
サークル名 内容 週 時間 部屋

1 愛唱歌の会 歌を唄う 第１・第３ 月 午後 講堂

2 コ－ラスひまわり コーラスの練習 第１・第３ 月 午前 講堂

3 ハングルクラブ 韓国語の習得 第２・第４ 月 水 午後 工作室

4 カラオケ同好会 カラオケ機器を接続、カラオケ 第２・第４ 月 午後 会議室

5 アマドール 合唱 第２・第４ 月 午前 講堂

6 手話の会よつば 手話の学習 第２・第４ 月 午前 会議室/工作室

7 吟詩会 詩吟の練習 第１・第３ 火 午後 工作室

8 こてはし台火曜パソコン同好会 パソコンの学習 第１・第３ 火 午後 会議室

9 ブ－ゲンビリア フラダンスの練習 第１・第３ 火 午後 講堂

10 いきいき体操クラブ 健康体操を行う 第１・第３ 火 午前 講堂

11 パ－プル パッチワーク作品作り 第１・第３ 火 午前 和室

12 ひなげし琴の会 大正琴練習 第２・第４ 火 午後 会議室

13 漢字書道クラブ 書道の作品作り 第２・第４ 火 午前 講堂

14 木彫クラブ 木彫作品の作成 第２・第４ 火 午前 工作室

15 りんの会簡単料理教室 調理実習 第４ 火 午前～午後 調理実習室

16 ロ－ズガデ－ン パッチワーク作品作り 第１ 水 午後 和室

17 碁楽会 囲碁のリーグ戦 第１・第３ 水 午後 会議室

18 こてはし台水曜パソコン パソコン学習 第１・第３ 水 午前 会議室

19 ふれあいマージャン会 健康麻雀（女性） 第１・第３ 水 夜間 会議室

20 こてはし台ガーデニングクラブ 打ち合わせ 第２ 水 午後 工作室

21 こてはし台水墨画クラブ 水墨画製作 第２ 水 午前 会議室

22 アンサンブル・ドルチェ マンドリン・ギターの合奏練習 第２・第４ 水 午後 会議室

23 メヌエット コーラスの練習 第１・第３ 水 午後 講堂

24 太極拳愛好会 太極拳 第２・第４ 水 午後 講堂

25 さわやか３Ｂ体操 ｽﾄﾚｯﾁ、筋力運動 第２・第４ 水 午前 講堂

26 編物教室 手芸 第２・第４ 水 午前 工作室/会議室

27 花扇会 日本舞踊の稽古 第１・第３ 木 午後 講堂

28 愛唱歌　ドルチェ コーラスの練習 第２・第４ 木 午後 講堂

29 こてはしコ－シャ ヨガ 第１・第３ 木 午後 和室

30 健康体操（自彊術）クラブ 自彊術を行う 第１・第３ 木 午前 講堂

31 舞リハこてはし台教室 健康舞踊 第２・第４ 木 午前 講堂

32 脳の健康体操こてはし台 地域住民の脳トレ教室 第１・第３ 木 午後 会議室
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33 健康ランチクラブ 調理実習 第２ 木 午前～午後 調理実習室

34 英会話クラブ 英会話レッスン 第２・第４ 木 午後 会議室

35 こてはし台美術クラブ 絵画制作 第２・第４ 木 午前 工作室

36 楽しい折り紙クラブ 折紙の制作/（偶数月のみ） 第３ 木 午前 会議室

37 てん刻同好会 てん刻印の製作 第３ 木 午後 工作室

38 さわやか体操 体操を行う 第１・第３ 金 午後 講堂

39 ヨガビリー ヨガ 第１・第３ 金 午後 和室

40 四ツ葉の会 健康麻雀（女性） 第１・第３ 金 午後 会議室

41 こてはし台茶道クラブ お茶の稽古 第１・第３ 金 午前 和室

42 シニアリーダーこてはし台 シニア体操と運動評価 第１・第３ 金 午前 講堂

43 フォトクラブこてはし 写真撮影の勉強 第２ 金 午後 会議室

44 こてはし台金曜パソコン パソコンの学習 第３ 金 午前 会議室

45 茶筅会（表千家） 立礼式茶道を学ぶ 第４ 金 午前 会議室

46 お母さんのための料理教室 調理実習 第５ 金 午前～午後 調理実習室

47 ハンドメイクばら 着物リメイク 第１・第３ 土 午後 会議室/工作室

48 歴史クラブ 歴史を学ぶ 第３ 土 午後 会議室

49 みんなの日本語 日本語の学習 第１・第３ 土 夜間 工作室

50 ヘルスメイト 地域活動・食生活の改善 第１ 土 午前～午後 調理実習室

51 こてはし台ビデオサ－クル 情報交換を行い作品作りの向上 第２ 土 午後 会議室

52 貢将会 民謡の練習 第２・第４ 土 午後 和室

53 ジャズダンスコスモス ジャズダンスの練習 第２・第４ 土 午前 講堂

54 音の教室 ボイストレーニング 第２・第４ 土 夜間 講堂

55 押し花会 押花創作 第３ 土 午前 工作室

56 民謡クラブ 民謡の練習 第２・第４ 土 午後 工作室

57 こてはし台男性料理研究会 料理実習 第３ 土 午前～午後 調理実習室

58 ヨガサークルRAINBOW ヨガの実践 第１・第３ 日 午前 和室

59 グリ－ンダンスサ－クル 社交ダンスのレッスン 第１・第３ 日 午前 講堂

60 こてはし台囲碁クラブ 囲碁対局,勉強会 第２・第４ 日 午後 講堂

61 こてはし台将棋愛好会 将棋の対局 第２・第４ 日 午後 会議室

62 王将同好会 将棋の棋力向上 第２・第４ 日 午後 和室
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