サークル一覧(名古屋キャンパス)
団体名

CRUE

活動内容 バレーボール、バスケットボール、バドミントン
活動場所 体育館
活動日程 木曜 5限～6限
連絡先
ひとこと

Mail→s118036@m.chukyo-u.ac.jp

ほとんどの人が未経験でゆるーく楽しくスポーツしてます！
このサークル入って大学生活がより充実しました！気軽に参加してね～

団体名

環境ボランティアサークルNEO

活動内容 学内のペットボトルキャップの回収と仕分け
活動場所 教室(毎回教室場所が違うので随時お知らせします)
活動日程 週に1回(曜日固定ではありません)
連絡先
ひとこと

Twitter→@Neo48837885Neo

仕分けが終わった後にみんなでおしゃべりしたりトランプや人狼で遊んだりしてます！
とっても楽しいので是非サークルに来てみてください♪

団体名

Fresco

活動内容 テニス、月に一回のイベント
活動場所 八事キャンパステニスコート、植田水処理テニスコート
火曜 5限～6限
活動日程
水曜 3限～4限
連絡先
Twitter→＠abcdefresco
ひとこと

エネルギッシュandアクティブなテニスサークルFrescoです！
初心者から全国レベルまで幅広く所属しており誰でも楽しめます！月に一回のにテニス以外のイベントもあります！

Frescoに入って一緒に大学生活を楽しみませんか？

団体名

フォーク専科

活動内容 ライブ，合宿など
活動場所 教室，スタジオ，ライブハウスなど
8月 合宿(今年は未定)
活動日程
10月～3月 ライブ(予定)
連絡先
Twitter→@folk_senka
ひとこと

初心者も多く、のんびり楽しく活動しています。まずは一度遊びに来てみてください！
団体名

LOVERS

活動内容 バスケットボール
活動場所 御幸山中学校、駒方中学校
活動日程 未定
連絡先
ひとこと

Twitter→＠chukyo_lovers

楽しく熱いバスケしてます!!ぜひ参加して💛💛
団体名

アカペラサークル楽(がく)
自分たちの声だけでメロディーや伴奏，リズムを作り，曲を演奏す

活動内容 る「アカペラ」を行う。
活動場所 教室，カラオケ，公園
水曜4限、土曜2限以降
活動日程

※シフト制なので参加できない時間があっても大丈夫です。

連絡先
ひとこと

Twitter→@GAKU_a_cappella

アカペラを練習し，ライブハウスやストリートイベント，大学祭のステージなどでライブを行っています。
またアカペラだけでなく，合宿やクリスマス会など様々なイベントも開催しています。

団体名

GOKURI

活動内容 スカッシュやバレーボールなどのスポーツをします。
活動場所 スカッシュコート、体育館
活動日程 月曜 16:40～20:00
連絡先
ひとこと

Instagram→gokuri_chukyo

学年、男女関係なくとても仲の良いサークルです！

団体名

AERO

活動内容 国際子ども学校や名古屋モスクでのボランティア活動

NO

IMAGE

国際子ども学校や名古屋モスクなどで子どもたちに勉強
活動場所 を教えたり、朝鮮学校のお祭りに参加したりします。新た
な活動も企画中です！
活動日程 活動場所によって異なります！
連絡先

ひとこと

Mail→s118108@m.chukyo-u.ac.jp

AEROでのボランティア活動を出発点に、世界を広げよう！
多様な文化に触れ、グローバルな体験をしてみませんか？

団体名

ゆうりん

3歳から6歳のかわいい子供たちとクイズ・工作などのレク
活動内容 リエーションをしたり、一緒に施設のお片付けを行ったりし
ています。
活動場所 中央有鄰学院（JR大高駅の近く）
活動日程 日曜日（月1回程度）
連絡先
ひとこと

