
〇よろこび広がる　“オトナの倶楽部活動”　団体情報一覧

No. サークル名 地区
主な活動
ジャンル

主な活動内容 主な活動場所 主な活動時間

1 赤碕民謡教室 赤碕 文化 舞踊 安田地区公民館 第1・3火曜日 １３：３０～１５：３０

2 名扇会赤碕教室 赤碕 文化 日舞 いきいき健康センター （毎週）水　１４：００～１６：３０

3 卓球クラブ 浦安 スポーツ 卓球 浦安地区公民館 （毎週）土　１５：００～１６：３０

4 詩吟教室（日本吟翔会 琴浦支部） 浦安 文化 詩吟 浦安地区公民館 第1・3金曜日 １３：３０～１５：３０

5 中国語講座 八橋 文化 中国語の学習 まなびタウンとうはく （毎週）火　１９：３０～２１：００

6 韓国語講座（入門・初級Ⅰクラス） 八橋 文化 韓国の方を講師に、韓国語を学習します。 まなびタウンとうはく （毎週）火　１８：００～１９：００

7 韓国語講座（初級Ⅱクラス） 八橋 文化 韓国の方を講師に、韓国語を学習します。 まなびタウンとうはく （毎週）火　１９：００～２０：００

8 上野オアシス会 赤碕 文化 踊り 上野集会場 （毎週）月・金　１９：３０～２１：００

9 光佳流　三浦会 浦安 文化 新舞踊 社会福祉センター （毎週）金　２１：００～２２：００

10 東伯民謡教室 浦安 文化 踊り 東伯文化センター 6・12・22日　１３：３０～１５：３０

11 ３B体操 安田 スポーツ 用具を使った軽運動。体力向上、生活習慣病予防などを目指します。 安田地区公民館
（毎週）金　１３：３０～１５：００
第１・３木曜日　１９：３０～２１：００

