
FC みなべジュニアスポーツ少年団 
１．競技種目   サッカー 

２．活動場所   上南部小学校 

３．活動日    土曜日：9 時～ 

４．募集対象   小学生～ 

５．PR ポイント サッカーを通じて、仲間作り、他人への

思いやり、感謝の気持ちを大切にし、集団でのルール、礼儀、

目標に向かって努力する事、忍耐力、そして子どもたちの健

全育成を図ります。 

《ファミリーバドミントン》 

１．日  時  平成２３年１１月６日（日） 

集合午前 ８:３０～  

開始午前 ９:００～ 

２．場  所  高城中学校体育館 

３．参加資格  みなべ町在住・在勤の社会人 

４．競技方法   初戦は、２１点の１セットマッチで行い、その結

果により A リーグ、B リーグにわかれトーナメ

ントを行う。（参加チーム数によりリーグ戦にな

る事もある。） 

トーナメントは１５点の３セットマッチ。 

みなべアスレチッククラブ 
１．競技種目   陸上競技 

２．活動場所   町民運動広場 

３．活動日    土曜日：8 時 30 分～ 

４．募集対象   小学生～ 

５．PR ポイント  スポーツの基礎、走ることを中心に、楽

しみながら体を鍛えてみませんか？スポーツが得意な方、苦

手な方、誰でも参加できます。また、紀三井寺競技場で開催

される大会やジュニア駅伝に向けての練習も行います。 

梅の里キックベースボールクラブ 
１．競技種目   キックベースボール 

２．活動場所   上南部小学校  

３．活動日    火木：16 時～、土日：15 時～ 

４．募集対象   小学生（上南部小学校児童） 

５．PR ポイント  女子児童のキックベースボールクラブで

す。大会は年 10 回程度で、他の習い事があってもＯＫ。興

味がある人は、体験も可能ですので、スニーカーを履いて 1

度蹴ったり投げたりしてみませんか？ 

みなべ少年野球クラブ 
１．競技種目   軟式野球 

２．活動場所   南部小学校等 

３．活動日    水：15 時～ 

土：12 時～ 日：未定 

４．募集対象   南部小学校児童 

５．PR ポイント   

野球だけでなく、スポーツ精神を学べる団体です。 

南部少年剣道クラブ 
１．競技種目   剣道 

２．活動場所   南部武道館 

３．活動日    火金：19 時～ 

４．募集対象   幼少～ 

５．PR ポイント  創立 43 周年。県剣道連盟・日本体育協

会スポーツ少年団加盟。日本剣道連盟認定社会体育上級指導

員のもと、日本古来の伝統文化である剣道を正しく学び、年

齢・体力に合わせた指導で個々の心身向上を目指します。 

梅花剣道友の会 
１．競技種目   剣道 

２．活動場所   南部・上南部小学校体育館 

３．活動日    南小：火水 19 時～ 

上小：金 19 時～ 

４．募集対象   年長～ 

５．PR ポイント  礼儀作法をしっかり学び、これからの社

会のリーダーになっていける生徒を育てる道場を目指して

おります。道場訓「凡事徹底」 

岩代少年野球クラブ 
１．競技種目   軟式野球 

２．活動場所   西岩代八幡神社横 

グラウンド 

３．活動日    水（放課後）、 

土、日 

４．募集対象   岩代小学校児童 1 年生～ 

５．PR ポイント   

特になし 

少林寺拳法南部スポーツ少年団 
１．競技種目   少林寺拳法 

２．活動場所   南部武道館 

３．活動日    月水木：19 時～ 

         ※水曜日は特別練習 

４．募集対象   だれでも 

５．PR ポイント 

いじめない・いじめられない、少林寺拳法でやさしくて、 

つよい子に育てる。 

和歌山県PRキャラクター 

「きいちゃん」 

 

 

現在みなべ町内で活動している小学生対象のスポーツ団体をご紹介します。 

様々なスポーツ活動が行われており、各団体で新規団員を募集しています。 

体験練習も可能ですので、気になる競技があれば気軽に参加してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生から入れる 