Twitter→＠yurin__circle

子供が好きな方、大学に入って新しい経験を積みたいと考えている方大歓迎です。
是非このサークルに入って楽しい大学生活を送りましょう。

団体名

フルコンタクト空手サークル

活動内容 毎週木曜日に二時間空手の練習してます

NO

IMAGE

活動場所 表山コミュニティセンター
活動日程 コロナの影響で今は未定です。
連絡先

ひとこと

Twitter→@cu_fullcontact

緩いサークルなので初心者大歓迎です！

団体名

WINNINGS

活動内容 テニス
活動場所 中京大学テニスコート、植田水処理センターテニスコート
水曜、金曜 16:40～18:00 中京大学テニスコート
活動日程
金曜 10:00～15:00 植田水処理センターテニスコート
連絡先
Twitter →@WINNINGS4
ひとこと

初心者から経験者まで様々な人が在籍しています！
テニスの技量に関係なく楽しめると思うのでぜひ一度遊びに来てください！

団体名

にじいろ倶楽部

読書，映像鑑賞，話題になっていることなどについて
活動内容
話し合ったりします。
活動場所 グループ学習室や教室等を借用（随時連絡します）
活動日程 月2回程度、16:40～18：10
連絡先
ひとこと

Twitter→＠Chukyo_Nijiiro

セクシュアリティについて知識を深め，個々人の違いを認めて，自分らしくいられる場所をつくりたい!!
基本的にまったりと活動しているので少しでも関心のある方はお気軽にご連絡をお願いいたします。

団体名

NO

IMAGE

ハラショー！

活動内容 創作（漫画、小説、etc...）
活動場所 学校内
活動日程 月4回
連絡先

ひとこと

Twitter→＠doujin_harasyo

主に創作活動。意見交換会も行います。

団体名

L'amorti（ラ・モルティ）

活動内容 テニス
活動場所 中京大学テニスコート
活動日程 月曜 5限～（長期休暇中は午前中）
連絡先
ひとこと

Twitter→@lamorti1

少人数なのでガッツリとテニスができます！

団体名

中京大学生協学生委員会

生協店舗(ペペ・購買・リーブル)における企画の開催・新歓
企画の実施
活動場所 教室(主に1号館)・生協店舗
火曜 17:00～19:00
活動日程
(長期休暇中は左記以外の時間でも活動)
連絡先
Mail→a519025@m.chukyo-u.ac.jp
活動内容

ひとこと

”委員会”とついていますがそんな堅苦しい団体ではありません…一緒に楽しく活動しましょう！

団体名

NO

IMAGE

Rosso e Nero(ロッソ エ ネロ)

活動内容 野球、アクティビティ
活動場所 野並公園、大学付近の公園
活動日程 第1週、第3週 土曜(非強制)
Mail→f119577@m.chukyo-u.ac.jp
連絡先
Instgram→rosso_e_nero.baseball

ひとこと

体を動かしたい、久しぶりに野球がしたい人におすすめ！昨年出来たばかりで自由度高↑
一緒にいいサークルを作り上げましょう！！先輩の人柄◎

団体名

d.circle

Stanford d.schoolを手本とした「自分のやりたいことを
叶える場所」としてのサークル。学部を問わず以下のこと
に興味のある学生を呼びかけ活動している。①国際英語
学部のシリコンバレー研修参加者によるシリコンバレー企
業やスタンフォード大学で得た知見と経験をシェアする場・
活動内容
アウトプットする場。②社会人としての基準として、人間
力・教養を身につけたい人。③学部問わず個人の得意分
野や興味分野に関する“学習”、加えて、ひとりでは学びに
くい金融・コーディングなどの“学習”をサークルとして行
う。
活動場所 教室貸与（現在はオンラインのみで活動中）
活動日程 水曜 17:00～18:30
連絡先
ひとこと