12 童謡をうたう会“スマイル” 成美 文化 童謡をはじめ様々なジャンルの歌を歌います。 赤碕文化センター 第１木曜日　１９：３０～２１：００

13 琴浦陶芸教室 八橋 文化 陶器を作って楽しんでいます。 まなびタウンとうはく 第１月・火曜日　１９：００～２１：１５

14 大山滝句座 八橋 文化 川柳を楽しみましょう！ まなびタウンとうはく 第３日曜日　１２：３０～１５：３０

15 逢束盆踊り保存会 浦安 文化 盆踊り 逢束自治公民館 （毎週）土　１９：００～２０：００

16 ふるさとを歌う会 浦安 文化 童謡・唱歌を中心にホームソングなどを歌います。 社会福祉センター （毎週）木　１４：４５～１６：１５

17 合唱団わかば 浦安 文化 合唱。合言葉は“笑顔で楽しく” 社会福祉センター （毎週）土　１３：００～１５：３０

18 ザ・ラニアルコーラス 浦安 文化 合唱、ボランティア活動 社会福祉センター （毎週）木　１９：３０～２１：３０

19 アレンジメント教室 安田 文化 フラワーアレンジメント 安田地区公民館 第４月曜日　１９：３０～２０：３０

20 やさいの学校 赤碕 文化 季節の野菜づくりと収穫 赤碕地区内 随時

21 琴修会東伯教室 八橋 文化 大正琴演奏、ボランティア活動 まなびタウンとうはく 第１・３木曜日　１３：００～１５：００

22 プレイコットン 赤碕 文化 パッチワークを楽しむ会。 赤碕地区公民館 第２金曜日　１３：３０～１５：３０

23 エコクラフト教室 赤碕 文化 牛乳パックとリサイクル素材のテープでの小物やバックづくり 赤碕地区公民館 第２水曜日　９：００～１２：００

24 折紙教室 赤碕 文化 季節の花や伝承折紙 赤碕地区公民館 第３火曜日　１３：３０～１５：３０

25 七宝焼きを楽しむ 赤碕 文化 伝統工芸（ガラス細工）体験 赤碕地区公民館 奇数月　金曜日　９：００～１２：００

26 赤碕地区公民館パソコン教室 赤碕 文化 ワードとエクセル学習 赤碕地区公民館 第１・３金曜日　１０：００～１２：００

27 パッチワーク教室 赤碕 文化 自分が作りたいものを楽しく作ります 赤碕地区公民館 第３木曜日　１３：３０～１５：３０

28 プレイコットン（パッチワーク教室） 赤碕 文化 作りたいものを楽しく作っています 赤碕地区公民館 第３木曜日　９：３０～１１：３０

29 フラワーアレンジメント教室 赤碕 文化 季節の花を使ってフラワーアレンジ 赤碕地区公民館 第２月曜日　１０：００～１１：００

30 ヨガ教室 赤碕 スポーツ ゆったりとした時間の中で心と体をほぐします 赤碕地区公民館 （毎週）木　１９：３０～２０：４５

31 男の料理教室 赤碕 文化 主に男性を対象にした地元食材を積極活用した料理教室 赤碕地区公民館 年５回等

32 パッチワーク教室 古布庄 文化 それぞれが作りたいものをたのしんでいます 古布庄地区公民館 第３月曜日　１３：３０～１５：３０



〇よろこび広がる　“オトナの倶楽部活動”　団体情報一覧

No. サークル名 地区
主な活動
ジャンル

主な活動内容 主な活動場所 主な活動時間

33 せせらぎ句会 古布庄 文化 俳句。五七五で四季の変化や思いを表現します 古布庄地区公民館 月１回　火曜日　１９：３０～２１：００

34 古布庄いけ花教室 古布庄 文化 活花。四季を通じて花を楽しみます 古布庄地区公民館 第２・４月曜日　１３：３０～１５：００

35 リフォームの会 古布庄 文化 着物や服を再利用して楽しくものづくり 古布庄地区公民館 随時

36 トールペイント倶楽部 上郷 文化 トールペイント（家具などの木製品に絵具を塗る手芸） 上郷地区公民館 月１回　不定期

37 太極拳教室 浦安 スポーツ 太極拳。集中力と体幹を鍛えます。 浦安地区公民館 （毎週）火曜日　１３：３０～１５：００

38 韓国語講座 八橋 文化 韓国語学習。楽しい時間を過ごしています 八橋地区公民館 毎月２回　火曜日　２０：００～２１：００

39 八橋パッチワーク教室 八橋 文化 布を縫い合わせて、バック・小物を作ります 八橋地区公民館 第２金曜日　１３：３０～１６：００

40 折紙サークル 八橋 文化 折紙。世界に一つだけの折紙を折って、四季折々色々と楽しんでいます 八橋地区公民館 第１水曜日　１３：００～１７：００

41 コットンクラブ 八橋 文化 パッチワーク、手芸など 八橋地区公民館 （毎週）日曜日　１３：３０～１５：００

42 ソフトバレーボール（八橋ママさんズ） 八橋 スポーツ ソフトバレーボール 八橋小学校体育館 （毎週）月曜日　２０：３０～２２：００

43 スポンジテニス（八橋ママさんズ） 八橋 スポーツ スポンジテニス 八橋小学校体育館 （毎週）月曜日　２０：３０～２２：００

44 からだリセットヨーガ教室 八橋 スポーツ からだにも心にもやさしい、リラックスヨーガをします 八橋地区公民館 毎月１・３火曜日　１４：００～１５：００

45 伊勢崎ＧＧクラブ 浦安 スポーツ グラウンドゴルフ、茶話会 白鳳館水辺公園、伊勢野公民会館前グランド （毎日）１３：３０～

46 西町お茶の会 赤碕 文化 お話会、食事会、ゲーム、旅行、編物、折り紙 西町公民館 （毎週）火　１３：００～１５：３０(第3土鳴り石ランチ）

47 徳万しあわせ会ＧＧ 八橋 スポーツ グランドゴルフ 徳万公園、東伯総合グラウンド （毎日）１３：３０～

48 徳万花造りクラブ 八橋 その他 花壇作り、手入れ、除草、樹木の選定 徳万公民館周辺 第１・３・４土、第２月、その他　９：００～１０：００

49 おしゃべりサロン 浦安 文化 手芸、折り紙、着物ほどき 浦安地区公民館 （毎週）木　９：３０～１１：３０

50 上法万高齢者グランドゴルフクラブ 古布庄 スポーツ グラウンドゴルフ 上法万運動場 （毎週）土　１３：００～１６：００

51 下中村元気クラブ 成美 スポーツ グラウンドゴルフ、ペタンク 下中村公民館 （毎週）金　８：００～１１：００

52 光好高齢者グランドゴルフ 下郷 スポーツ グラウンドゴルフ、茶話会 光好公民館、芝広場 （毎週）水　１３：３０～（夏季１４：００）

53 ふるさとを歌う会 東伯 文化 合唱練習 社会福祉センター （毎週）木　１４：４５～１６：１５

54 光グランドゴルフ同好会 保田 スポーツ グラウンドゴルフ、神社清掃、茶話会 光・下市グラウンドゴルフ場等 （毎週）土　１３：００～

55 東三軒屋クローバー会 赤碕 スポーツ グラウンドゴルフ、茶話会、月一昼食会、介護予防教室（隠岐さん） 東三軒屋広場・東三軒屋公民館  グラウンドゴルフ（毎日）８：００～　夏季・冬季　（毎週）火　１３：００～

