
No. 団体名 主な活動 役職 代表者名

1 おはなしサークル「おひさま」 読書 会長 松木　文子

2 福島組バスケットボールクラブ バスケットボール 会長 成田　慎

3 柏武道館 剣道 会長 藤森　友香

4 つがる市スポーツ少年団 スポーツ一般 本部長 田中　正治

5 K's　club テニス 会長 松橋　希良

6 つがる市地区更生保護女性会 ボランティア 会長 伊藤　ヒサ

7 つがる市囲碁愛好会 囲碁 会長 寺沢　康

8 つがる市稲垣木版画サークル 版画 代表 尾野　史郎

9 特定非営利活動法人つがる市スポーツ協会 スポーツ一般 会長 成田　昭司

10 向陽陸上SC 陸上 監督 千葉　俊裕

11 車力楽笑スポーツクラブ スポーツ全般 会長 外崎　和男

12 表千家サークル 茶道 代表 加藤　美保子

13 フレンドパークL・B 卓球 代表 米谷　隆子

14 つがる逍遙会 日舞 会長 倉光　一恵

15 シニアサッカークラブＦＣけるんず サッカー 会長 三上　秀敏

16 ひまわりレクリエーション会 レクリエーション 会長 西谷　須磨子

17 つがる市連合婦人会 婦人会 会長 尾野　洋子

18 つがる市ゲートボール協会 ゲートボール 会長 葛西　待江

19 わの会 手芸 会長 高橋　啓子

20 女舞姫　　　　（めぶき） よさこい 代表 秋田谷　敦子

21 木造短歌会 短歌 会長 成田　みつ

22 鼓友会 郷土芸能 会長 中野　春雄

23 稲垣歌謡クラブ 歌謡 代表 横山　勇一

24 つがる写真クラブ 写真 会長 工藤　純二

25 つがる俳句会 俳句 会長 石田　かつら



26 木造カラオケ教室 歌謡 会長 木村　幸子

27 つがる市スポーツクラブ協会 スポーツ 会長 西谷　須磨子

28 フレッシュ体操の会 ダンス 会長 村上　セツ

29 つがる市バレーボール協会 バレーボール 会長 山口　修一

30 特定非営利活動法人つがる野文庫の会 読書 理事長 長谷川　勝則

31 あざみの会 体力作り 会長 小寺　光枝

32 つがる市老人クラブ連合会 福祉 会長 傳法谷　幸一

33 つがる市テニス協会 テニス 会長 成田　幸雄

34 ケチャップ受験 バスケットボール 代表 小笠原　徹

35 つがる市グラウンド・ゴルフ協会 グランドゴルフ 会長 小山内富知男

36 車力ジュニアテニスクラブ テニス 会長 工藤　麻美

37 稲垣ヨガサークルヨガま～る ヨガ 会長 尾野　善泰

38 コーラス華 コーラス 会長 花岡　トキ

39 稲垣健球会 スポーツ 会長 黒滝　彰

40 日本教育書道会　月曜会 書道 会長 石川　美矢子

41 木造コミュニティ実行委員会 ボランティア 会長 白戸　英行

42 エドーズ フットサル 会長 小嶋　弘嗣

43 銀杏が丘ソフトボールクラブ ソフトボール 会長 坂本　大樹

44 Hangout スポーツ 会長 米谷　健

45 木造フォト遊 写真 会長 長谷川　良幸

46 つがる市柔道協会 柔道 会長 成田　正人

47 車力歌謡クラブ「楽歌声の会」 歌謡 会長 鈴木　敬二

48 つがる市卓球協会 卓球 会長 生田　稔明

49 陶芸サークル 陶芸 会長 長瀬　真里子

50 CALORINA ソフトバレー 会長 今井　晃太

51 つがる市ウオーキングの会 ウォーキング 会長 小田原　良三



52 つがる市手話サークル「カッコウ」 手話 会長 盛　生穂

53 車力バドミントンクラブ バドミントン 会長 北沢　秀世

54 つがる市サッカー協会 サッカー 会長 三橋　淳

55 稲垣大正琴サークル 大正琴 会長 高橋　紀子

56 木造ＦＣ サッカー 会長 野崎　純平

57 稲垣レクダンスサークル ダンス 会長 加藤　八津江

58 つがる宝生会 能楽 会長 工藤　光則

59 つがる市青少年健全育成推進協議会 青少年育成 会長 松橋　幸治

60 つがるこよりの会 こより 会長 木津　史人

61 柏ミニバス　スポーツ少年団 バスケットボール 会長 成田　昌隆

62 つがる市野球協会 野球 会長

63 車力バスケットボールクラブ バスケットボール 会長 蝦名　嘉栄

64 コーラス蕾の会 合唱 代表 齋藤　美代子

65 特定非営利活動法人つがる縄文の会 歴史 理事長 川嶋　大史

66 キルトサークル・プチ パッチワーク 会長 澤田　満代

67 つがる市木造女性会 婦人会 会長 嶋野　和子

68 つがる市ソフトテニス協会 ソフトテニス 会長 田中　聖史

69 JUNK　LAND ソフトテニス 会長 田中　聖史

70 車力ジュニアソフトテニスクラブ ソフトテニス 会長 関根　徹

71 KASIWA　SBC父母の会 ソフトボール 会長 成田　智秀

72 レディース・つがる（レクリェーションダンス） ダンス 会長 山谷　京子

73 稲垣剣友会 剣道 会長 野宮　直幸

74 齊藤塾 草野球 塾長 齊藤　優

75 木造剣礼会 剣道 会長 松本　政樹

76 車力書道会 書道 代表 鳴海　賢治

77 森田スキークラブ スキー 会長 盛　正志



78 つがる市文化団体協議会 文化一般 会長 鳴海　賢治

79 つがる市バスケットボール協会 バスケットボール 会長 長内　正一

80 つがる市走友会 陸上競技 会長 栗林　輝生

81 木造高校OB吹奏楽団ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 吹奏楽 団長 大高　大和

82 車力柔道少年団 柔道 団長 坂本　豪世

83 つがる市稲垣染物サークル 染物 会長 毛内　絢子

84 つがる市バドミントン協会 バドミントン 会長 大宅　清繁

85 つがる市ママサークルmama sun Anjels 家庭教育支援 代表 工藤　美穂

86 Dウィンド テニス 会長 伝法谷　恵美子

87 親の会　team GOOD tsugaru 子育て支援 代表 舘山　幸子

88 つがる市卓球親交会 卓球 代表 山内　冨裕

89 ボンバーマンバドミントンクラブ   バドミントン 代表 今　　伸子

90 ＦＲＥＥＬＡＮＣＥ ソフトバレー 代表 須藤　隆行

91 つがるＳＶＣ ソフトバレー 会長 山口　真一

92 卓球ラージ 卓球 会長 倉水　サツヱ

93 よさこい知求群会 　よさこい 会長 今　由紀子

94 つがる市バレーボールクラブ バレーボール 監督 境谷　柊人

95 つ★ガール バレーボール 代表 七戸　宏子

96 つがる市バスケットボール協会男女チーム バスケットボール 代表 平川　新介

97 つがる市相撲協会 相撲 代表 菊地　弘樹


