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支 部 名 練習場所（施設名） 所 在 地 最 寄 駅 練習日時 連 絡 先

湘南茅ヶ崎支部

茅ヶ崎体験学習センター
浜須賀会館
高砂コミセン
コミセン湘南

茅ヶ崎市中海岸
茅ヶ崎市松が丘
茅ヶ崎市中海岸
茅ヶ崎市中島

JR茅ヶ崎駅
JR茅ヶ崎駅
JR茅ヶ崎駅
JR茅ヶ崎駅

(火) 16～18時 (不定時)
(水) 17～19時
(木) 17～19時
(金) 13～15時

0467-88-3904　市川
0467-88-3904　市川
0467-88-3904　市川
0467-88-3904　市川

茅ヶ崎エボシ支部
ハマミーナ体育室
うみかぜテラス 多目的室
柳島記念館

茅ヶ崎市浜見平
茅ヶ崎市中海岸
茅ヶ崎市柳島

JR茅ヶ崎駅　神奈中バス 浜
JR茅ヶ崎駅
JR茅ヶ崎駅

(火) 13～16時 (不定期)
月2回 (木) 12:00～14時

0467-83-2923　土村
0467-83-2923　土村
0467-83-2923　土村

茅ヶ崎かがわ支部 香川公民館 茅ヶ崎市香川 JR香川駅 (土) or (日) 14～17時 (但し抽選結果による) 0467-51-1586　廣比

茅ヶ崎鶴嶺支部
鶴嶺公民館
萩園いこいの里
鶴嶺東コミセン

茅ヶ崎市萩園
茅ヶ崎市萩園
茅ヶ崎市西久保

JR茅ヶ崎駅
JR茅ヶ崎駅
JR茅ヶ崎駅

2・4 (水) 9～11時
1・3 (水) 9時～12:30
(土) 9～13時

0467-58-5191　高橋
0467-58-5191　高橋
0467-58-5191　高橋

湘南B&G支部

茅ヶ崎公園体験学習センター(うみかぜテラス)

茅ヶ崎市総合体育館
松林公民館
松浪コミュニティセンター

茅ヶ崎市中海岸
茅ヶ崎市室田
茅ヶ崎市常盤町
茅ヶ崎市中海岸

JR茅ヶ崎駅
JR茅ヶ崎駅
JR茅ヶ崎駅
JR茅ヶ崎駅

(火) 13～15時
(水) 16～18時
(木) 午後
(日) 午前 又は 午後

080-1306-5966　三根
080-1306-5966　三根
080-1306-5966　三根
080-1306-5966　三根

湘南藤沢支部 藤沢市藤沢公民館 藤沢市藤沢 小田急 藤沢本町駅 1・2・4 (月) 19～21時 0466-25-9383　和田

藤沢こぶし支部
藤沢市老人福祉センター  こぶし荘
藤沢市立富士見台小学校体育館

藤沢市下土棚 小田急 長後駅西口
2・4 (火)  / 1・3 (金)、
毎週水曜日および第2・4日曜日（3月を除く）

0466-43-4640　林
0466-43-4640　林

善行かわせみ支部 藤沢市善行公民館 藤沢市善行 小田急 善行駅 (木) 9～13時 0466-81-4625　杉本

遠藤アローズ藤沢支部
藤沢市遠藤公民館
藤沢市大庭公民館
茅ヶ崎市小出コミニテイーセンター

藤沢市遠藤
藤沢市大庭
茅ヶ崎市小出

小田急 湘南台駅
JR　辻堂駅
JR　茅ヶ崎駅

(金) 13～15時
（日）１３～１５時 / ２・４（木）１３～15時
（火）１３～１６時

0466-82-3426　小林
0466-82-3426　小林
0466-82-3426　小林

藤沢長後支部 藤沢市長後公民館 藤沢市長後 小田急 長後駅 (木) 15～17時 0466-43-3039 or 090-7723-4051　荒井

湘南なぎさ支部 藤沢市老人福祉センター湘南なぎさ荘 藤沢市鵠沼八部公園傍 小田急 鵠沼海岸駅 1・3 (土) 10～12時 0466-23-3924　川村

ブルーウェーブ湘南支部 湘南モールカルチャー 湘南モール JR藤沢駅 2・4 (水) 10:30～12時 / 13:00～14:30 0466-44-3755　石坂

湘南六会支部 藤沢市六会公民館 藤沢市亀井野 小田急 六会日大前駅
水・木・金　15～17時　月５～６日
但し 毎月の抽選により曜日及び時間の変更有

0466-82-2143　田中

ファイト村岡支部 村岡公民館 藤沢市弥勒寺 JR藤沢駅 (水) 午前 or 午後 0466-27-1088　宇佐美

湘南しおさい支部 藤沢市片瀬しおさいセンター 藤沢市片瀬 江ノ電 湘南海岸公園駅 1・3 (金) 9～11時 / 2・4 (日) 9～11時 0466-24-3899  若月

Ｔ・Ｍ湘南辻堂支部 藤沢市明治公民館 藤沢市辻堂新町 JR辻堂駅 週１回、不定(施設の抽選結果による) 0466-36-3743 or 090-4842-1238　笹井

湘南やすらぎ支部
藤沢市老人福祉センター　やすらぎ荘
村岡公民館

藤沢市稲荷
藤沢市弥勒寺1丁目7-7

小田急 善行駅
東海道・小田急 藤沢駅

2・4 (日) 13:30～15:30
不定期

0466-87-7201　工藤
0466-87-7201　工藤

SFE辻堂支部
辻堂団地集会場
辻堂公民館ホール、又は体育室

藤沢市辻堂西海岸
藤沢市辻堂東海岸

JR辻堂駅
JR辻堂駅

第2・3・4 (水) 15～18時
第2・3・4（日）17～19時

090-2474-3494　池田
090-2474-3494　池田

藤沢湘南台支部
湘南台公民館
JAさがみ六会支店

藤沢市湘南台
藤沢市湘南台

小田急・相鉄・市営地下鉄 湘南台駅
小田急・相鉄・市営地下鉄 湘南台駅

（月）13時 ～ 15時 施設の抽選結果により変更あり
（月）13時 ～ 15時 施設の抽選結果により変更あり

0466-45-3080　岩本
0466-45-3080　岩本

湘南船玉支部 藤テリア（２F)　市民の家 藤沢市藤が岡2-3-5 JR藤沢駅(徒歩20分) 原則第一、第三日曜の午後 0466-22-5881 石原

湘南小糸支部 0466-36-7422　種田

寒川金木犀支部 シンコウスポ－ツ寒川アリ－ナ 寒川町宮山275 JR相模線 寒川駅 (水) 12～15時 0467-75-5786　倉田

寒川北支部 寒川町北部公民館 寒川町宮山2820-1 JR相模線 宮山駅(徒歩10分) (金) 13～16時 080-5084-6907　古賀

寒川南支部 寒川町南部公民館 寒川町一之宮8-5-20 JR相模線 寒川駅 毎 (木) 9 ～ 12時 0467-75-7640　木村

神奈川県協会  湘南地域活動一覧表

（茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町）

お問い合わせは各支部の連絡先にお願い致します。


