
№ 代表者・連絡先 練習日・時間

1-1 尾道
　衛藤 倫史
　 090-1184-5812

尾道市人権文化センター
 毎週火曜日
　14：00～16：30

松永公民館
 第1 第3金曜日
　13：00～15：00

松永コミュニティーセンター
 第2 第4木曜日
　13：00～15：00

1-3 筆の里くまの
　河登 友七郎
　 090-1350-4069

熊野町民体育館
 毎週火曜日
　15：00～17：00

1-4 酒都さいじょう
　金堂 政枝
　 090-7997-6937

西条中央ビル2階
 毎週火曜日
　13：30～15：30

 毎週土曜日
　13：30～15：30

 毎週日曜日
　9：00～11：00

可部公民館
 第2 第4水曜日
　18：00～21：00

№ 支部名 代表者・連絡先 練習日・時間

2-1 安芸つばき
　小笠原 邦夫
　 090-3379-3834

広まちづくりセンター
 第2 第4土曜日
　13：30～15：30

音戸まちづくりセンター
 毎週土曜日
　9：00～12：00

音戸町大浦崎会館
 毎週火曜日
　9：00～12：00

音戸町大浦崎体育館
 毎週木曜日
　9：00～12：00

安浦たんと 安浦まちづくりセンター
 毎週火曜日
　13：30～15：30

2-6 ごうはら城山
　西本 冨士夫
　 080-3053-3851

郷原まちづくりセンター
 第1 第2 第3木曜日
　13：00～15：00

2-7 Ｍｔ.野呂・川尻
　井上 重穂
　 090-2865-6439

川尻まちづくりセンター
 第1 第3金曜日
　13：00～15：00

2-8 とびしま蒲刈
　安森 典行
　 090-7895-2591

蒲刈まちづくりセンター
 毎週月曜日
　13：30～15：30

№ 支部名 代表者・連絡先 練習日・時間

3-1 北広島
　垰本 光夫
　 090-4693-5310

阿坂老人憩の家
 毎週水曜日
　19：00～21：00

 毎週水曜日(昼夜2回)
　13：30～15：00

　19：00～21：00

2022.6.29

西条中央ビル2階

三原市中央公民館

支部リスト 広島県スポーツウエルネス吹矢協会 (1/2)

