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令和　　　　　 年度

サークル・教室・講座 会員募集5
見学・初心者歓迎！問い合わせ・申し込みは各代表者へ。

●桂川町文化連合会所属サークル

各施設で行われているサークルなどを紹介

●桂川町体育協会所属サークル

桂川町体育協会では、様々なサークルが活動しています。見学、参加希望の方はお気軽にお問い合わ

せください。初心者の方も大歓迎です。また、市町村対抗「福岡駅伝」の出場者も募集中です。

【問合先】桂川町体育協会 事務局（総合体育館内）　☎６５・５１４５

団体名　嘉穂郡（桂川町）体育協会水泳部会
活動日　火・金曜日 /18:00～20:00
場　所　スイミングプラザなつき（嘉麻市）

02  水泳

団体名　桂川町ソフトバレーボール協会
活動日　水・土曜日 /20:00～22:00
場　所　総合体育館

12  ソフトバレーボール

団体名　桂川町卓球会
活動日　金曜日 /15:00～17:00
場　所　総合体育館（第２アリーナ）

04  卓球

団体名　修刀館
活動日　月・水・木曜日 /18:30～22:00
　　　　 第２・４金曜日 /18:30～21:00
場　所　月・水・木曜日／桂川町武道場
　　　　第2・4金曜日／東小学校体育館

03  剣道

団体名　桂川町ボウリング協会
活動日　第１日曜日 /13:30～15:30
場　所　第一ボウル（飯塚市）

06  ボウリング

活動日　水曜日 /20:00～22:00
場　所　総合体育館

09  ファミリーバドミントン

団体名　e-spot けいせん
　　　　（サッカー・ミニバスケット）
活動日　火～金曜日 /16:00～21:00
　　　　土・日曜日 /8:30～17:00
場　所　総合グラウンド、小学校、東小学校

01  総合型スポーツクラブ

団体名　JSK バウンドテニスクラブ
活動日　火曜日 /19:30～21:30
場　所　総合体育館

10  バウンドテニス

団体名　桂川町ソフトボール協会
チーム　内山田クラブ、土師二クラブ、バッ

トマン、ブレーカーズ、土居一ク
ラブ、パワーズ、吉隈クラブ、レッ
ドホークス、中屋クラブ、モンキー
ズ、やますい、二塚クラブ、桂川
シルバーソフト

活動日　日曜日 /6:00～8:30
場　所　町内各グラウンド

14  ソフトボール

団体名　Ｋ
2

活動日　水曜日 /19:30～21:30
場　所　桂川中学校体育館

13  バスケットボール

団体名　桂川スターキッズ
活動日　火・水・金曜日 /17:00～20:00
　　　　土曜日 /9:00～13:00
場　所　総合グラウンド

団体名　桂川町野球スポーツ少年団
活動日　月～金曜日 /16:00～20:00
　　　　土曜日 /9:00～17:00
場　所　第一町民グラウンド

05  少年野球

団体名　桂川バドミントンクラブ
活動日　水・金曜日 /20:00～22:00
場　所　総合体育館

団体名　ステップ・アップ
活動日　水曜日 /20:00～22:00
場　所　桂川小学校体育館

07  バドミントン

団体名　桂川町バレーボール協会
チーム　ＢＯＩ、レジェンド、豆田クラブ、
　　　　筑豊プラス、ベリーズ、二塚フレ
　　　　ンズ
活動日　チームにより異なる
　　　　20:00～22:00
　　　　第２・４木曜日はリーグ戦開催
場　所　町内各体育館

11  バレーボール

●健康増進・介護予防

健康増進や介護予防を目的と

したサークルです。気軽にご参

加ください。

【問合先】桂川町文化連合会事務局（住民センター内）

　☎６５・２００７

団体名　少林拳誠武会
活動日　金曜日 /19:00～21:00
場　所　桂川小学校体育館

08  拳法

大会名　第47回分館対抗バレーボール大会
日　程　6月18日㈰
場　所　総合体育館、桂川中学校

大会名　第16回分館対抗ソフトバレーボール大会
日　程　9月3日㈰
場　所　総合体育館

大会名　第65回分館対抗ソフトボール大会
日　程　10月22日㈰
場　所　総合グラウンド、町民グラウンド、
　　　　 桂川中学校、東小学校
　　　　 ※雨天の場合は中止（延期なし）

 ★   体育協会主催各種大会

講　師　救仁郷 登美子
代表者　救仁郷 登美子　
　　　　☎070・5496・3439
活動日　月3回 金曜日 /10:30～12:00
対象者　町内在住の方
受講料　月額3,500円（無料レッスン実施中）
場　所　総合福祉センター ほか

