
千葉市土気公民館活動サークル一覧 平成29年12月
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No. サークル名 活動内容 活動日等
1 ふあふあ 手編み 第1．2．4金曜9:30
2 手工芸クラブ 手工芸 第1．3木曜10:OO
3 男性料理クラブ 男性調理 第1土曜9:OO
4 第一華道 生花 第2木曜9:30

5 第二華道 活花 第2木曜13:30

6 青麦俳句会 俳句 第3土曜9:OO

7 土気書道会 書道 第1．3火曜9:30

8 土気囲碁クラブ 囲碁 第2．4日曜9:OO

9 土気歩こう会 健康 第1木13:OOミーティング
10 柿の木書道会 書道 第2．4金曜10:OO

11 山岡流剣舞愛好会 剣舞 第2 4日曜9:OO

12 土気詩吟愛好会 詩吟 第1 2．3水曜17:30

13 さざ波会 民謡･新民謡 第2 3．4水曜19:OO

14 土気民謡クラブ 日本民謡 第1 3水曜13:30

15 ポピークラブ ストレッチ､リズムダンス 第1 2．3．4火曜14:OO

16 ビューティフルクラブ ストレッチ･リズム体操 第1 2．3．4土曜10:OO

17 菊美会 日舞 第2 4月曜9:OO

18 コスモス ピアノでカラオケ 第1．3日曜10:OO

19 ヴィオラ コーラス(童謡･叙情歌等） 第4土曜13:30

20 土気ハーモニカクラブ ハーモニカ吹奏 第1．3月曜10:OO

21 錦葉会 民謡 第1 3水曜18:OO第2．4水曜13:OO

22 プエオハナウクレレ同好会 ウクレレ 第2 4水曜13:OO

23 プエオハナやさしいヨーガ ｮ－ガ 第1 3水曜13:30

24 洋寿会 新舞踊 第1 2.3.4木曜17:30

25 スポーツ吹矢 スポーツ吹矢 第1 2.3.4月曜13:30

26 ナヘレ土気 ウクレレ＆唄 第2 4日曜13:OO

27 ラビットキッズ 幼･小の健康体操､ダンス 第1．2．3．4金曜17:15～18:45

28 コーラルブリーズ
日
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石
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29 グリーンフオト 写真撮影 不定期

30 土気シビックウィンド オーケストラ楽器 第1．2．3．4．日曜17:30

31 アレアレアフラ フラダンス 第1．2．3．4金曜13:30

32 まゆだまの会 箏 第1．2．3．4木曜13 OO

33 ビアTOKEダンス 社交ダンス 第1．2．3．4火曜18 OO

34 近代日本文学閑話会 読書閑話､文学散歩 第3月曜9:30

35 土気フォークダンス フォークダンス 第1．3?4水曜10:OO

36 和裁クラブ 和裁 第1.2.4水曜9:30

37 パンフラワー パン粘土で花 第1．3木曜13:OO

38 石心会 囲碁 第2月曜9:OO

39 ニーハオ朋友 中国語 第1．3金曜19:OO

40 詩吟同好会 詩吟 不定期

41 ハングル 韓国語 第1．3土曜13:30

42 如月会 健康体操
I

第4火曜10:OO

43 サークル遊布 パッチワーク 第1．3水曜10:OO(13:OO)
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丸土 謡曲 第1．3月曜13:OO

45 すみれダンスサークル 社交ダンス 第2．3．4木曜13:30

46 ヘルシークッキング 生活習慣病予防料理 第2木曜9:OO

47 M&Tダンスサークル 社交ダンス 第1．3月曜17;30

48 ゆる～りヨーガ ｮ－ガ 第1．3．4月曜9:30

49 もみじの会 絵手紙 第3月曜13:30

50 とけルバート フルートアンサンブル 不定期

51 たちばな短歌会 短歌 不定期
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※各サークルの会員募集については､行っているところと行っていないところがあります。
※見学などの希望があれば､活動日について公民館窓口までご相談ください。
※募集しているサークルの活動内容については活動日に各団体の方に直接お聞きください。

土気公民館TEL.043-294-OO49
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No. サークル名 活動内容 活動日等

52 青年塾そら 障害者就労支援･運動 不定期

53 子育てサークルひだまり 親子ふれあい遊び 不定期

54 あすみコーラス コーラス 不定期
55 あさおき会 家庭教育座談会 不定期

56 AA東金グループ土気 健康増進､親睦 不定期

57 みどりの会 茶道 不定期

58 ほっとスマイル 子育てママの集まり 不定期
59 ハッピークッキング 料理 不定期

60 土気将棋クラブ 将棋 不定期

61 あすみクラブ 打ち合わせ 不定期

62 にEに『フレンズ 子育てママの集まり 不定期

63 あすみが丘母親教室 子育ての情報交換 不定期

64 こころ教宰 心の勉強会 不定期

65 土気絵本の会 会議･講習 不定期

66 カルテットLARK 弦楽アンサンブル 不定期

67 おもちゃの広場はじめのいつぽ 未就学児親子の触合い 不定期

68 おひさま 健康調理 不定期

69 みらいひろば 会話や手芸 不定期

70 ゆりの会 着付け 不定期

71 KCクラブ 楽器練習 不定期

72 卒業対策委員会 卒業記念品の制作 不定期

73 あしたばクラブ 料理 不定期

74 184クラブ フットケアの習得 不定期

75 パンパカパン パンを作る 不定期

76 COMCOMFamily 楽器練習 不定期

77 ハッピースマイル 子育て情報交換 不定期

78 土気シニアーリーダー体操教室 高齢者健康体操 原則:毎週木曜午前※随時参加可

79 土気自彊術 自彊術 原則:毎週木曜午前

80 水彩画 絵画 不定期

81 土気着付クラブみまぎく 着付け 不定期

82 ゆいま一る 自立支援･居場所作り 不定期

83 武当心身太極拳サークル 太極拳 第1．2．3．4週月曜夜間

84 ボランティアバンドふれあしバンド演奏･練習 第2．4週火曜午後

85 混声合唱グループオーク 合唱の練習 不定期夜間