56 宮木なかよし会 以西 スポーツ グラウンドゴルフ 勝田川河川敷、旧以西小学校 （毎週）土　夏季８：００～　その他の時期は午後～

57 健康づくり会 浦安 スポーツ 健康運動、お話会 東伯文化センター （毎週）木　１３：００～１５：００

58 安来節楽唄会 赤碕 文化 安来節（唄、三味線、踊り等の練習）、見守り、介護施設等への慰問　他 赤碕地区公民館他 （毎週）火・水　１８：００～２１：００

59 赤碕囲碁会 赤碕 文化 囲碁 赤碕地区公民館 第１・３・４・５週の金、第２週の木　１３：００～１７：００

60 Ｆクラブ 浦安 スポーツ ソフトバレーボール 勤労者体育館 （毎週）火　２０：００～２２：００

61 徳万ＧＧ同好会 八橋 スポーツ グラウンドゴルフ 徳万公園、東伯総合グラウンド （毎日）１３：３０～

62 上野オアシス会 成美 文化 踊り 上野集会場 （毎週）月・金　２０：００～２１：００

63 上釛ＧＧ愛好会 下郷 スポーツ グラウンドゴルフ 聖郷グラウンド （毎週）火・金　１３：００～１５：００

64 竹内グランドゴルフ仲良しクラブ 以西 スポーツ 体操、茶話会、グラウンドゴルフ 竹内公民館 （毎週）水　９：００～１５：００
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65 三本杉グランドゴルフグループ 古布庄 スポーツ グラウンドゴルフ 三本杉ふるさと広場 （毎週火・木・土）１３：００～１５：００

