
                   平成30年度　轟公民館クラブ連絡協議会加盟団体一覧表 平成30年9月１１日現在

曜日 クラブ名 内　　容 活動日（週） 時間帯 曜日 クラブ名 内　　容 活動日（週） 時間帯

月

曜

日

1 なごみの会 茶道（裏千家） １・３

午前

木

曜

日

28 リラックス ヨガ 毎週

午前2 山茶花の会 ストレッチ 毎週 29 菜の花会 洋裁 ２・４

3 ローズマリー　 社交ダンス １・４ 30 轟体操サークル 健康体操 毎週

4 プルメリアの会 フラダンス 毎週 31 コールたんぽぽ 合唱（女声） ２・４

午後
5 ストレッチサークル ストレッチ ２・４ 32 轟パソコン同好会 パソコン ２・４

6 西千葉将棋クラブ 将棋 毎週

午後

33 眞仙吟詩会 詩吟 ３・４

7 轟混声合唱団　 合唱（混声） １・３ 34 操体法同好会 健康体操 １・３

8 フラサークル　ピカケ フラダンス 毎週 35 千葉バロック合唱団 合唱（混声） 毎週 夜間

9 愛唱会 カラオケ ２・４

金

曜

日

36 リフレッシュ体操 健康体操 １・３

午前
10 マンデイ・ナイツ 合唱（男声） 毎週 夜間 37 ラージボール轟 卓球 １・３

火

曜

日

11 ピンボケクラブ 写真 2

午前

38 西千葉書道倶楽部 書道 １・３

12 キルトの会 パッチワーク １・３ 39 こあらサークル 親子遊び・子育て ２・４

13 さわやか健康クラブ 健康体操 毎週 40 手打ちそば　金曜会 そば打ち 毎週 午前・午後

14 手打ちそば・轟 そば打ち 毎週 午前・午後 41 彩の会 手描友禅染 １・３

午後
15 轟シャンティ ヨガ １・３

午後

42 JAZZ  DANCE  PINKY ジャズダンス 毎週

16 コーラスとどろき 合唱（女声） 毎週 43 みな月婦人会 地域婦人会 ２・４

17 房総古文書研究会 古文書解読 １・３ 44 子供創作バレエ バレエ（子ども） 毎週

18 TKNクラブ 弦楽器 毎週
夜間

45 ステップ　ワン・ツウ 社交ダンス １・３

夜間19 轟民踊会 民踊 毎週 46 ハングル友の会 ハングル語 毎週

水

曜

日

20 フラワーズフォークダンスクラブ フォークダンス 毎週
午前

47 子供創作バレエ児童部 バレエ（子ども） 毎週

21 桃の会 華道 １・３
土

曜

日

48 つれづれ会 絵手紙 1

午前22 手打ちそば　水曜会 そば打ち 毎週 午前・午後 49 ソレイユ 健康体操 1

23 なでしこの会 茶道（表千家） １・３

午後

50 ちぎり絵 和紙ちぎり絵 3

24 気功太極拳 けやき 太極拳 １・３・４ 51 轟クッキング倶楽部 料理 ２・４
午前・午後

25 さんさん民踊会 民踊 ２・４ 52 轟手打ち蕎麦保存会 そば打ち 1

26 楽々轟 卓球 ２・４ 53 鶴の会 俳句 1

午後
27 ロケラニ フラサークル フラダンス １・２・３ 夜間 54 いづみ会 茶道（裏千家） ２・４

55 轟囲碁クラブ 囲碁 毎週

56 ミュージックテーブル 合唱（混声） 毎週

57 とどろきハイビスカス フラダンス ２・４ 夜間

日

曜

日

58 千葉若潮少年少女合唱団 合唱（子ども） 毎週 午前

59 そばにち会 そば打ち １・３
午前・午後

60 江戸流手打ち蕎麦　轟そばの会 そば打ち ２・４

61 家庭倫理の会 セミナー 3
午後

62 轟詩吟クラブ 詩吟 ２・４

　 63 ルネッサンス ミュージカル 毎週 午後・夜間

 活動日・見学・入会

 などのお問合わせは、

 公民館事務室へ

 お申し出ください。　

  

 とどろき公民館   
    〒263-0021

    千葉市稲毛区轟町1-12-3

   ℡  251-7998


