
平成３１年度　白井公民館サークル一覧 2019/7/9 更新
ＮＯ サークル名 活動内容 活動週 活動場所
1 白井囲碁クラブ 囲碁 １ ・２・３ ・４ 和室
2 土筆の会 日本画 ２・４ 工作室
3 剣友会 剣道 １・３ 講堂
4 いずみ民謡会 民謡 １・３ 工作室
5 白井サンデークラブ 卓球 １・２ ・３・４ 講堂
6 いとをかし 菓子作り 3 調理室
7 ゆず 卓球 １・２ ・３・４ 講堂
8 いずみフラワーレディース 華道 ２・４ 工作室
9 山吹の会 書道 １・２・４ 講習室１・２
10 山桜の会 書道 １・２・４ 講習室２
11 手結びの会 着付け １ 和室
12 コスモス 卓球 １・３ 講堂
13 すみれ 卓球 ２・４ 講堂
14 若葉短歌会 短歌創作 １(偶数月） 講習室１
15 夜 ダンスサークルＢＲＳ 社交ダンス １・２ ・３・４ 講堂
16 ヨガ教室 ヨガ １・３ 講堂
17 健康体操教室 ヨガ ２・４ 講堂
18 松樹会 カラオケ １・３ 講習室１
19 風美会 絵手紙作り ２（午前～午後） 工作室
20 さくら 卓球 １・２ 講堂
21 卓球ひまわり 卓球 ３・４ 講堂
22 睦月会 茶道 １・３ 和室
23 かごの会 クラフト工作 ４ 工作室
24 シニア体操白井 介護予防 １ ・２・３ 講習室２
25 翠天翔 舞踏 ２・４ 講習室２
26 映寿郎会 民謡・舞踊 １ ・２・３ ・４ 講堂
27 英会話クラブ 英会話 １ ・２・３ ・４ 工作室
28 ポケット 手話ダンス １・２・３ ・４ 講堂
29 パンの会 手作りパン ２（午前～午後） 調理室
30 白井ひまわりダンス 社交ダンス １・２ ・３・４ 講堂
31 カラオケハッピー カラオケ １ ・２・３ ・４ 工作室
32 白井健康ヨーガの会 ストレッチ運動 １・３ 和室
33 手芸クラブ 手芸 １・３ 講習室１
34 ひまわり フラメンコ １・３ 講習室２
35 泉高ダンスサークル ダンス 講習２・講堂
36 夜 剣友会 剣道 １・３ 講堂
37 プナケア フラダンス ２ ・３・４ 講堂
38 みつわ台クラブ 卓球 １ 講堂
39 ポエット トールペイント １・３ 工作室
40 藤の花 書道 １ ・２・４ 講習室１・２
41 さつき会 卓球 １ ・２・３ ・４ 講堂
42 てく 手芸 １・３ 工作室
43 ニワトリ ギター ２ ・４ 講習室１
44 空手同好会 空手 １・２ ・３・４ 講堂
45 午前 太極拳クラブ 太極拳 １・２ ・３・４ 講堂
46 エスペランサ 卓球 １ ・２・３ ・４ 講堂
47 水彩画いずみ会 水彩画 １・３ ・５ 工作室
48 野楽 和太鼓 １ ・２・３ ・４ 講堂
49 若葉ウィンドアンサンブル 吹奏楽練習 ４ 講習室１・２
50 並木会 卓球 １・２ 講堂
51 卓球めだか会 卓球 ３・４ 講堂
52 卓遊会 卓球 １ ・２・３ ・４ 講堂
53 すずめ会 民謡 １ ・２・３ 講習室１
54 夜 いずみダンス 社交ダンス １・２ ・３・４ 講堂
55 泉竹樹会 尺八 和室
56 トマト会 日本料理他 ２ 調理室
57 ステビア ハーブ 調理室
58 とみたーず 料理 調理室
59 千葉市パークゴルフ協会連合会 研修 講習室
60 グループホームさくらんぼ 会議・研修 講習１
61 ひまわり大正琴クラブ 大正琴 講習１・２
62 空手道勝輝塾 空手 講堂
63 高根ニュースターズ 少年野球 講習室
64 ルアナ　ピカケ　フラサークル フラダンス 講堂
65 カネオハナ・ワカ　フラサークルフラダンス 講堂
66 みどり卓球 卓球 講堂
67 ももの会 親子レク 和室
68 リリースターズ ダンス 講堂

※斜体太字優先

活動曜日等

日

午
前

午
後

月

午
前

午
後

火

午
前

午
後

夜

水

午
前

午
後

土

午
前
午
後

不
定
期

木

午
前

午
後

金
午
後

夜

夜