66 丸尾グラウンド・ゴルフ同好会 八橋 スポーツ グラウンドゴルフ 徳万児童公園 （毎週）火・木・土　午前

67 三保グランドゴルフ同好会 下郷 スポーツ グラウンドゴルフ 三保自治会　芝生広場 （毎週）月・水・金　１３：００～１４：４０

68 囲碁同好会 浦安 文化 囲碁会 社会福祉センター （毎週）水　９：００～１７：００　土　９：００～１２：００

69 逢束グラウンド・ゴルフ同好会 逢束 スポーツ グラウンドゴルフ 逢束第一広場 （毎週）火・木・土・日　８：３０～

70 ロハス 八橋 スポーツ 卓球、体操、茶話会、食事会 総合体育館 （毎週）金　９：００～１１：００

71 プラスワン 八橋 スポーツ スポンジテニス 総合体育館 （毎週）木　１３：３０～１５：００

72 杉下なかよし会 下郷 スポーツ グラウンドゴルフ 杉下広場 （毎週）月・木・土　１３：３０～

73 健康づくり会　小物　編み物 浦安 スポーツ 健康運動、指先運動、小物作り 東伯文化センター （毎週）金　１９：３０～２１：３０

74 なんてい会 八橋 スポーツ ソフトテニス＆ショートテニス 総合体育館、総合体育館テニスコート、勤体 （毎週）月・金　９：３０～１１：００

75 花見ストレッチ体操クラブ 赤碕 スポーツ ストレッチ体操 花見公民館 （毎週）火　１３：３０～１５：００

76 体力づくり 八橋 スポーツ ソフトバレーボール 総合体育館 （毎週）月・金　１３：３０～１５：３０

77 ザ・ラニアルコーラス 浦安 文化 コーラス練習、活動発表 社会福祉センター （毎週）木　１９：５０～（冬季１９：３０～）

78 ムグラ塾 赤碕 文化 昼食会、リフォーム、手芸、ストレッチ教室 椋家自宅 （毎週）水　９：３０～１５：００（午前はストレッチ体操）

79 徳万ＧＧ楽しもう会 八橋 スポーツ グラウンドゴルフ 徳万公園、東伯総合グラウンド １３：３０～

80 徳万５班女子会 八橋 その他 おしゃべり、花の手入れ、料理教室 徳万公民館、駅前通り 月・金　定例会は毎月第３金曜１９：００～

81 椿の会 浦安 文化 キーボードと歌の練習 社会福祉センター （毎週）木　１３：００～１４：３０

82 卓笑会 赤碕 スポーツ 卓球 農業者トレーニングセンター （毎週）火　９：００～ （月二回）土　１３：３０～

83 ３Ｂ体操東伯 浦安 スポーツ 体操 浦安公民館 （毎週）月　１３：３０～１５：００

84 トレセンクラブ 赤碕 スポーツ 卓球 農業者トレーニングセンター （毎週）火　９：００～　金　１３：００～

85 琴さくら 赤碕 文化 大正琴の練習 赤碕地区公民館 （毎週）金　１８：３０～２０：３０

86 安来節保存会西田教室 成美 文化 安来節 赤碕文化センター （毎週）火　１９：３０～２２：００

87 クリスタル 赤碕 スポーツ グラウンドゴルフ ふるさと公園 （毎週）土　１３：３０～

88 美好グランドゴルフ 下郷 スポーツ グラウンドゴルフ 美好広場 （毎週）月・木１３：００～１５：００（雨天の場合翌日）

89 にこにこクラブ 八橋 スポーツ ストレッチ体操、茶話会 保公民館 （毎週）水　９：３０～１１：００

90 花と緑の育成会 八橋 文化 園芸、運動、お話会、グラウンドゴルフ 八橋１区緑地広場 （毎日）１４：００～１６：００

91 徳万さわやか健康体操教室 八橋 スポーツ ストレッチ体操、お楽しみ会 徳万公民館 （毎週）月　９：３０～１１：００

92 東伯水曜クラブ 八橋 スポーツ ソフトバレーボール （総合体育館）八橋小学校 （毎週）水　２０：３０～２２：００

93 トレセングルメ 赤碕 スポーツ 卓球 農業者トレーニングセンター （毎週）木　１３：３０～１５：００

94 古布庄高齢者サークル 古布庄 その他 茶話会、ゲーム、体操 旧古布庄保育園 （毎週）月・金　９：３０～１１：３０

95 箆津グラウンドクラブ同好会 安田 スポーツ グラウンドゴルフ 箆津運動公園 （毎週）水　１３：３０～（雨天木曜日）

96 笑和会 八橋 その他 茶話会、手芸、折り紙、料理講習、体操、脳トレ 八橋２区公民館 （毎週）日　１３：３０～１６：００



〇よろこび広がる　“オトナの倶楽部活動”　団体情報一覧

No. サークル名 地区
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97 健康体操サークル 赤碕 スポーツ ストレッチ体操、レクリエーション 農業者トレーニングセンター （毎週）金　９：３０～１１：００

98 つる・かめグループ 以西 スポーツ 軽体操、音読、料理教室 大熊研修会館 毎月１７日ほか

99 楽踊会 浦安 文化 民踊 逢束自治公民館 （毎週）水　１９：３０～２１：００

100 保ひまわり 八橋 スポーツ グラウンドゴルフ 大元神社・保公民館、徳万児童公園 （毎週）月・木　８：３０　土　１３：３０

101 以西Ｇ.Ｇ.同好会河原芝班 以西 スポーツ グラウンドゴルフ、軽運動、町外大会参加、研修会 旧以西小学校校庭、芝公園 （毎日）８：００～１０：００（試合８：３０～１０：３０）

102 いきいき百歳体操グループ 以西 スポーツ いきいき百歳体操、茶話会 宮木公民館 （毎週）木　１３：３０～１６：００

103 スポンジテニスクラブ 赤碕 スポーツ スポンジテニス 農業者トレーニングセンター （毎週）火　１３：３０～１５：００

104 木曜ソフトバレークラブ 赤碕 スポーツ ソフトバレーボール・卓球 農業者トレーニングセンター （毎週）木　１０：００～１１：３０

105 いきいきクラブ 浦安 スポーツ 百歳体操、歌、研修旅行 森本医院地域交流会館 （毎週）木　１３：３０～１６：００

106 ストレッチ体操教室 成美 スポーツ ストレッチ体操、ウォーキング、手芸、文化センターカフェ、放課後児童クラブとの交流、ふなのえ子ども園との交流 赤碕文化センター （毎週）水　１０：３０～１２：００

