
稽古会 地域 都道府県 稽古会名 場所 主催者 日時 参加資格 主催者連絡先FB

1 北海道 北海道 札幌余市稽古会 隔週余市と札幌交互開催 三澤瑶輔・堀川勇 月2回 なし https://www.facebook.com/isamu.horikawa.5/

2 北海道 道北稽古会 北海道旭川市内（神楽区民館） 菅原一博・中村聡・西田智陽 月2回 なし
https://www.facebook.com/sugawara.kazuhiro.1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009497002143
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044881386070

〇 3 東北 宮城県 仙台稽古会 宮城野コミュニティセンター 稲葉春樹 毎週水曜日18時～21時 全人類 https://www.facebook.com/haruki.inaba.5030/

〇 4 宮城県 朝ポッポ稽古会 榴ヶ岡公園 稲葉春樹 毎週土日祝日8時～9時 全人類 https://www.facebook.com/haruki.inaba.5030/

〇 5 宮城県 一心館道場稽古会 荻袋一心館 菅原徹 月3回 全人類 https://www.facebook.com/profile.php?id=100011263951681

〇 6 福島県 いわき稽古会
いわき市平施設　
※初めての方はお問い合わせください

名木聡子 毎週水曜日　13:00〜15:30 武学に興味がある方どなたでも https://www.facebook.com/satoko.nagi.1/

〇 7 関東 千葉県 流山ピタゴラ八仙稽古会 流山 玉置亮達 毎週火曜日 なし https://www.facebook.com/tryoutatsu/

8 栃木県 栃木武學ゼロカラボ《零化実験室》 栃木県佐野市　佐野駅前交流プラザパルポート 大塚英志 月1回 なし https://www.facebook.com/deco41/

〇 9 東京都 亀流稽古会 亀有・流山 中川宜夫・玉置亮達 毎月1回土曜日 なし https://www.facebook.com/nobuo.nakagawa.52/

〇 10 東京都 太極波動団 東京都 大森ゆき 月2回 インストラクター受講者 https://www.facebook.com/yuki.omori.773/

〇 11 東京都 禮和会 代々木・阿佐ヶ谷 堀智哉・中川翔太・中川宜夫 毎週水曜日、第1・第3木曜日 なし https://www.facebook.com/katsuya.hori/

12 東京都 からだ探求～サムライ・ヴォイス～ 大田区・世田谷区 益田雅子・清成勇一 1～2ヶ月に1回 なし https://www.facebook.com/yuichi.kiyonari/

〇 13 東京都 多摩武器術倶楽部 都内 阪野智治・岩本美穂 1～2ヶ月に1回 志体術アドバイザー認定以上 https://www.facebook.com/profile.php?id=100002968442579

〇 14 東京都 武学自主練習会 新川区民館 佐藤惠一・安野弘之 月1回 自由～未経験者でもOK https://www.facebook.com/keiichiabc/

〇 15 東京都 小平詠春體術稽古会 小平市 阪野智治・中川翔太 毎週火曜日　21:00～1:00 志体術アドバイザー認定以上、電車が無くなりますので自力で帰れる人 https://www.facebook.com/profile.php?id=100002968442579

〇 16 東京都 代々木稽古会 代々木 堀智哉　 毎週月曜日 https://www.facebook.com/katsuya.hori/

〇 17 東京都 青空練習会 井の頭公園野外ステージ前 佐藤惠一 不定期 自由～未経験者でもOK https://www.facebook.com/keiichiabc/

18 東京都 女性向け練習会 都内各所 Junko Kikuchi・豊嶋 月1回 自由～未経験者でもOK https://www.facebook.com/junko.kikuchi1/

19 東京都 武学自主練習会 八王子ネット　八王子市元横山町3-1-5 小山裕 月1～2回 自由～未経験者でもOK https://www.facebook.com/makky.yutaka/

20 東京都 武學　世田谷練習会 代沢東地区会館　世田谷区代沢1-31-8 山崎元久 月1回 自由～未経験者でもOK https://www.facebook.com/profile.php?id=100040488397547

21 東京都 武学練馬自主練習会 石神井公園区民交流センター 桐竹正和 月1回 自由～未経験者でもOK https://www.facebook.com/masakazu.kiritake/