Mail→k517037@m.chukyo-u.ac.jp

大学開講になるまではオンラインで勉強会を毎週開催しています。
興味のある方はぜひご参加ください！

団体名

光画 -photo circle-

活動内容 写真の撮影・共有・展示
活動場所 1号館ゼミ室、Cスクエア、Twitter、instagram等
活動日程 水曜
連絡先
ひとこと

Twitter→@photo_kouga

写真を撮るのが好きな人、見るのが好きな人、カメラが好きな人大歓迎！
春学期中はTwitterとinstagramで毎日投稿してます！よかったら見に来てください！

団体名

中京サバイバルゲームサークル

活動内容 サバイバルゲーム（他大学との交流も含む）
活動場所 東海圏（主に愛知県）のサバイバルゲームフィールド
活動日程 月1～2日（土曜又は日曜）
連絡先
ひとこと

Twitter：@Chukyo_Sabage

サバゲーに興味ある方は是非！初心者でも大丈夫！

団体名

LAMPAGE

活動内容 ブレイクダンス
活動場所 エアロビスタジオ
活動日程 月曜、水曜 16:40～20:00
連絡先
ひとこと

Mail→k418052@m.chukyo-u.ac.jp

こんにちは！Breakin' Crew LAMPAGE（ランページ）です！
僕たちは週に２回体育館のエアロビスタジオで、ショーやバトルに向けて、
わいわいしながら楽しく練習しています！経験者、初心者問わずどちらも大歓迎です！
団体名

G.U.K

活動内容 スポーツ(主にバドミントン.バレー)
活動場所 体育館
活動日程 金曜 5限～6限
連絡先
ひとこと

Twitter→@guk20160511

どのサークルよりも先輩と仲良くなれ、思い出が沢山出来ます。少しでも興味もったら是非GUKへ！

Do it！

団体名

バスケ、バドミントン、バレーボール＋BBQやスノーボードな
どのイベント
活動場所 体育館、庄内緑地公園
活動内容

活動日程 木曜 5限～6限
連絡先
ひとこと

Twitter→＠Do_it_circle

和気あいあいとして馴染みやすいサークルです！一緒に大学生活を満喫しませんか？
サークル活動と宅建士合格を両立した先輩もいますよ☆

ABOUT

団体名

活動内容 バレー/バスケ/バドミントン/卓球
活動場所 体育館
活動日程 金曜 5限～6限
連絡先
ひとこと

体験だけでもぜひ来てください〜！

団体名

NO

Twitter→@about_chukyo

IMAGE

KYN

活動内容 バレーボール
活動場所 体育館
活動日程 水曜 3限～4限
連絡先

ひとこと

Twitter→@KYN87170246

初心者も経験者もバレーボールを楽しもう！

団体名

ChupaChapus

活動内容 チアダンス
活動場所 八事体育館
活動日程 火曜、金曜
連絡先
ひとこと

Twitter→＠cheer_chupa_cha

チアダンスに興味がある方、誰でも大歓迎です！

団体名

中京大学ライフセービングサークル

活動内容 海辺での監視活動
活動場所 鬼崎海岸、内海千鳥ヶ浜海水浴、新舞子マリンパーク
日曜→練習会
活動日程
夏は監視活動を週三回程度
連絡先
Twitter→@ChukyoLSC
ひとこと

大学で新しいことを始めたい方、是非ご連絡下さい。一緒に海の安全を守りましょう！

団体名

UNCINQ(アンサンク)

活動内容 バスケットボール/月１イベント
活動場所 体育館
活動日程 火曜 5限～6限
連絡先
ひとこと

Twitter→＠UNCINQ２

経験不問の中京１ゆる楽しいバスケサークルです！

団体名

APP(あいちパトロールぴーぽー)

活動内容 警察が主催するイベントへの参加、地域パトロールなど
活動場所 毎回違います、駅やショッピングモールなど
活動日程 不定期、月に3回ほど
連絡先
ひとこと