○何かご不明な点等ございましたら、みなべ町

教育学習課（TEL:0739-74-3134）まで。 

・団体の詳細まで把握できていない場合があり

ます。その場合は団代表者の連絡先をお伝えし

ます。 

・主に小学生で構成された、みなべ町スポーツ

少年団に所属、または所定の施設で練習を行っ

ている団体で、こちらで把握できた団体に掲載

のご案内を送付させていただきました。その中

で希望があった団体のみ掲載しています。 

・掲載の順番は、提出された順となっています。 

みなべ清城少年野球クラブ 
１．競技種目   軟式野球 

２．活動場所   清川・高城小学校 

３．活動日    火木：16 時～ 

         土日祝：半日～1 日 

４．募集対象   高城・清川小学校児童 

５．PR ポイント  礼儀やチームプレイの大切さを教えると

ともに、野球の楽しさや面白みを子供や保護者と一緒に学ぶ

チーム作りをしています。 

 

和拳連 御坊市部 みなべ道場 
１．競技種目   日本拳法 

２．活動場所   南部公民館 

３．活動日    木：19 時～ 

         土日：10 時～ 

４．募集対象   4 才～中学 3 年生まで 

５．PR ポイント  

礼儀、強さ、思いやりを育てます。 

 

サザンクロスＦＣ 
１．競技種目   サッカー 

２．活動場所   南小グラウンド、町民広場等 

３．活動日    火金:19 時～(南小)、土日:時間場所不定 

４．募集対象   小学 1 年生～6 年生 

５．PR ポイント サッカーを楽しみながら少年少女一人一

人の個性を伸ばし、集中力、自主性、創造力を養うことを目

的に活動しています。創部 14 年。日本サッカー協会に登録

している町内唯一のサッカークラブです。夢はＪリーガー！ 

プラリズム～梅舞～ジュニア 
１．競技種目   よさこい 

２．活動場所   中央公民館 

３．活動日    月 2 回 19 時 30 分～  

４．募集対象   小学１年生～ 

５．PR ポイント  

みなべ町内のよさこいチームです。 

町内のイベントや、田辺の弁慶祭りに向けて楽しく練習 

しています。 

南部バレーボールスポーツ少年団 
１．競技種目   バレーボール 

２．活動場所   南部、上南部小学校体育館 

３．活動日    土日：9 時～（午前中） 

月木（上小）火金（南小）：放課後 

４．募集対象   小学生 

５．PR ポイント 参加する曜日は自由。上記の活動日の中

から自由に選んで参加できます。段階に応じた指導を行い、

けじめのある生活習慣の確立と体力作りも目的の一つです。 

クライミング体験会 
１．競技種目   クライミング 

(ボルダリング、リード) 

２．活動場所   ボルダリング：旧清川中学校体育館 

リード：ふれ愛センター 

３．活動日    火木：18 時 30 分～（ボルダリング） 

         木：18 時 30 分～（リード） 

４．募集対象   小学生～ 

５．PR ポイント 現在みなべ町内では、ボルダリングとリ

ード競技の体験会が行われています。 

ボルダリング：ロープを使わないクライミングです。難易

度別に約 30 種類のルートが設定されているので、初体験の

方から上級者までどなたでも楽しめます。利用時間、体験会

などの詳細は、「みなべスポーツクライミングクラブ」と検

索していただくと、Facebook のページが出てきますので、

そちらでご確認いただけます。 

リード：ロープを使ったクライミングです。ロープを使う

ので、お子さんでも安心して楽しむことが出来ます。 

 

南紀カラテクラブ 
１．競技種目   カラテ 

２．活動場所   南部武道館 

３．活動日    火曜日：19 時 30 分～ 

４．募集対象   ５才以上～ 

５．PR ポイント  

 カラテって案外楽しいよ！ 

 明るく!気持ちよく！健康的に！丁寧な指導なので、 

安心して任せて下さい。 

 


