
栃木県スポーツチャンバラ協会 

2017 活動報告 安納慶太 本部夢翔館 

平成 29年 1月 20日（金） 

西宮っ子ステーション放課後子ども教室にじいろ 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市西 1-2-13 

場所 ： 西小学校 第 2音楽室 

電話 ： 028-634-6129 

時間 ： PM 15：00～16:30 

対象 ： 3年生  

  

平成 29年 2月 3日（金） 

西宮っ子ステーション放課後子ども教室にじいろ 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市西 1-2-13 

場所 ： 西小学校 第 2音楽室 

電話 ： 028-634-6129 

時間 ： PM 15：00～16:30 

対象 ： 4年生～6年生  

  

平成 29年 2月 11日（土） 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：高橋寿久 

会場 ： 河内地域自冶センター（学習室 1,2,3） 

住所 ： 栃木県宇都宮市中岡本町 3221-4 

時間 ： AM 10：00～11：45 

人数 ： 35人（1年生～6年生） 

  

平成 29年 2月 17日（金） 

西宮っ子ステーション放課後子ども教室にじいろ 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市西 1-2-13 

場所 ： 西小学校 第 2音楽室 

電話 ： 028-634-6129 

時間 ： PM 15：00～16:30 

対象 ： 2年生  
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平成 29年 2月 18日（土） 

とちぎの子ども元気塾 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

会場 ： 今市青少年スポーツセンター 

住所 ： 日光市根室 609-1 

時間 ： AM 9：30～11：30 

人数 ： 45人（県内全域の小学 1年生～3年生） 

  

平成 29年 4月 25日（火） 

西宮っ子ステーション放課後子ども教室にじいろ 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市西 1-2-13 

場所 ： 西小学校 体育館 

電話 ： 028-634-6129 

時間 ： PM 14：30～16:30 

対象 ： 2年生  

  

平成 29年 5月 7日（日） 

第 6回郵便局長杯争奪 

第 18回栃木県スポーツチャンバラ選手権大会 

会場 ： 壬生町町民総合運動場 体育館 

住所 ： 栃木県下都賀郡壬生町壬生甲 3828 

時間 ： 開会式 10：00～（受付 AM 9：30） 

  

平成 29年 5月 8日（月） 

西宮っ子ステーション放課後子ども教室にじいろ 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市西 1-2-13 

場所 ： 西小学校 体育館 

電話 ： 028-634-6129 

時間 ： PM 15：00～16:30 

対象 ： 3年生  

  

平成 29年 5月 21日（日） 

第 14回 全国一斉あそびの日 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 足利市名草中町 1111-1 

会場 ： 名草セミナーハウス 

時間 ： AM 10：00～1:00 

費用 ： 無料 
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平成 29年 5月 22日（月） 

西宮っ子ステーション放課後子ども教室にじいろ 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市西 1-2-13 

場所 ： 西小学校 体育館 

電話 ： 028-634-6129 

時間 ： PM 15：00～16:30 

対象 ： 5年生～6年生  

  

平成 29年 6月 19日（月） 

西宮っ子ステーション放課後子ども教室にじいろ 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市西 1-2-13 

場所 ： 西小学校 体育館 

電話 ： 028-634-6129 

時間 ： PM 15：00～16:30 

対象 ： 4年生  

  

平成 29年 6月 26日（月） 

桜宮っ子ステーション 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 宇都宮市桜 3丁目 2番 22号 

場所 ： 桜小学校 体育館 

電話 ： 028-634-4481 

時間 ： PM 3：00～4：00 

人数 ： 21名（4年生） 

  

平成 29年 7月 3日（月） 

西宮っ子ステーション放課後子ども教室にじいろ 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市西 1-2-13 

場所 ： 西小学校 第 2音楽室 

電話 ： 028-634-6129 

時間 ： PM 15：00～16:30 

対象 ： 3年生～4年生  
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平成 29年 7月 10日（月） 

西宮っ子ステーション放課後子ども教室にじいろ 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市西 1-2-13 

場所 ： 西小学校 第 2音楽室 

電話 ： 028-634-6129 

時間 ： PM 15：00～16:30 

対象 ： 5年生～6年生  

  

平成 29年 9月 4日（月） 

西宮っ子ステーション放課後子ども教室にじいろ 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市西 1-2-13 

場所 ： 西小学校 第 2音楽室 

電話 ： 028-634-6129 

時間 ： PM 15：00～16:30 

人数 ： 17人（1年生） 

  