Mail→app.chukyo@gmail.com

他大学とも交流があります。公務員目指す方は是非！

団体名

MOUNTAIN RAID

活動内容 スノボ活動、イベント活動
活動場所 活動内容により異なる
活動日程 月に数回程度
連絡先
ひとこと

Mail→r118071@m.chukyo-u.ac.jp

合宿や学祭等楽しいイベント盛りだくさんです！

Anarchy (アナーキー)

団体名

活動内容 パーティー,BBQ,合宿,スノボ,学祭カラコンミスコン出演
︎
でも色んなところにお出かけするよ！
活動場所 主に八事や塩釜口❤
活動日程 月に2,3回集まりがあるよ！
連絡先
ひとこと

Twitter→@anarchy15th

大学生活楽しみたいなら入るべき中京１熱いサークル✨
インスタTwitterにたくさん写真貼ってるよ😳😳野球チームもあるよ〜⚾
️

SOUNDNOTE

団体名

活動内容 バンド
活動場所 ライブハウス（主にSOUNDNOTE、フェアリーテイルズ）
活動日程 月に一回程度のLIVE、年に二回の合宿等
連絡先
ひとこと

Twitter→@soundnote8510

初心者大歓迎！もちろん経験者も大歓迎！一緒にバンドしようぜ！詳細はTwitterを見てね！

SCRATCH

団体名

活動内容 バスケットボール
活動場所 名古屋キャンパスアリーナ
活動日程 水曜 5限～6限(予定)
連絡先
ひとこと

Twitter→＠chukyoscratch

男女合同でゆるーく活動してます！

団体名

ピンポン

活動内容 卓球
活動場所 アリーナ
活動日程 9～3月まで活動
連絡先
ひとこと

Mail→e119249@m.chukyo-u.ac.jp

まだ新しいサークルですが、みんなでわいわい楽しみましょう

団体名

ディズニーサークル

活動内容 レクリエーション、合宿など
活動場所 八事キャンパスの教室
活動日程 水曜 17:00～
連絡先
ひとこと

Twitter→＠Chukyo_Disney

ゆる～い感じで楽しく活動してます！

団体名

Cielo(シエロ)

活動内容 バレーボール
活動場所 中京大学体育館
活動日程 火曜 5限～6限
連絡先
ひとこと

Twitter→＠Cielo_Chukyo

週に一回火曜日に八事キャンパスの体育館でバレーボールをしています！
初心者、経験者誰でも大歓迎です！！
年二回の合宿や、BBQなどのイベントなども行っています！
Cieloで友達たくさん作りませんか？

団体名

アーデルハイド

活動内容 少人数で主にバドミントンのスポーツ
活動場所 体育館
活動日程 平日(曜日未定)だったり土曜だったり
連絡先
ひとこと

Mail→e119127@m.chukyo-u.ac.jp

実家で飼ってるんですが可愛くないですか？

団体名

Pasito

海外ボランティア活動、募金活動、他大学との交流会合
活動内容 宿、ミーティング活動 ＊新型コロナウイルスのため現在は
zoomでオンラインミーティング
活動場所 153教室 ＊新型コロナウイルスのため活動場所はzoom
活動日程 木曜 5限
連絡先

ひとこと

Instagram→pasito20160220
Twitter→@Pasito20160220
Mail→Pasito2020habi@gmail.com

こんにちは、Pasito代表の成瀬です！私たちPasitoは住居支援を主に目的としたボラン
ティア活動を行っています。InstagramなどのSNSではPasitoの活動やオンライン説明会
についての説明もあります！少しでも興味を持っていただけたら気軽に連絡してもらえる
と嬉しいです！Pasitoとはスペイン語で小さな一歩という意味を表します。私たちと一
緒に一歩踏み出しませんか？

