
Ｎｏ 団体名 活　動　内　容 募集部屋名
1 越智ソシアルダンス金曜会 社交ダンス 第①2③4 金曜 夜間 ○ 講堂
2 オチハナ・フラダンス フラダンス 第①2③4 月曜 午前 ○ 講堂
3 チェリー 社交ダンス 第1②3④  金曜 午後 ○ 講堂
4 フラ・フィ・レフア フラダンス 第①　② 水曜 午後 ○ 講堂
5 エーデルワイス フォークダンス 第①　③ 木曜 午前 ○ 集会室
6 太極拳  初級 太極拳 第①2③4 火曜 午前 ○ 講堂
7 太極剣　 太極剣 第1②3 ④ 金曜 午前 × 講堂
8 中国民族舞踊 民族舞踊 第1②3④ 火曜 午前 × 講堂
9 太極拳緑会２ 太極拳 第①　③ 日曜 午後 〇 講堂

10 喜楽会（カラオケ） 歌の稽古 第① ③ 水曜 午後 ○ 集会室
11 いちょうの会 童謡・唱歌 第② ④ 月曜 午後 × 講堂
12 コーロ・アンダンティーノ 女声合唱 第②③ 4 土曜 午後 ○ 講堂
13 押花クラブ 押し花の作品作り 第①  ③ 金曜 午前 × 集会室
14 釉遊会 七宝焼き 第①②3 4 木曜 午前 × 会議室
15 新木窯会 陶芸 第①②3 4 木曜 午前 ○ 工作室
16 陶土会 陶芸 第①②3 4 土曜 午前 ○ 工作室
17 染花アートフラワー アートフラワー 第1　3 金曜 午後 〇 会議室
18 和紙ちぎり絵サークル 和紙ちぎり絵 第②  ④ 水曜 午前 ○ 会議室
19 ローズマリー 料理実習 第③ 金曜 午前午後 × 調理室
20 お話しの会はなみずき 読み聞かせの練習 第④ 木曜 午前午後 × 集会室他
21 わいわい塾 パソコン 第①③ 水曜 午後 ○ 会議室
22 越智詩吟愛好会 詩吟　 第①②3 日曜 午後 ○ 会議室
23 花祥会 書道 第①　④ 水・月曜 午前 〇 会議室
24 越智はなみずき台囲碁クラブ 囲碁 第①　② 日曜 午後 ○ 集会室
25 はなみずき台麻雀クラブ 麻雀 第② ④ 日曜 午後 ○ 講堂
26 麻雀同好会 麻雀 第①　③ 月曜 午後 ○ 講堂
27 越智おやじバンド バンド 第②　④ 土曜 夜間 〇 講堂
28 コール・オーキッド 混声合唱 第①　② 火曜 夜間 ○ 講堂
29 バロンズ 男声合唱 第③　④ 火曜 夜間 × 講堂
30 ☆はなみずき吹き矢同好会 吹き矢 第3 水曜 午後 ○ 講堂
31 ☆パンフラワールナクラブ 粘土による造花 第②　④ 金曜 午前 ○ 会議室
32 ☆パンフラワールナミントクラブ 粘土による造花 第①　③ 金曜 午前 〇 会議室
33 ☆ラッピングサークル ラッピングの練習 第4 土曜 午前 〇 集会室
34 ☆ながいき料理会B 料理実習 第3 火曜 午前 〇 調理室
35 ☆ながいき料理会C 調理実習 第3 水曜 午前 〇 調理室
36 ☆あじさいの会 茶道 第1  3 水曜 午前 ○ 集会室
37 ☆越智吟詠会 詩吟　 第1　 2 火曜 夜間 ○ 会議室
38 ☆しらゆり会 大正琴 第① ③ 月曜 午後 ○ 会議室
39 ☆ハッピーソーイング 洋裁 第①2③ 月曜 午前 × 会議室
40 越智パドル体操 パドル体操 第2　 金曜 午前 ○ 集会室
41 友和健美会 健康体操 第12 4 火曜 午後 〇 集会室
42 ひまわりダンスサークル 社交ダンス 第1 2 3 4 木曜 午後 ○ 講堂
43 チェリモア フラダンス 第3 木曜 夜間 × 講堂
44 ハワイアンフラ・ぷるめりあ フラダンス 第①　③ 金曜 午後 × 講堂
45 プアリリアコーアロハ フラダンス 第1  3 木曜 夜間 × 講堂
46 カーナニ フラダンス 第１ 水曜 午後 × 講堂
47 I S S U フラダンス 随時 午前 × 講堂