平成 29年 9月 11日（月） 

西宮っ子ステーション放課後子ども教室にじいろ 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市西 1-2-13 

場所 ： 西小学校 第 2音楽室 

電話 ： 028-634-6129 

時間 ： PM 15：00～16:30 

人数 ： 13名（3年生～4年生） 

  

平成 29年 9月 23日（土・祝） 

青少年セミナー 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市新富町 9-4 

場所 ： 宇都宮市雀宮生涯学習センター 

電話 ： 028-654-1013 

時間 ： AM 10：00～12:00 

人数 ： 19名～22名 
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平成 29年 9月 27日（水） 

西が岡宮っ子ステーション放課後子ども教室 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市宝木町 2-1064-32 

場所 ： 西が岡小学校 体育館 

電話 ： 028-650-4633 

時間 ： PM 15：00～16:30 

人数 ： 20名(3年生) 

  

平成 29年 10月 14日（土） 

とちぎ健康フエスタ 2017 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太・髙橋寿久・髙橋光 

住所 ： 栃木県宇都宮市駒生町 3337-1 

場所 ： 栃木健康の森 

時間 ： AM 10：00～15:00 

  

平成 29年 10月 15日（日） 

おやま開運まつり 

「スポーツチャンバラ」 

講師：安納慶太・髙橋寿久 

住所 ：小山市中央町 1-1-1 

場 所：小山御殿広場(小山市役所北側) 

時間 ：AM10：00～15：00 

  

平成 29年 10月 16日（月） 

壬生町東小学校「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県下都賀郡壬生町落合 3-5-21 

電話 ： 0282-82-0079 

時間 ： PM 15：00～16：00 

対象 ：  

  

平成 29年 10月 18日（水） 

簗瀬小学校 親子活動 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市南大通り 2丁目 6-6 

TEL  ： 028-633-0363 

時間 ： AM 10：20～11：20 

人数 ： 75名（5年生） 
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平成 29年 10月 23日（月） 

西宮っ子ステーション放課後子ども教室にじいろ 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市西 1-2-13 

場所 ： 西小学校 体育館 

電話 ： 028-634-6129 

時間 ： PM 15：00～16:30 

対象 ： 2年生 

  

平成 29年 10月 25日（水） 

田原宮っ子ステーション 

田原小放課後子ども教室 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市上田原町 355 

場所 ： 田原小学校 体育館 

電話 ： 028-672-0200 

時間 ： PM 15：00～16:30 

  

平成 29年 10月 28日（土） 

とちぎスポーツフェスタ  2017兼第 50回レクリエーション大会 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太・髙橋寿久・髙橋光 

住所 ： 栃木県栃木市川原田 760 

場所 ： 栃木市総合運動公園 

時間 ： AM 9：00～15：00 

  

平成 29年 11月 1日（水） 

ひいらぎ集会 壬生町安塚小学校 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県下都賀郡壬生町安塚 2078 （体育館） 

時間 ： AM 8：30～12：00 （開会式 8：50～） 

  

平成 29年 11月 6日（月） 

桜宮っ子ステーション 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 宇都宮市桜 3丁目 2番 22号 

場所 ： 桜小学校 体育館 

電話 ： 028-634-4481 

時間 ： PM 3：00～4：00 

人数 ： 21名(4年生)  

  

tel:028-634-6129
tel:028-634-4481


平成 29年 11月 8日（水） 

御幸ヶ原小学校 放課後子ども教室 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町 53-2 

場所 ： 御幸ヶ原小学校（体育館） 

電話 ： 028-663-0358 

時間 ： PM 15：00～16:20 

人数 ： 30名(5年生) 18名(6年生) 

  

平成 29年 11月 11日（土） 

みずほの緑の郷まつり 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市西刑部町 2510-10 

時間 ： AM 8：30～15：00 

駐車場 ： オオタニ裏手 北側 

  

平成 29年 11月 15日（水） 

御幸ヶ原小学校 放課後子ども教室 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町 53-2 

場所 ： 御幸ヶ原小学校（体育館） 

電話 ： 028-663-0358 

時間 ： PM 15：00～16:20 

人数 ： 48名 

  

平成 29年 11月 19日（日） 

栃木市西方総合支所 ふれあい学習 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：新井達雄 

住所 ： 栃木県栃木市西方町本郷 1705-1 

場所 ： 栃木市西方町総合文化体育館 

電話 ： 0282-92-0866. 