107 東伯カラオケグループ 八橋 文化 カラオケ 和井家自宅 （毎週）木・月

108 フラワー 八橋 スポーツ フラダンス 八橋地区公民館 （毎週）金　９：３０～１１：３０

109 八幡町水曜会 赤碕 スポーツ 新わくわく琴浦体操、いす作り、料理、クラフト、折り紙、誕生日会 八幡町公民館 （毎週）水　１０：００～

110 あざみの会 赤碕 スポーツ ソフトバレーボール 農業者トレーニングセンター （毎週）金　２０：００～２２：００

111 下伊勢東いきいきサークル 浦安 その他 介護予防（体操等） 下伊勢東公民館 （毎週）水　１０：００～１１：００

112 ピンポン同好会 八橋 スポーツ 卓球 総合体育館 （毎週）月　９：３０～１１：００

113 フレンド卓球クラブ 赤碕 スポーツ 卓球 農業者トレーニングセンター （毎週）金　１９：３０～２１：３０

114 上郷卓球サークル 上郷 スポーツ 卓球 上郷地区公民館 （毎日）１３：３０～１５：３０

115 ハート♡クラブ 八橋 その他 脳トレ、体操、会話 旧中井旅館 （毎週）木　９：３０～１１：３０

116 健康教室 赤碕 その他 ストレッチ、新わくわく琴浦体操、手芸、料理 赤碕地区公民館 （毎週）火　９：３０～１１：００

117 旅がらす一座 八橋 文化 銭太鼓練習、発表会 徳万公民館 （毎週）木　９：００～１０：３０

118 わくわく体操カフェ 赤碕 その他 新わくわく琴浦体操 いきいき健康センター （毎週）火　１３：１５～１４：１５

119 稲荷公園グラウンドゴルフ同好会 浦安 スポーツ グラウンドゴルフ 稲荷公園広場 （毎日）天気の良い日　１３：００～１４：３０

120 赤碕女声コーラスまどか 成美 文化 コーラス練習、発表、慰問公演 赤碕文化センター （毎週）火　２０：００～２１：３０

121 はんど＆はあと 下郷 文化 パッチワーク、縫い物、編物、料理他 下郷地区公民館 （毎週）火　９：３０～１２：００

122 八橋グランドゴルフ同好会 八橋 文化 グラウンドゴルフ、研修会、大会参加 八橋児童公園 （毎日）天気の良い日　９：００～１１：３０

123 寄り合い処「みやがわさん」 八橋 その他 茶話会、脳トレクイズ、ゲーム、ミニ体操　他 宮川家自宅 （毎週）木　１０：００～１１：３０

124 琴ひまわり 安田 文化 大正琴練習 安田地区公民館 （毎週）金　１９：３０～２１：００

125 山川悠々会 以西 その他 百歳体操、新わくわく琴浦体操、食事会、バス研修 山川公民館 （毎週）木　８：３０～　冬場９：００～*第1水小塩さん

126 別宮サークル 古布庄 スポーツ グラウンドゴルフ　ほか 別宮交流センター （毎週）火・土　１３：３０～１５：３０

127 愛球会 赤碕 スポーツ 卓球 赤碕中学校 （毎週）土　２０：００～２２：００

128 きらり会 赤碕 その他 茶話会、旅行、レクリエーション 福井家自宅 （毎週）月　１３：００～１５：００
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129 桐谷家音読会 赤碕 文化 音読会　ほか 旧桐谷家住宅 （毎週）水　１０：００～１１：３０

130 MCI予防 八橋 スポーツ 介護予防体操、筋トレ、コグニラダー、折り紙、茶話会 徳万公民館 （毎週）水　１３：００～１５：００

131 美女軍団 赤碕 スポーツ ファミリーバドミントン 農業者トレーニングセンター （毎週）金　２０：００～２２：００

132 バウンスボール 赤碕 スポーツ バウンスボール 農業者トレーニングセンター （毎週）火　２０：００～２２：００

133 スマイル体操 浦安 その他 新わくわく琴浦体操　脳トレ 浦安地区公民館 （毎週）金　1０：００～１１：００

134 文化センターMCI予防教室 浦安 その他 体操、コグニラダー、筋トレ、指体操、折り紙、茶話会 東伯文化センター （毎週）火　1３：２０～１５：００

135 地蔵町元気会 赤碕 その他 体操、茶話会、地蔵尊念珠会 地蔵町公民館、地蔵堂 （毎週）木　１３：００～１５：００

136 赤碕ピンポン 赤碕 スポーツ 卓球 農業者トレーニングセンター （毎週）水　１３：３０～１５：００

137 MCI予防ほほえみ 赤碕 スポーツ ストレッチ体操、コグニサイズ、筋トレ、指あそび、茶話会 徳万公民館 （毎週）水　９：３０～１１：３０

138 たんぽぽ 東伯 スポーツ ストレッチ、バランスボール、ウォーキング他 総合体育館 （毎週）木　９：３０～１１：００

139 別宮介護予防クラブ 東伯 スポーツ 運動他 森の楽園 （毎週）水　９：３０～

140 徳万オレンジカフェ 東伯 その他 カフェ、体操、トランプ、カルタ他 徳万公民館 （毎週）金　１４：００～１５：００


