平成

1
01

20

年度

サークル・教室・講座

サークル紹介（住民センター
若宮会（民謡）

06

会員募集

☎ 65・2007）
ひまわり（コーラス）

10

桂寿会（民謡）

指導者 若宮 秀夫

指導者 緒方 園美

指導者 矢野 一声

代表者 片岡 セイ子 ( ☎ 65･4109)

代表者 松尾 和子（☎ 65･2196）

代表者 武井 ミチ子 ( ☎ 65･0968)

活動日 第２・４火曜日

活動日 毎週木曜日

活動日 毎週金曜日

13 時〜 15 時
会費等 月額３，０００円
02

茶道（表千家）

19 時〜 21 時

19 時 30 分〜 21 時
会費等 月額２，０００円
07

籐手芸サークル

会費等 会費３，５００円
11

囲碁クラブ

指導者 田中 壽子

指導者 深谷 喜代美

指導者 下川 安美

代表者 田中 壽子 ( ☎ 65･0083)

代表者 河原 好子（☎ 65･1751）

代表者 中野 吉和（☎ 65･0346）

活動日 第１・２・３火曜日

活動日 毎週木曜日

活動日 毎週土曜日 13 時〜 17 時

17 時〜 19 時
会費等 月額３，０００円

囲碁大会（毎月第４日曜日）

19 時 45 分〜 21 時 45 分
会費等 月額３，０００円

会費等 入会金１，０００円

材料代 自費
03

桂謡会（謡曲）

12

着付け教室

短歌会

指導者 小島 典生

08

代表者 神﨑 信哉 ( ☎ 65･0445)

指導者 井上 美奈子

代表者 神﨑 鈴子（☎ 65･0511）

活動日 毎週水曜日

代表者 八尋 佐喜夫

活動日 第１・第４日曜日

19 時〜 21 時
会費等 月額２，０００円

指導者 矢野 京子

13 時〜 16 時

0120･70･5020
活動日 毎週月曜日

会費等 会費１，５００円

13 時 〜 15 時（曜日・時間等
04

俳句会

指導者 大庭 土筆

はご相談ください）

会費等 無料

代表者 藤田 光久（☎ 65･1753）
小林 優子（☎ 65･1134）
活動日 第３木曜日
12 時〜 16 時
会費等 １回１，０００円
05

青山会（詩吟）

師 範 有吉 嶺嵐
代表者 橋本 ハル子（☎ 62･4745）
諌山 直子（☎ 65･0022）
活動日 毎週木曜日（週１回）
14 時〜 16 時（曜日・時間等
はご相談ください）

会費等 会 費

５００円
月 額 ３，０００円

７頁

平 20. 広報けいせん ４月

09

大正琴

指導者 吉住 和代
代表者 吉住 和代（☎ 65･2796）
活動日 毎月２回の水曜日教室と金

曜 日 教 室 10 時 30 分 〜
12 時 30 分（どちらかご希望
の教室を選んでください）

会費等 入会金２，０００円

月 額３，０００円

13

韓国語サークル

指導者 金 美英
代表者 金 美英

☎ 090･3798･0887
活動日 毎週火曜日 ･ 金曜日
火曜日 10 時 30 分〜 12 時
金曜日 18 時〜 19 時 30 分
会費等 月額３，０００円
14

体操教室（自力整体）

指導者 荒牧 由紀美
代表者 伊藤 和恵（☎ 65-1275）
活動日 毎週木曜日

20 時〜 21 時 30 分
会費等 １回１，０００円（月４回）