 第1 第3水曜日
 第2火曜日、第4木曜日
　9：30～11：30

昭和北老人集会所
 毎週木、金、土曜日
 第2 第4日曜日
　9：00～11：00

江南ふれあいセンター
 第1 第3水曜日
 第2 第4土曜日
　10：00～12：00

【第２ブロック】広島県南部地区

　浜坂 俊幸
　 090-7138-2452

江田島オリーブ

2-2

1-6

【第１ブロック】広島県東・中部地区

呉焼山

1-2

2-3

1-5 東広島やよい
　宇吹 新次
　 090-1187-3186

三原さつき
　松尾 博昭
　 080-3877-0211

音戸清盛

フッキーズ松永
　伊達 睦雄
　 090-7778-9035

　正法地 光生
　 090-9500-0867

　今中 清典
 (自)0823-51-2176

　新宅 政治
　 090-2002-5770

三次みらさか
　藤定 守
　 090-3880-8423

みらさかコミュニティーセンター

【第３ブロック】広島県北部地区

3-2

2-5

2-4

支部名 練習場所

練習場所

練習場所

http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/onomiti.html
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/13/2613.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/matsunagachiikishinkou/matunagakou.html
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/matsunaga.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/matsunagachiikishinkou/matunagakomi.html
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/kumano.html
https://www.town.kumano.hiroshima.jp/www/contents/1140507430828/index.html
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/saijou.html
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-bhKnTKo94hk/map/?bm=sydd_spt_slo_p_ttl
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/yayoi.html
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-bhKnTKo94hk/map/?bm=sydd_spt_slo_p_ttl
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/yayoi.html
http://www.cf.city.hiroshima.jp/kabe-k/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/mihara.html
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/kyouiku/07.html
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/aki.html
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/111/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/yakeyama.html
https://www.mapion.co.jp/m2/34.30434987,132.55777233,16/poi=51619081_ipcbl
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/120/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/kiyomori.html
https://map.goo.ne.jp/place/WURHK8H7/map/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/kiyomori.html
https://map.goo.ne.jp/place/WURHC8H7/map/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/etajima.html
https://www.mapion.co.jp/m2/34.20092462,132.47473049,16/poi=64518740_ipcbl
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/yasuura.html
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/123/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/gohara.html
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/117/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/mtnoro.html
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/119/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/tobishima.html
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/122/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/kitahiroshima.html
https://www.mapion.co.jp/m2/34.63070068,132.46439064,16/poi=23430218336
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/mirasaka.html
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92729-4304+%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E4%B8%89%E6%AC%A1%E5%B8%82%E4%B8%89%E8%89%AF%E5%9D%82%E7%94%BA%E4%B8%89%E8%89%AF%E5%9D%82%EF%BC%92%EF%BC%98%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.7629281,132.9634314,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3550c275dc8893d3:0x4a700e6498710136!8m2!3d34.7629281!4d132.9656201?hl=ja
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-bhKnTKo94hk/map/?bm=sydd_spt_slo_p_ttl
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/kyouiku/07.html
https://www.mapion.co.jp/m2/34.30434987,132.55777233,16/poi=51619081_ipcbl
https://www.mapion.co.jp/m2/34.20092462,132.47473049,16/poi=64518740_ipcbl
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/etajima.html
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/yakeyama.html
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/yayoi.html
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/mihara.html
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/kiyomori.html
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/matsunaga.html
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/mirasaka.html
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92729-4304+%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E4%B8%89%E6%AC%A1%E5%B8%82%E4%B8%89%E8%89%AF%E5%9D%82%E7%94%BA%E4%B8%89%E8%89%AF%E5%9D%82%EF%BC%92%EF%BC%98%EF%BC%92%EF%BC%95/@34.7629281,132.9634314,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3550c275dc8893d3:0x4a700e6498710136!8m2!3d34.7629281!4d132.9656201?hl=ja


№ 支部名 代表者・連絡先 練習日・時間

 毎週月曜日
　13：00～15：00

 毎週水、木曜日
　19：00～21：00

3-4 三次きさ
　曽根 光生
　 090-4806-7403

三次市吉舎保険センター
 毎週水曜日
　9：30～11：30

№ 支部名 代表者・連絡先 練習日・時間

 毎週月曜日
　13：00～16：00

 第2水曜日
　13：00～16：00

祇園公民館
 第2 第4日曜日
　10：00～12：00

戸坂公民館
 第2 第4金曜日
　13：00～16：00

南観音公民館
 毎週木曜日
　14：00～16：00

吉島公民館
 毎週木曜日
　10：00～12：00

大野東市民センター
 第2 第4日曜日
　9：00～12：00

河内公民館
 第1  第3土曜日
　13：00～16：00

沼田公民館
 第2 第4日曜日
　13：30～15：30

伴福祉センター
 第2 第4日曜日
　13：30～15：30

4-4 安芸府中
　世羅 護
　090-2809-8686

府中公民館
 毎週水曜日
　13：30～15：30

 毎週日曜日
　13：00～15：00

 第1 第3土曜日
　13：00～16：00

 第2水曜日
　 9：00～12：30

吉島福祉センター
 第1 第3 第4水曜日
　13：00～16：30

大塚公民館
 第1 第2 第3日曜日
　9：30～11：30

真亀公民館
 第2 第4土曜日
　9：00～12：00

五日市公民館

同公民館が工事期間中は石内公民館

佐方市民センター
 第1 第3日曜日
　13：00～16：00

4-10 広島宮島
　谷口 節夫
　 090-4577-7140

宮島町杉之浦市民センター
 毎週木曜日
　13：00～17：00

2022.6.30

 第1 第3金曜日
　13：00～16：00

支部リスト 広島県スポーツウエルネス吹矢協会 (2/2)

