
　○　入会ご希望の方は、一度各クラブの活動状況の見学をお勧めします。

　○　（★）印のクラブは、現在クラブ員の募集をしておりません。

　○　詳細は公民館まで、お問い合わせください。

曜日 NO サークル名 内　容 活動日 時　間

1 生実パッチワーク パッチワーク 第1・3 10:00～12:00

2 生浜パソコン パソコン 第2・4  9:00～12:00

3 草塔句会 俳句 第2 13:00～15:30

4 土と釉の会 陶芸 第1・4  9:00～12:00   他

5 ストレッチサークルきらら ストレッチ 第1・2 ・他 10:00～12:00

6 輪投げクラブ 輪投げ 第1・3・他 13:00～15:30

7 サークルひまわり 社交ダンス 第2・4 13:00～16:00

8 菊鳳会 日本舞踊 第1・2 13:00～17:00

9 洋裁クラブ 洋裁 第1・3・他  9:30～12:00

10 ハッピーマザークラブ 育児サークル 第1 10:30～12:00

11 編み物クラブ 編み物 第1・3 10:00～12:00

12 生浜凧の会 凧作り 第1・3 13:00～17:00

13 シニアリーダー体操 介護予防の体操 第2・4 10:00～11:30

14 一櫂会 油絵 第1・3・他 13:00～16:00

15 モアナ　カイ　おいはま フラダンス 第1・3・他 13:00～15:00

16 ステップ生実 社交ダンス 第1・2 ・他 18:00～20:45

17 英会話 英会話 第1・2・他 10:00～11:30

18 革工芸クラブ 革工芸 第1・3 10:00～12:00

19 3Ｂ体操 健康体操 第1・3・他  9:40～12:00

20 墨生会 水墨画 第1・3 13:00～16:00

21 生浜詩吟クラブ 詩吟 第2・4 13:00～15:00

22 ＳＤＣサークル 社交ダンス 第1・3 13:00～16:00

23 クリック パソコン 第1・3  9:00～12:00

24 つくし会 水彩画 第2・4  9:00～12:00

25 生浜自彊術 健康体操 第1・3 10:00～11:30

26 銭太鼓蘇我鼓蝶会 銭太鼓 第2・4 10:00～12:00

27 菜の花クラブ 家庭料理 第2・4  9:00～14:00

28 書道クラブ 書道 第1・3 13:30～15:30

29 浜釉会（★） 陶芸 第1・3・他 13:00～16:00

30 さくら会 社交ダンス 第1・2・他 13:00～16:30

31 うたごえクラブ カラオケ 第1・3 13:00～16:00

32 パッチワーククラブ パッチワーク 第2・4 13:30～15:30

33 美音の会 大正琴 第1・3  9:00～12:00

34 楽窯会 陶芸 第1・3  9:00～11:30

35 健康体操クラブ（★）　　　　　　 健康体操 第1・2・他  9:30～12:00

36 創美会 タイルモザイク 第2・4 10:00～12:00

37 生浜琴美会 大正琴 第1・3 13:00～15:00

38 おいはま女声コーラス コーラス 第1・3・他 13:00～16:00

39 ヨーガクラブ（★） ヨーガ 第1・3・他 13:30～15:00

40 ＤＭＫダンスグループ ヒップホップダンス 第1・2 18:00～20:00

41 ペン習字 ボールペン・筆ペン 第1・3 10:00～12:00

42 陶芸ＯＢ会 1（★） 陶芸 第1・3  9:00～12:00

43 陶芸ＯＢ会 2（★） 陶芸 第2・4  9:00～12:00

44 羊の会 男の料理 第3  9:30～13:00

45 楽陶会（★） 陶芸 第1・2・他 13:00～16:30

46 ともしび 叙情歌・唱歌 第2・4 13:00～16:00

47 みつる会 日本舞踊 第1・3・他 13:00～17:00

48 海ほたる 社交ダンス 第1・3・他 19:00～20:45

49 スズラン会 健康体操 第2・4 10:00～12:00

50 総合氣功の会 総合気功 第1・3  9:00～12:00

51 遊釉会 陶芸 第1・3 13:00～16:30

52 囲碁・将棋クラブ 囲碁・将棋 第1・2・他 13:00～17:00

53 サンエス 社交ダンス 第1・3 15:00～17:00

日
曜
日

火
曜
日

木
曜
日

水
曜
日

金
曜
日

土
曜
日

令和２年度

生浜公民館クラブサークル一覧

生浜公民館（電話）０４３－２６３－０２６８

月
曜
日