団体名

キャンプレクリエーション研究会

学校の野外活動補助、地元の子どもたちと公園で遊び企
活動内容
画、他大学とのキャンプコラボ企画
活動場所 教室、アレーナ
活動日程 水曜、土曜or日曜
連絡先
ひとこと

c217003@m.chukyo-u.ac.jp

子供やキャンプが好きな方、他大学の学生と交流したい方、教員志望の方 特におすすめ
です！ 興味を持った方は、是非メールにご連絡ください！

団体名

アウトドアレクリエーション協会フレンズ

小学生を対象に毎月1回のレクリエーション
活動内容
レクリエーションのためのミーティング
活動場所 中京大学、名古屋市の公園
活動日程 週2回程度 5限～6限
連絡先
ひとこと

Twitter→@friendsoutdoor

小学生を対象に自然を盛り込んだレクリエーションを行っているボランティアサークルです！
子どもが好きな人以外にも、ボランティアがしたい人やレクリエーションの企画がしたい人に
オススメです！普通のサークルとは違って親御さん等の外部と関わりがあったり、アウトドア
系の資格がとれたり、様々な経験が出来ると思います！

団体名

法律研究サークル

活動内容 判例発表・判例研究など
活動場所 141教室(予定)
活動日程 水曜 17:00～
Mail→d118072@m.chukyo-u.ac.jp
連絡先
Twitter→@lawpray
ひとこと

公務員講座や資格対策講座等を受講している(した)学生が多く在籍しています。
質問等があればメールまたはTwitterのDMまで連絡をお願いします。

ひとこと

団体名

R.A.F(ラフ)

活動内容

ダンス

活動場所

体育館

活動日程

火曜、木曜 5限～6限

連絡先

Twitter→@RivalAndFellow

年間楽しすぎるイベント盛りだくさん！特に学祭での総勢100名ほどのサークルダンスは
注目度ナンバーワン！！初心者大歓迎！インスタTwitterチェックしてね！
団体名

nonknot

活動内容 バスケ、バレー、バトミントン、卓球
活動場所 名古屋キャンパス体育館
活動日程 毎週月曜5,6限
連絡先
ひとこと

Instagram→nonknot_chukyo

初めましてnonknot(ノンノット)です！！私たちはいろいろなスポーツを行ったり、BBQ、ス
ポーツ合宿などのイベントを行っております！！スポーツは初心者でも大歓迎ですし、先
輩たちも優しい人たちばかりです！新歓も計画しております。気になる方はnonknot公
式インスタグラムまで（＾＾）

サークル一覧(豊田キャンパス)
団体名

C.U.H.C.

活動内容 ハンドボール
活動場所 豊田市運動公園
活動日程 火曜、木曜
Twitter→＠CUHCUHC
連絡先
Instagram→c.u.h.c
ひとこと

経験者、未経験者ともに募集しています！一緒にハンドボールをしましょう！！！

団体名

Chukyo YES!

活動内容 バスケットボールサークル
活動場所 豊田市内体育館
活動日程 木曜
連絡先
ひとこと

Twitter→＠ChukyoYES

ゆるく楽しくバスケしてます！初心者未経験の先輩もたくさんいるので誰でも楽しめます！

団体名

POONA

活動内容 バドミントン

NO

IMAGE

活動場所 豊田キャンパス 三号館（新体育館）
活動日程 月曜
連絡先

ひとこと

Twitter→＠POONA_toyota

コロナの影響で不確定要素が多いですが、まずはご連絡ください！

団体名

U.C.Works

ゲーム作成、音楽作成、イラスト、シナリオetc自分のやり
たい創作活動
活動場所 16号館4Fグループ研究室D
活動内容

NO

IMAGE

活動日程 金曜
連絡先
ひとこと

Mail→t318008@m.chukyo-u.ac.jp

なにかあれば是非連絡してください！資料送ります

団体名

VoluntaR （ボランタール）

発達障害のある子供たちの遊びの補助（遠足、ボーリング
大会等もあります♪）
活動場所 サン・アビリティーズ豊田
月２～３回
活動日程
木曜 18:30～19:30
連絡先
Mail→c317044@m.chukyo-u.ac.jp
活動内容