48 越智ソシアルダンス 社交ダンス 第①②3 4 木曜 午前 ○ 講堂
49 あすみが丘ダンスサークル 社交ダンス 第1 2 3 4 水曜 夜間 ○ 講堂
50 キューバンサルササークル９９ 社交ダンス 第2　4 月曜 夜間 〇 講堂
51 ダンスサークルはなみずき 社交ダンス 第3  4 水曜 午前 × 講堂
52 社交ダンス・ブルースカイ 社交ダンス 第4 水曜 午前 ○ 講堂
53 同好会　カトレア 社交ダンス 第2  4 月曜 午前 × 集会室
54 プリエの会２ クラッシックバレエ 第2  3 火曜 夜間 ○ 講堂
55 劇団　さくらんぼ 芝居　ダンス 第1 日土 午後 〇 講堂
56 空手道　闘心會 空手 第1 2 3 4 日曜 夜間 ○ 講堂
57 ヌマヅ 空手 不定期 土曜 夜間 × 講堂
58 高世会 民舞・新舞踊 第2　4 水曜 午後 ○ 集会室
59 悠々会 新舞踊・民謡 第①②3 4 水曜 午前 ○ 講堂
60 着つけなでしこ会２ 着付け 第2  4 水曜 午前 ○ 集会室
61 菜っぱの会 農業の情報交換 随時 午前 ○ 講堂
62 幹の会 豊かな老後を考える第2 木曜 午後 × 会議室
63 新日本婦人の会　カナリヤ班 唱歌 第2 月曜 午後 ○ 会議室
64 なでしこの会2 琴 第1 3　 木曜 午後 × 集会室
65 はもにか ハーモニカ 第2 土曜 午後 × 会議室
66 あすみが丘室内合奏団 合奏 第1　　4 土曜 午後 ○ 講堂
67 歌うラヴィアンローズ 歌の稽古 第1 2 3 4 月・金 午前 ○ 集会室
68 アンサンブル　グリーン 合唱 第1  3 水曜 午前 ○ 講堂
69 メジャーバンド バンド 第2　3 火曜 午後 〇 講堂
70 桃和会 津軽三味線・民謡 第2 4 火曜 午前 ○ 集会室
71 麻の会 手芸 第3 火曜 午後 ○ 会議室
72 すみれの会 絵手紙 第2 水曜 午前 ○ 集会室
73 喜楽会書道教室 書道 第①  ③ 木曜 午後 〇 会議室
74 「いろは」の会 書道 第1 2 金曜 午後 ○ 集会室
75 写新会 写真 第1 3 土曜 午前 ○ 会議室
76 フォークハーツＳ 木工 第2　4 水曜 午前 × 工作室
77 スタジオ　MOKO 木工 第3 金曜 午前 × 工作室
78 みそクラブ 味噌づくり 不定期 × 調理室
79 あすみが丘ラ・ヴィータ 料理 不定期 木曜 午前 調理室
80 英語クラブ 英会話 第1 3 4 土曜 午前 ○ 会議室
81 コスモス 俳句 第2 土曜 午後 ○ 会議室
82 越智俳句会 俳句 第4 土曜 午前 ○ 講堂･会議室
83 サキクサ短歌会 短歌 随時 ×
84 サロン三色 麻雀 第1 2 4 火曜 午後 ○ 会議室
85 緑区ママさんバレーボール バレーボール 随時 ○
86 越智はなみずき台テニス部 テニス 随時 ○
87 一球会 ゴルフ 随時 ○ 会議室
88 越智グラウンドゴルフクラブ ゴルフ 不定期 ○ 会議室
89 緑区健康友の会 健康 第3 水曜 夜間 ○ 会議室
90 越智プエオハナ ヨーガ 第2　4 月曜 午前 ○ 集会室
91 千葉演劇を見る会グリーンサークル 演劇鑑賞 不定期 ○ 会議室
92 シーエム会 囲碁研究 不定期 × 集会室
93 千葉土建緑分会の主婦の会２ ヨガ　アレンジメント 第1 月曜 午前 × 集会室
94 子どもお菓子サークル　クッキーズ＆ショコラお菓子 不定期 日曜 午後 ○ 調理室
95 碁友会 囲碁 第1 2 3 4 火曜 午前 ○ 会議室
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