02  ＴＡＯエナジー気づきの体操

団体名　太極拳初心者教室
代表・講師　木附 伸子 ☎080-1722-2063
活動日　毎週月曜日 /13:00～15:00
会費等　月額2,000円
　　　（無料レッスン実施）
場　所　総合福祉センター

01  太極拳初心者教室

団体名　フラダンスサークル
講　師　渡辺　良子
代表者　上杉　順子　☎65・4600
活動日　月2～4回 金曜日 /10:30～12:00
受講料　月額2,000円
場　所　総合福祉センター ほか

03  フラダンス

指導者　川野 直子
活動日　隔週火曜 /13:00～
場　所　住民センター

01  筑豊会 （民謡）

代表者　溝部 嘉隆　☎62-3835
指導者　有吉 嶺嵐
活動日　第1・3・4水曜 /14:00～
場　所　住民センター　

03  青山会 （詩吟）

代表者　澤田 志津子 ☎62-5306
指導者　佐々木 香華
活動日　第2・4水曜 /10:30～
場　所　住民センター

04 真珠の会 （大正琴）

代表者　安永 徹
　　　　☎090-2511-7748
指導者　安永 徹 ほか
活動日　土曜 /18:00～
場　所　住民センター

06  王塚太鼓 （和太鼓）

指導者　美作 キヨコ
　　　　☎070-2333-4567
活動日　月曜・火曜
場　所　演歌道場教室

02  遠藤実日本演歌道場 （カラオケ）

代表・指導者　手島 和登美
　　　　☎090-5026-9997
活動日　第2・4金曜 /13:00～
場　所　住民センター

05  ハーモニカ教室 （ハーモニカ）

代表・指導者　中野 恭子 ☎090-4352-7825
活動日　毎週水曜・木曜 /19:00～
場　所　桂川町寿命 草野宅

07  若柳流 ふじの会 （日舞）

代表者　松本 恵子　☎65-2477
指導者　若柳 佐和久
活動日　毎週金曜 /13:00～
場　所　土居一区公民館

08  若柳流 若幸会 （日舞）

代表者　藤川 峯男　☎65-2700
指導者　キム・英子・ヨンジャ
活動日　第1水曜 /13:30～
場　所　住民センター

09  桂川短歌会 （短歌）

代表者　花田 ムツ子　☎65-0431
活動日　第3木曜 /13:00～
場　所　住民センター

11  桂川俳句会 （俳句）

代表者　大塚 綾子　☎65-1072
指導者　①大塚 綾子・西尾 真由美
　　　　②尾田 ひとみ　☎65-1374
活動日　①月3回木曜・土曜 /19:00～
　　　　②第2・第4金曜／14:00～
場　所　①大塚宅　②尾田宅

14  池坊 （華道）

代表・指導者　白石 史郎　☎65-5842
活動日　毎週土曜 /13:00～
場　所　住民センター

10  桂川囲碁クラブ （囲碁）

代表者　芳中 俊一　☎23-7086
活動日　第1水曜 /19:00～
場　所　住民センター

12  ピンボケ会 （写真）

代表者　花田 裕子　☎65-0063
指導者　森部 久美子
活動日　月2～3回水曜 /20:00～
場　所　長明寺

13  コーロ・マーヤ（コーラス）

指導者　八児 正信（土師焼窯元）
申込先　総合福祉センター　☎65・0001
募集人員　10人（定員になり次第締切）
活動日　9:30～11:30
受講料　月額4,000円
場　所　いきいきセンター「桂寿苑」

04  陶芸サークル

鶴の会でございます。
この度体調不良のため、歌謡舞踊・新千曲流　鶴の会を終えるに当たり、ご挨拶を申し上げます。この四十五
年の長い間活動をして参りました。桂川町の皆様にはたくさんのご支援をいただきました。私たちは桂川町の
盆踊り、文化祭、各地の老人ホームへの慰問等、地域の皆様に愛される鶴の会を目指して参りました。厚く御
礼を申し上げます。本当にありがとうございました。          会主　村松　富久美

鶴の会より　町民の皆さまへ御礼

団体名　桂川町グラウンド・ゴルフクラブ
活動日　ペア大会（第１日曜日）
　　　　月例会（第２日曜日）
　　　　桂友会（第４土曜日）
場　所　桂川町グラウンド・ゴルフ場

団体名　桂川町ひまわりクラブ
活動日　ペア大会（第２土曜日）
　　　　月例会（第３土曜日）
場　所　桂川町グラウンド・ゴルフ場

15  グラウンド・ゴルフ

※赤字部分は 4/7 修正


