
  

若林クラブ 
 

参加団体を紹介します。 

お気に入りのクラブを 

見つけたら… 

ぜひ！体験･見学に 

お越しください。 

お待ちしています。 
 

 
お問い合わせは 
若林クラブ事務局まで… 
☎ 03－3414－5021 
（世田谷区立若林小学校内） 

フィットネス教室 

ストレッチやエアロビクス、ピラティ
スを組み合わせたフィットネス教室
です。日常の疲れを癒し、体幹を鍛
え健康で美しい身体を作ります。 
 
日時：土曜／１１:３０～１３:００ 
場所：若林小学校 会議室 
参加資格：小学生以上 
指導：大野美穂 
参加費： １回 1,000円 
開催日： 
 
 
 
 
 
キディ HP 
http://home.h02.itscom.net/kidi/ 

若林バスケットボールクラブ 

高校生以上の男女を対象にバスケ
ットボールを楽しんでいます。技術
の向上、体力のアップ･維持に参加
してください。 
 
日時：毎週金曜／１８:３０～２１:００ 
場所：世田谷中学校 体育館 
参加資格：高校生以上 
指導：― 
参加費： １回 100円 
開催日： 
 
 
 

キディフットボールクラブ 

年代、性別、技術レベルを問わず、
誰でも楽しめるサッカークラブで
す。希望者は世田谷区や東京都の
公式戦に参加することもできま
す。 
 
日時：毎週水･金･日／１８:３０～２０:３０ 
場所：若林小学校 校庭／ 

<不定期> 弦巻中学校、二子緑地等 
参加資格： 
①１８歳以上の男子 
②中学生以上の女子 
③３０歳以上の女子 
④３５歳以上の男子 

参加費：年会費制／ビジター制 
開催日：通常通り 
キディ HP 
http://home.h02.itscom.net/kidi/ 

若林バレー部 

５０歳代後半以降の女性主体の９人
制バレーボールをしています。クラ
ブチームには無理と思われるレベ
ルで健康維持を目的にゲームを楽
しんでいます。 
 
日時：毎週水曜／１８:３０～21:００ 
場所：世田谷中学校 体育館 
参加資格：一般女性 
参加費：年会費制 
開催日： 
 
 
 
 
 
 

若林ＳＣ野球部 キッズ 

小学生の野球チームです。「野球を学
び、野球に学ぶ！」をモットーに子ども
達は、大好きな野球に取り組んでいま
す。若小以外にも近隣の小学校からも
参加しています。野球を通じてたくさ
んの仲間と共に活動しています。 
 
日時：土曜／９：００～１３：００ 

日曜･祝日／１６：００～１８:００ 
火曜／１６：３０～１９：００ 

場所：若林小学校 校庭 
参加資格：小学１～６年生の男女 
指導：地域指導者 
参加費：月会費 3,000円 
開催日：通常通り 
 
連絡先： ０３‐３４１３‐８７２９ または 

０９０‐７９４１‐４９５８（池谷武彦） 
https://sites.google.com/site/wsckids/ 

卓球教室 

数人のコーチが在中し、初心者か
ら上級者まで誰でもいつでも楽し
める卓球教室です。 
 
日時＆場所： 
土曜 11:15～13:00／ 
若林小学校 体育館 

または 18:30～21:00／ 
世田谷中学校 特活室 

指導：市川富久ほか 
参加費： １回 ３００円 
開催日： 
 

 
 
 
キディ HP 
http://home.h02.itscom.net/kidi/ 

笑 in若林(よさこい鳴子踊り) 

幅広い年代･地域の枠を超えたメン
バーで構成し、地域のお祭りやイベ
ントを中心に活動しています。初心
者歓迎、見学･体験随時募集！ 
 
日時：毎週金曜／19:00～21:00 
場所：世田谷中学校 特活室 
参加資格：幼児以上 
指導：神谷駿佑 ほか 
参加費：年会費制 

／ビジター制 １回 500円 
開催日： 
 
 
 
連絡先 E-mail:  a.kamiya.shoin@gmail.com 
キディ HP 
http://home.h02.itscom.net/kidi/syouin.htm 

Ａ．Ｓ．ＷＡＫＡＢＡ 

セパタクローのボールを見たこと
ありますか？セパタクローは足で
やるバレーボール。アクロバティッ
クなプレーもできますよ。大人も子
どもも楽しめるスポーツです。 
 
練習日時＆場所： 
毎週月･火曜 世田谷中学校 体育館 
／１８:３０～２１:００ 

参加資格：どなたでも参加可能 
指導：現役、元日本代表選手 
講習会：毎月第 ３土曜  ５月１８日(土) 
講習会参加費：１回 1,000円(初回５００円) 
 
 
 