NO

ひとこと

IMAGE

自由な時間沢山欲しいけど取り合えずサークル入っておきたい人、福祉に興味ある人、教職
目指す人、先輩にめっちゃ可愛がられたい人…どんな人も歓迎です！活動場所までの交通
費はこちらで負担します。半年に1回しか行けなくても問題なし。よくあります笑。そのくら
いゆるーくやってます。なんだこのサークル？と思った人、友達いなくてとにかく不安な人、
気軽にご連絡を♪ なんでも答えます！

団体名

女子バレーボールサークル［梅ぐみ］

活動内容 バレーボール

NO

IMAGE

活動場所 保見中学校体育館
活動日程 月・木（予定）
連絡先

ひとこと

Twitter→@uleea3

活動は豊田ですが、八事キャンパスの学生も所属しています！
豪快かつ爽快なバレーを私たちと一緒に楽しみましょう(^o^)/
お気軽にDMください！！Instagramもやってます！( chukyo_ume )
団体名

家庭科サークルSpica

活動内容 楽しく料理
活動場所 木曜 16:50～
活動日程 豊田キャンパス851号室
連絡先
ひとこと

Twitter→＠spica_kateika

人数は少ないですが楽しく料理をしてます！去年の学祭では豚汁をだしました(^^)
連絡はTwitterのDMでお願いします〜連絡お待ちしています♪

団体名

総合創作サークル BIT

活動内容 TRPG
活動場所 854教室(今学期はDiscordを用いて活動中)
木曜、土曜（今学期は時間不定）
活動日程
木曜21:00～、土曜相談
連絡先
Twitter→＠TRPG_BIT
ひとこと

TRPG をメインにゆるーーーく活動しているので、気軽に覗きに来てください！
TRPG をやったことない方でも大歓迎です、ツイッターでの連絡お待ちしてます！

団体名

NO

IMAGE

中京大学女子軟式野球サークル

勝つことを目標として活動しており、
夏には全日本女子軟式野球選手権大会があります。
活動場所 南山グランド
活動内容

活動日程 月曜、火曜、金曜、土曜
連絡先
ひとこと

Twitter→@chukyo_gbc

初心者から経験者までやる気のある人募集しています。
現在人数が十分ではないため、少しでも興味があれば連絡ください。

団体名

NO

IMAGE

中京大学トレーナー部会GET

トレーナーとしての知識・技術の習得のため、
活動内容 上級生による勉強会をメインとして活動
活動場所 18号館6階 AT実習室 ※春学期はオンライン
活動日程 水曜 3限
連絡先

ひとこと

Mail→j518039@m.chukyo-u.ac.jp

トレーナー志望の人はもちろん、教員やトレーナーの知識を活かした選手になりたい人など、
沢山の新入生をお待ちしています！

団体名

フルスイング

活動内容 テニスサークル
活動場所 テニスコート(センターハウス)
火曜・金曜
活動日程
春学期:4限後 秋学期:3限後
連絡先
Twitter→＠chukyofullswing
ひとこと

フルスイングは豊田キャンパス唯一の硬式テニスサークルです！テニス経験者はもちろん、
初心者の人でも大歓迎です！フルスイングに入れば、友達もできますし、サークル終わりに
友達や先輩とご飯に行ったり、遊びに行ったりと学校生活も充実したものになります！少し
でも興味があったら、連絡お待ちしています！現在、コロナによって大学に行けず、特に新0
年生の皆さんは大学生活に不安があると思います。なるべく早くコロナが収束し皆さんが
楽しく大学に通える日が来ることを願っています。そして、その時が来たら、一緒にテニス
を楽しみましょう！
団体名

NO

IMAGE

模型同好会

模型の製作（ジャンル自由）
活動内容 他大学との合同展示会への作品展示
中京大学とよた祭での作品展示・体験会の実施など
活動場所 豊田キャンパス or 各々自由に自宅での製作など
活動日程 月１回程度目安
連絡先