楽々園公民館

中央公民館

　小池 修司
　 090-8717-6076

しょうばら敷信
　須原 実
　 090-4893-0543

敷信自治振興センター

練習場所

練習場所

 第1 第3日曜日
 第2 第4水曜日
　13：30～16：30

広島西
　藤岡 重信
　 090-7128-6828

広島安佐南
　高橋 昌和
　 090-2006-2352

草津公民館

美鈴が丘公民館

4-6

広島鯉城
　生馬 幸太郎
　 080-2881-4471

　矢野 厚
　 090-8684-3635

広島シーサイド

4-7

4-8

4-9

3-3

4-5

【第３ブロック】広島県北部地区 続き

広島西風新都
　小林 敏和
　 090-5705-1091

広島五日市
　菊田 勝
　 080-3052-8816

【第４ブロック】広島県西部地区

4-1

4-2

4-3

広島みすず
　桑原 房夫
　 080-6313-6919

広島中央

http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/shoubara.html
https://www.google.com/maps/place/%E6%95%B7%E4%BF%A1%E8%87%AA%E6%B2%BB%E6%8C%AF%E8%88%88%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/@34.835237,133.017383,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1bf346082f285aa!8m2!3d34.835237!4d133.017383?hl=ja
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/kisa.html
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92729-4211+%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E4%B8%89%E6%AC%A1%E5%B8%82%E5%90%89%E8%88%8E%E7%94%BA%E5%90%89%E8%88%8E%EF%BC%97%EF%BC%92%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91/@34.7186245,132.9914647,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3550e85bc6b00ff9:0x306b0407dc5c1e3e!8m2!3d34.7186245!4d132.9936534?hl=ja
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/chuuou.html
http://www.cf.city.hiroshima.jp/chuo-k/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/chuuou.html
http://www.cf.city.hiroshima.jp/gion-k/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/chuuou.html
http://www.cf.city.hiroshima.jp/hesaka-k/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/chuuou.html
http://www.cf.city.hiroshima.jp/minamikanon-k/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/chuuou.html
http://www.cf.city.hiroshima.jp/yoshijima-k/
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/site/onohigashisc/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/nishi.html
http://www.cf.city.hiroshima.jp/kochi-k/
http://www.cf.city.hiroshima.jp/numata-k/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/asaminami.html
http://3ei-ps.com/tomo-fukushi/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/fuchuu.html
https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/communitycenter/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/seaside.html
http://www.cf.city.hiroshima.jp/rakurakuen-k/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/seaside.html
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/misuzu.html
http://www.cf.city.hiroshima.jp/misuzugaoka-k/
http://www.cf.city.hiroshima.jp/misuzugaoka-k/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/seihuusinto.html
http://www.cf.city.hiroshima.jp/magame-k/
http://www.cf.city.hiroshima.jp/itsukaichi-k/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/itukaiti.html
http://www.cf.city.hiroshima.jp/ishiuchi-k/
http://www.cf.city.hiroshima.jp/ishiuchi-k/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/itukaiti.html
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/site/sagatascsc/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/miyajima.html
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/site/miyajimasc/12800.html
http://www.cf.city.hiroshima.jp/rakurakuen-k/
http://www.cf.city.hiroshima.jp/chuo-k/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/shoubara.html
https://www.google.com/maps/place/%E6%95%B7%E4%BF%A1%E8%87%AA%E6%B2%BB%E6%8C%AF%E8%88%88%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/@34.835237,133.017383,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1bf346082f285aa!8m2!3d34.835237!4d133.017383?hl=ja
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/nishi.html
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/asaminami.html
http://www.cf.city.hiroshima.jp/kusatsu-k/
http://www.cf.city.hiroshima.jp/misuzugaoka-k/
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/rijou.html
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/seaside.html
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/seihuusinto.html
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/itukaiti.html
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/misuzu.html
http://fukiyayasuura.g2.xrea.com/hirosima-fukiya/category1/chuuou.html