〇 22 東京都 武学医術練習会 東京都 加藤尭 月1～2回 なし https://www.facebook.com/katootakashi/

〇 23 神奈川県 体術稽古会inツルピカ堂 川崎市宮前区宮崎136-3エスポワール１階 中川宣夫 毎週木曜日18時～21時 なし https://www.facebook.com/nobuo.nakagawa.52

〇 24 神奈川県 医術稽古会inなかがわ身体調整館 川崎市宮前区宮崎136-3エスポワール１階 中川宣夫 毎週火曜日13時～17時 なし https://www.facebook.com/nobuo.nakagawa.53

〇 25 神奈川県 茅ヶ崎稽古会 茅ヶ崎 川口ゆき 月1回 https://www.facebook.com/yuki.kawaguchi.9634/

26 神奈川県 武学　相模原自主練習会 相模原市橋本 中村竜也 月1回　月末日曜 なし https://www.facebook.com/profile.php?id=100024625871563

27 神奈川県 横浜練習会 横浜元町自治会館、元町の厳島神社敷地内 金原究 毎週火曜日　18:00～21:00 なし https://www.facebook.com/profile.php?id=100007556504779

28 埼玉県 はにぽん稽古会 埼玉県本庄市 出牛順一・美紅 月1回 なし https://www.facebook.com/junichi.deusi/

〇 29 埼玉県 さいたま自主練習会 埼玉県さいたま市 加藤尭 月1～2回 なし https://www.facebook.com/katootakashi/
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30 埼玉県 戸田市武学自主練習会 戸田市笹目コミュニティセンター 中村恵美 不定期開催、現在日曜日 特になし、初心者・未経験者OK https://m.me/meguminlife

31 中部 愛知県 名古屋稽古会 愛知県名古屋市池下町 矢野達也 月1回 なし https://www.facebook.com/tatuya.miro9/

32 愛知県 みろくばーばサロン稽古会 愛知県名古屋市中川区 田中啓子 毎週木曜日 なし https://www.facebook.com/profile.php?id=100007071525293

33 愛知県 サムライ禮法練習会 in 三河 愛知県西尾市 松藤季晴 毎週水曜日 なし https://www.facebook.com/profile.php?id=100010388024469

34 愛知県 豊橋稽古会 愛知県豊橋市 加藤大貴 毎週金曜日 なし https://www.facebook.com/petesampras.vs.andreagassi/

35 愛知県 豊田練習会 愛知県豊田市 高橋恵子 月1回 なし https://www.facebook.com/profile.php?id=100014824322839

36 愛知県 一宮練習会 愛知県一宮市 礒部恒昌 月1回 なし https://www.facebook.com/nobuyoshi.isobe.31

37 三重県 三重県練習会 三重県鈴鹿市 相沢妙子 月1回 なし https://www.facebook.com/profile.php?id=100042291066373

38 三重県 侍ボディワーク 三重県津市 南部弘和 月1回 なし https://www.facebook.com/hirokazu.nambu

39 福井県 福井練習会 福井県福井市 関幹子 月1～2回　 なし https://www.facebook.com/mikiko.seki.750

〇 40 富山県 武学遊戯会 富山県滑川市 坂口慎 毎週木曜日（その他の日も可能） 志のもと世界をよりおもしろくしたいと思っている方 https://www.facebook.com/maloto.sakaguti/

41 長野県 上田稽古会 長野県上田市内 堀越智美 月1回開催 誰でも！ http://www.facebook.com/tomomi.horikoshi.16

〇 42 関西 兵庫県 武藝団
月曜日：尼崎市（上の島西会館）
水、金曜日：伊丹市（武藝団本部道場）

福納拓也
月・水曜日：19時～21時
金曜日：20時～22時30分 武藝団稽古会員、オンライン会員、その他は要相談 https://www.facebook.com/takuya.shimonuri/

43 兵庫県 自主練習会 in 神戸 兵庫県神戸市 松岡勝彦 不定期 志体術体験会の参加者 https://www.facebook.com/katsuhiko.matsuoka.9/

〇 44 兵庫県 武學白鷺稽古会（姫路） 姫路市立総合スポーツ会館　柔道場 的埜宏美 月1回 志体術体験会に参加し、正体礼法7日間チャレンジ終了者もしくは、天人チャレンジ7日間
終了者で武学を日常生活に活学していきたいという意欲のある人

