連絡先にお願い致します。
Dグループ
支部名

2021/8/15
練習場所（施設名）

所在地

最寄駅

練習日時

連絡先

# さわやか川崎支部

川崎市生涯学習プラザ

川崎市中原区今井南町

JR武蔵小杉駅

(木) (土) 不定期 13～15時 or 13～17時

044-755-9175 松尾

# 川崎やまゆ り支部

恩廻公園調節池管理棟

川崎市麻生区下麻生

小田急柿生駅 市ヶ尾行き亀井橋下車徒歩3分

(金）13時30分～16時30分

090 -1207-9678 中川

#

中野島公民館
中野島小学校(特別活動室)

川崎市多摩区中野島
川崎市多摩区中野島

JR南武線 中野島駅
JR南武線 中野島駅

2・3・4 (木) 9時30分～12時
月３回程度（土）9時30分～12時

044-911-6558 井上
044-911-6558 井上

# レッツ玉川支部

高津スポーツセンター

川崎市高津区二子

東急田園都市線 高津駅

（土) 12～15時 (但し、抽選結果による)

044-788-7821 中里

# R3溝の口支部

日商岩井溝の口マンション集会室

川崎中野島ビルネ支部

044-833-5405 大貫