ひとこと

Twitter→@cyukyomokei

模型同好会は、主に他大学との合同展示会への作品展示や、中京大学とよた祭に向けて
ゆる〜く活動しています！
特に大学祭では、地域の子どもたちと模型を通した交流や体験などを行なっています。
一度きりの大学生活を「好きなこと」で楽しみませんか？
ジャンルはなんでもOK！
見るのが好きな方でも、作るのが好きな方でも、誰でも歓迎します！
少しでも気になったらTwitterにDMかリプを送ってください！大学生活の不安からサーク
ルに関することまでなんでも答えます！
※豊田キャンパスのサークルですが、名古屋キャンパスの学生も在籍しています！

団体名

スタジオM

定期的にライブを開催しています。
合宿やBBQなどのイベントも行っています。
活動場所 部室(青雲館)、８号館
活動内容

NO

IMAGE

活動日程 平日17:00～20:00 休日9:00～17:00
連絡先
ひとこと

Twitter→＠StudioM_tweet

活動は自由参加です！経験者・未経験者問わず大募集！音楽好きな一年生の諸君、
最高の仲間と音楽がここにあります！！！

団体名

中京大学 無印

野球を楽しみたい人をお待ちしています！
マネージャーも募集中です！経験問いません！
活動場所 猿投棒の手ふれあい広場野球場
活動内容

活動日程 火曜
Twitter→@mujirushi_89
連絡先
Instagram→@mujirushi_89
ひとこと

質問・入部希望等は気軽に連絡ください！

団体名

あなろぐげーむらぼ

活動内容 ボードゲーム等で遊ぶ

NO

IMAGE

活動場所 8号館1階
活動日程 月曜3限、4限～
連絡先

ひとこと

t318038＠m.chukyo-u.ac.jp

興味があれば是非連絡ください！

団体名

VBIP

活動内容 バレーボール

NO

IMAGE

活動場所 保見中学校
活動日程 月曜、木曜 19:00〜21:00
連絡先

ひとこと

c217069@m.chukyo-u.ac.jp

頻繁に大会へ出場し、楽しく真剣にバレーボールをしています。

団体名

NO

IMAGE

春～秋はオフトレとして、バレーやバスケなど
様々なスポーツをして体を動かします。
活動内容
冬はそれぞれが目標をもってスキーの技術向上を
目指して合宿を行っています。
春～秋、学内外体育館
活動場所
冬、白馬五竜スキー場
活動日程 月曜、水曜
連絡先

ひとこと

ゲレンデスキーサークル

Twitter→＠c_gelandeski

スキー初心者でも大丈夫です。少しでも興味があればぜひお越しください。

団体名

FRIENDS

活動内容 バスケットボール

NO

IMAGE

活動場所 中京大学、近くの体育館
活動日程 月曜、金曜
連絡先

ひとこと

Twitter→＠FChukyouniv

毎月イベントがあり、大会にも出場しています！一緒に楽しい大学生活を送りましょう！！

団体名

豊田生協学生委員会（GI）

新入生歓迎企画、学祭出店、クリスマス抽選会などを行っ
ています。
活動場所 学内
活動内容

活動日程 随時
Twitter→＠chukyo_tytgi、
連絡先
Instagram→chucoop.toyotagi
ひとこと

GIは、自分たちを含めた皆さんのより良い大学生活を目指して様々な活動を行って
いる団体です。東海地区だけでなく全国の大学生と交流することが出来るのもGIの
魅力の一つです

団体名

NO

IMAGE

Lightning Arrows

活動内容 バスケットボール
活動場所 梅坪台中学校体育館
活動日程 火曜日、金曜日 19時～21時
連絡先

ひとこと

Instagram→@chukyo_lightning.arrows

バスケ、勉強、バイトを両立させたい！大会で活躍したい！大学生活を充実させたい！
そんなあなたはぜひアローズへ！入って後悔はさせません！