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009856926347

45 兵庫県 REIER姫路・青空野外自主練 姫路城・姫路駅周辺の公園 北川有紀子 月1回　平日10時～14時 禮法・波動太極拳・自律医療検身術に興味のある方、一緒に練習してくださる方 https://www.facebook.com/aki.ki.90475

46 大阪府 大阪胡蝶庵♡稽古会 大阪府守口市 東野有希・川中サチ恵 月1回～2回 禮法に興味がある方、または習慣化されている方 https://www.facebook.com/yuki.higashino.750/

47 大阪府 武学の練習会 大阪市阿倍野区やその付近 武田昌美 月1回土曜日＋＠ なし https://www.facebook.com/profile.php?id=100045289835059

〇 48 大阪府 武学体術稽古会 大阪府 冨田献一朗 毎週
午前の部：礼法実践者、369コミュニティ参加者、正体礼法チャレンジコミュニティ参加者
午後の部：志体術アドバイザー講習受講者、酔八仙開門コース参加者

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004541469859

49 大阪府 武学寝屋川稽古会 アルカスホールor寝屋川市民会館 一ノ瀨達也 月2回程度　主に日曜日 初めての方から https://www.facebook.com/profile.php?id=100047578940894

50 滋賀県 パワスポ稽古会 滋賀県・京都府のパワスポ 加納達也 不定期 武学に興味のある方 http://www.facebook.com/kanotatsu

51 京都府 京都武学練習会 京都府 安井ヒデユキ 月1回 正体礼法7日間チャレンジ終了者 https://www.facebook.com/hideyuki.yasui.94/

52 奈良県 奈良　大和会 奈良県 萬谷尚三郎 月1回 志体術体験会受講者 https://www.facebook.com/shozaburo.mantani/

53 大阪府 関西自律医療定例稽古会 大阪府 山田知子 2ヶ月に1回 なし https://www.facebook.com/nobuo.nakagawa.52

54 兵庫県 武学農園 兵庫県神戸市西区押部谷町養田443-2 たいこや 吉田廣美・長澤健史 月1回　9:00〜16:00 なし https://www.facebook.com/profile.php?id=100012375722335

〇 55 中国 広島県 武学＠広島 広島県 硤合真大 週1～5回 検討中 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009466906708

56 広島県 「wai-thai」稽古会 広島県 笠間朋恵 週1回 検討中 https://www.facebook.com/naofangs/

〇 57 岡山県 岡山武学稽古会（武学のづどい） 岡山市 渡邊明雄（アキ雄） 月1回　土or日 なし http://www.facebook.com/aki.wat

58 山口県 山口武学練習会 山口県油谷青少年自然の家 田島大幹 月1・2回 なし https://www.facebook.com/daiki.tajima.98
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60 四国 愛媛県 四国武学練習会 松山市　愛媛県生活文化センター 山﨑元久 月1回 なし https://www.facebook.com/profile.php?id=100040488397547

61 愛媛県
しなやかな自分軸を育てる
月一レッスンとお茶会

愛媛県松山市花園町4番地１１　吉田ビル３F東 中嶋美知 月1回水曜日 特になし https://www.facebook.com/michi.nakashima.77/

62 香川県 香川武学自主練習会 高松市　喫茶ホワイトブラック 芝博文・筑後ひとみ 月1回 なし https://www.facebook.com/profile.php?id=100044635521406

63 香川県 香川西讚練習会 丸亀陸上競技場 芝博文 週1回 なし https://www.facebook.com/profile.php?id=100044635521406

64 香川県 香川東讚練習会 こども園だいご 筑後ひとみ 週3回 なし https://www.facebook.com/profile.php?id=100003077450685

65 香川県 小豆島武学練習会 タクラマ館（小豆島） 原田毅 週1回 なし https://www.facebook.com/haradabasketball

66 愛媛県 四国自律医療定例会 愛媛県松山市花園町4-11 吉田ビル 3F 山崎元久 毎月1回 なし https://www.facebook.com/nobuo.nakagawa.52

67 愛媛県 しこちゅー自主練習会 金生公民館（愛媛県四国中央市） 飛鷹由寛 不定期　月1回 なし https://www.facebook.com/shuuka.isikawa