時間 ： AM 10：00～12:00 

人数 ： 子ども 12名 大人 7名 

 

平成 29年 11月 23日（木・祝） 

とちぎスポーツフェスタ  2017兼第 50回レクリエーション大会 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市新里町丙 254 

場所 ： 道の駅ろまんちっく村 

時間 ： AM 8：00～15：00 
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 平成 29年 11月 23日（木・祝） 

とちぎわんぱく公園 こどもの城 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太・道場生 

住所 ： 栃木県下都賀郡壬生町国谷 2273 

時間 ： AM 10：00～15：00 

  

平成 29年 11月 25日（土） 

「スポーツチャンバラ」 

講師：安納慶太 

会場 ： 中央公民館 うずま館  または中（なか）小学校体育館  未定 

住所 ： 栃木県小山市下河原田 864（中央公民館) 

     栃木県小山市南小林（おばやし）109（中小学校） 

時間 ： 9：30～11：30 

人数 ： 20～40人名（1年生～6年生） 

  

平成 29年 11月 29日（水） 

田原宮っ子ステーション 

田原小放課後子ども教室 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市上田原町 355 

場所 ： 田原小学校 体育館 

電話 ： 028-672-0200 

時間 ： PM 15：00～16:30 

人数 ： 23名（1年、3年） 

  

平成 29年 11月 30日（木） 

西宮っ子ステーション放課後子ども教室にじいろ 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市西 1-2-13 

場所 ： 西小学校 多目的室 

電話 ： 028-634-6129 

時間 ： PM 15：00～16:30 

対象 ： 2年生 
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平成 29年 12月 4日（月） 

上河内東小宮っ子ステーション放課後子ども教室 ゆずっこ 55 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市下小倉町 1302 

場所 ： 上河内東小学校（体育館） 

電話 ： 028-674-2106 

時間 ： PM 15：00～16:30 

人数 ： 16名(1年生、6年生)  

  

平成 29年 12月 5日（火） 

西宮っ子ステーション放課後子ども教室にじいろ 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市西 1-2-13 

場所 ： 西小学校 多目的室 

電話 ： 028-634-6129 

時間 ： PM 14：15～15:45 

対象 ： 1年生 

  

平成 29年 12月 6日（水） 

上河内東小宮っ子ステーション放課後子ども教室 ゆずっこ 55 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市下小倉町 1302 

場所 ： 上河内東小学校（体育館） 

電話 ： 028-674-2106 

時間 ： PM 15：00～16:30 

人数 ： 20名(3年生、5年生)  

  

平成 29年 12月 9日（土） 

とちぎの子ども元気塾 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市瓦谷町 1070 

場所 ： 宇都宮総合教育センター体育館 

時間 ： AM 9：30～12:00 
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平成 29年 12月 9日（土） 

とちぎの子ども元気塾 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市瓦谷町 1070 

場所 ： 宇都宮総合教育センター体育館 

時間 ： AM 9：30～12:00 

  

平成 29年 12月 11日（月） 

上河内東小宮っ子ステーション放課後子ども教室 ゆずっこ 55 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市下小倉町 1302 

場所 ： 上河内東小学校（体育館） 

電話 ： 028-674-2106 

時間 ： PM 15：00～16:30 

人数 ： 20名(1年生)  

  

 

平成 29年 12月 13日（水） 

田原宮っ子ステーション 

田原小放課後子ども教室 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市上田原町 355 

場所 ： 田原小学校 体育館 

電話 ： 028-672-0200 

時間 ： PM 15：00～16:30 

人数 ： 11名（3年～6年生） 

  

平成 29年 12月 18日（月） 

西宮っ子ステーション放課後子ども教室にじいろ 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市西 1-2-13 

場所 ： 西小学校 多目的室 

電話 ： 028-634-6129 

時間 ： PM 15：00～16:30 

対象 ： 3年生～4年生 
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平成 29年 12月 20日（水） 

上河内東小宮っ子ステーション放課後子ども教室 ゆずっこ 55 

「スポーツチャンバラ」 

 講師：安納慶太 

住所 ： 栃木県宇都宮市下小倉町 1302 

場所 ： 上河内東小学校（体育館） 

電話 ： 028-674-2106 

時間 ： PM 15：00～16:30 

人数 ： 13名(2年生）  
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