連絡先： 090‐5534‐4587（平瀬可奈） 
E-mail: nakakana0602@live.jp 

キディキディ 

幼児とその親を対象にした親子ス
ポーツ教室です。専門の指導者に
よるファミリーの心身の健康およ
びふれあいを高める楽しい教室で
す。 
 

日時：土曜／９:００～１１:００ 
場所：若林小学校 体育館 
参加資格：２歳以上の幼児とその保護者 
指導： 
神谷厚子 

<日本体育協会公認体操上級指導員>／ 
森田薫<日本サッカー協会Ｃ級指導員> 

参加費：１人１回３００円(家族上限 1,000円) 
開催日： 
 
連絡先： 090‐2638‐4350（森田 薫） 
 

若林ＳＣサッカー部 

地域に根差したクラブとして、若林小
学校に限らず近隣の子ども達もたく
さん入部して楽しく活動しています。
皆様、是非、入部して一緒にサッカー
を楽しみませんか。体験はいつでも大
歓迎です。 
日時：水･木曜／１６：３０～１８：３０ 

土曜／１３：００～２０：３０ 
日曜･祝日／９：００～１３:００ 

場所：若林小学校 校庭 
参加資格：年長～小学生の男女 
指導：地域指導者 
参加費：月謝制 
１･２年生 1,000円 ３～６年生 1,500円 
開催日：通常通り 
 
連絡先 E-mail : k@t-tun.net 
HP: http://www.geocities.jp/wsc123456ss 

若林剣成会 

若林剣成会は、子どもから大人まで男
女問わず楽しく剣道をしています。初
めて竹刀を握った人も経験者も頑張
って級や段を取得しています。一緒に
楽しく心身を鍛えませんか。 
 

日時＆場所： 
木曜 １８：３０～２１：００ 
／世田谷中学校 特活室又は体育館 
土曜 １８：００～２０：３０ 
／若林小学校 体育館 

参加資格：年少～大人の男女 
指導：     
参加費：月謝 2,000円（２人目以降 1,000円） 

開催日：通常通り 
連絡先 
E-mail： wkenseikai2003@gmail.com 
https://sites.google.com/site/kendowsc/ 

太極拳教室 

太極拳は、気持ちを落ち着け全身
をリラックスさせ、余分な力を使わ
ずに行う、円を主体とする全身運
動です。 
 
日時：土曜／9:30～11:30 
場所：若林小学校 会議室 
参加資格：小学生以上 
指導：<世田谷区武術太極拳連盟>丸毛エリ

／荻島初子 
参加費： １回 ７００円 
開催日： 
 
 
 
 
キディ HP 
http://home.h02.itscom.net/kidi/ 

竜球館空手教室 

本場沖縄の本格空手を５歳以上を
対象に指導しています。 
 
日時＆場所： 
毎週月曜 19:00～21:00／ 
世田谷中学校 特活室 

第４日曜 ９:00～13:00／ 
若林小学校 会議室 

参加資格：５歳以上 
指導：<沖縄空手道小林流竜球館>野原耕栄 

／野田亜紀 
参加費：月会費制 
開催日： 
 
 

世田谷 mama リーグ 

３０歳以上を参加資格とする８人制
サッカーリーグです。明るく、楽し
く、美しくをモットーにした誰でも参
加しやすい環境を作っています。 
 
日時：４月～１２月の日曜･祝日 
場所：渋谷区スポーツセンター他 
参加資格： 

３０歳以上主体の女子チーム 
参加費：チーム年間登録費 
開催日：キディＨＰ参照 
http://home.h02.itscom.net/kidi/ 
 

バレーボール同好会 

６０代を中心に幅広い年齢層で楽
しくやっています。メンバーの中で
チームを作って都の予選会にも参
加しています。 
 
日時：毎週火･金曜／18:45～21:00 
場所：若林小学校 体育館 
参加資格：４０代以上 
参加費：ビジター制 1回 100円 
開催日： 
５月３、７．１０、１４、１７、２１、24、２８、３１日 
 

 

 

 

 

若林ＳＣバスケ部 シャインズ 

若林小学校を拠点に活動する男女の
ミニバスケットボールクラブです。楽
しみながらバスケットを学びつつ、世
田谷大会優勝、都大会出場を目指し
て日々練習に励んでいます。バスケッ
トを通じて沢山の事が学べる素敵なク
ラブです。ぜひ一度見学･体験にお越
し下さい。 
 
日時：火･金曜／16:30～18:45 

日曜･祝日／10:00～15:00 
（月１，２回 10:00～18:00） 

場所：主に若林小学校 体育館 
参加資格：小学１～６年生の男女 
指導：地域指導者 
参加費：月謝制 1,500円 
開催日：通常通り 
https://sites.google.com/site/wkshines/ 

ふるさと若林郷土史研究会 

古い歴史と伝統のある若林地域、郷
土の歴史を発掘保存し後世に残した
いとの思いで活動しています。まだ未
熟ですが、地域の皆様のご協力、ご助
言、資料ご提供をお待ちしておりま
す。 
日時：不定期 
場所：若林小学校と若林の郷土歴史資
料館をお借りして行ないます 
参加対象： 
少人数の会員中心に研究活動をします。 
新規希望の方は会友からスタート。 
参加費：年会費 1,000円 75歳以上 500円 
連絡先: ０３‐３４１１‐２４６１ または 

０９０‐６１２４‐９６３１（月村） 
E-mail．tsuki_moon2001@yahoo.co.jp 
若林町会 HP 参照のこと 

http://kanto.me/wakabayashi-chokai/ 

 