68 香川県 観音寺練習会 カフェレスト城本(観音寺市昭和町3-2-23) 城本なぎさ 月1〜2回 特になし https://www.facebook.com/profile.php?id=100045989323548

69 香川県 高松武学朝練 太田コミュニティセンター他 芝博文 月1〜2回 初めての方から https://www.facebook.com/profile.php?id=100044635521406

70 高知県 高知武學稽古会 高知県本山町吉野公民館または高知市 川村拓也
本山町→木曜不定期
高知市→月1回土曜日または日曜日

なし https://www.facebook.com/profile.php?id=100043010642909

〇 71 九州 福岡県 平野薫稽古会 小倉 平野薫 月1回不定期 志体術アドバイザー受講以上 https://www.facebook.com/profile.php?id=100014577552647

〇 72 福岡県 武学ペンプク♡小倉 寿山市民センター 黒坂麻希子・有田美穂
毎週(木)18:30〜20:30　小倉で体験会などイベントの
際はお休みいたします。

なし
https://www.facebook.com/makiko.kurosaka.16
https://www.facebook.com/miho.arita.90

〇 73 福岡県 武学練習会　かんなり治療院 鍼灸かんなり治療院内 神成恭太 大体第2・第4土曜日（たまに月3回）18時〜20時 なし https://www.facebook.com/kannarichiryouin2011

〇 74 福岡県 Fukuoka武学コミュニティ 福岡中央市民センター中心に福岡市内 中山治美・神成恭太
月1回〜2回、体験会後に1時間程度の七要チェックも
あり

なし https://www.facebook.com/profile.php?id=100004460438521

75 福岡県 小郡御勢大霊石神社自主練習会 御勢大霊石神社（小郡市） 福島由子 火・水・木の8:30〜　30分〜1時間程度 なし https://www.facebook.com/yoshiko.fukushima.140

76 福岡県 北九稽古会 北九州市立生涯総合センター他 波平京子・有田美穂 月1〜2回（土日、不定期、毎月告知） 体験会参加者(一度に限り誰でもOK) https://www.facebook.com/profile.php?id=100019244684363
https://www.facebook.com/miho.arita.90

〇 77 長崎県 島原稽古会 島原市内及び南島原市内 入江るり 2週間に1度 なし https://www.facebook.com/ruri.irie

78 熊本県 くまもと武学自主練習会 大矢野総合体育館 満田栄二 毎月第3日曜日15：00～17：00 なし https://www.facebook.com/mituta.eiji/

79 熊本県 くまもと自主練習会 熊本県上天草市大矢野町中2289番 満田栄二 月に一回程度第3日曜日です。 なし https://www.facebook.com/mituta.eiji

〇 80 宮崎県 延岡武学稽古会 ハーモニー調整院 増田和博 週一ランダム（火曜か木曜） なし https://www.facebook.com/kazuhiro.masuda.90

81 宮崎県 宮崎武学道場自主練習会 宮崎市内（各回ごとにご案内） 汐口あゆみ 水曜18:00〜20:00を基本として月2〜4回 なし https://www.facebook.com/nico2ayu/

〇 82 鹿児島県 武學かごしま棍術稽古会 清水町公民館 城井剛一 第1木曜日　13:00〜15:30 認定アドバイザー以上 https://www.facebook.com/gshiroi

〇 83 鹿児島県 武學かごしま體術稽古会 清水町公民館 城井剛一 第2木曜日　13:00〜15:30 志体術体験会参加者以上 https://www.facebook.com/gshiroi

〇 84 鹿児島県 武學かごしま體術稽古会 蒲生ふるさと交流館 中元礼子 第3木曜日　13:30〜16:00 志体術体験会参加者以上 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010701186087

〇 85 鹿児島県 武學かごしま波動太極稽古会 清水町公民館 城井剛一 第4木曜日　13:00〜15:30 認定アドバイザー以上 https://www.facebook.com/gshiroi

86 沖縄県 沖縄武学自主練習会
ありがとう御庭（ひろば）
沖縄県那覇市鏡原1-63　

安次冨範子（あしとみのりこ）
090-3796-7808 月1回 自由参加 https://www.facebook.com/noriko.ashitomi

87 沖縄県 新都心公園青空稽古会 那覇市新都心公園 横田望 不定期　横田の時間の許す限りの時間 どなたでも https://www.facebook.com/nozomu.yokota
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