
№ サークル名 活動内容

1 寒川写友会 写真 第１土曜日 月１回 午前

2 練功十八法 健康体操 毎週火曜日 月４回 午前

3 ハッピー＆スマイル 人形劇 毎週水曜日 月４回 午前

4 宝星会 新日本舞踊 毎週木曜日 月４回 午前

5 ちぎり絵同好会 和紙ちぎり絵 第３土曜日 月１回 午前・午後

6 寒川コールニュー”えれがんつぁ” 女声コーラス 木曜日 月３回 午前

7 寒川健康体操クラブ 健康体操 第２･４木曜日 月２回 午前

8 ウク・アイカネ ウクレレ 第１・３木曜日 月２回 午前

9 書道サークル　桜の会 書道 第１・３火曜日 月２回 午前

10 ハイビースター フラダンス 毎週水曜日 月４回 午前

11 湘南寒川IROIRO歌おう会 コーラス 火曜日 月１回 午前

12 書道サークルくつろぎ 書道 第１・２・３金曜日 月３回 午前

13 寒川アコギクラブ アコースティックギター 第１・３土曜日 月２回 午前

14 フラワーサークルリアン フラワーアレンジメント 日曜日 月２回 午前・午後

15 COLK カントリーダンス 毎週土曜日 月４回 午後

16 ストレッチ　かすみ草 ストレッチ体操 毎週木曜日 月４回 午後

17 寒川町レクリェーション協会民踊部 民踊 水曜日 月２回 午後

18 土曜会 茶道 土曜日 月１回 午後

19 五月会 鎌倉彫 第２・４土曜日 月２回 午後

20 さくら会 茶道 第２金曜日 月１回 午後

21 秋桜短歌会 短歌 第１金曜日 月１回 午後

22 BM+joker(ﾋﾞｰｴﾑ+ｼﾞｮｰｶｰ)ダンスチーム ストリートダンス 毎週金曜日 月４回 午後

23 寒川ブルーハーモニー ハーモニカ 毎週水曜日 月４～５回 午後

24 いちばんぼし オカリナ 第２・４木曜日 月２回 午後

25 ヴォルガ コーラス 毎月第1.3金曜 月２回 午後

26 コカリナを楽しむ会 コカリナ 毎月第1・3火曜 月２回 午後

27 紙芝居パチパチ座 紙芝居 毎月第2火曜 月1回 午後

28 ウク・アイカネ日曜日 ウクレレ 毎月第2・4日曜 月２回 午後

29 自分史さがみ川 自分史 毎月第3水曜 月1回 午後

30 色のゆめ 色鉛筆画 火曜日 月２回 午後

31 舞扇会 新日本舞踊 毎週木曜日 月４回 夜間

32 手話サークル　菊和会 手話 毎週水・金曜日 月８回 午前・夜間

33 カナドンアリ(韓国語サークル) 韓国語 第２・４土曜日 月２回 夜間

34 寒川ハープエコーズ ハーモニカ 毎週水曜日 月４回 夜間

35 寒川獅子舞の会 獅子舞 第２・４日曜日 月２回 夜間

36 trus ダンス 不定期 不定期 夜間

【町民センター】　令和４年６月１日現在
利用日時

サークルの連絡先については、町民センター（℡74-2333）までお問い合わせください。



№ サークル名 活動内容

1 翠筆会 書道 第２・４水曜日 月２回 午前

2 スイトピー 絵手紙 第２・４水曜日 月２回 午前

3 ピカソ会 油絵 第１土・第３木曜日 月２回 午前・午後

4 水墨画サークル 水墨画 第１・３木曜日 月２回 午前

5 ペン字サークル ペン習字 第１・３水曜日 月２回 午前

6 すいせん 生け花 第１・２・４金曜日 月３回 午前

7 さむかわ木犀の会 コーラス 毎週金曜日 月４回 午前

8 寒川グリーンアンサンブル ハーモニカ 毎週火曜日 月４回 午前

9 レザークラフトみずき レザークラフト 毎月第2日曜 月1回 午前

10 フェアリーエコー コーラス 毎週水曜日 月４回 午後

11 寒筆会 書道 第1・３土曜日 月２回 午後

12 マーガレットの会 生け花 第２・４水曜日 月２回 午後

13 カレイナニ「フラの会」寒川 フラダンス 火曜日 月３回 午後

14 フラメンコ・サムカワ フラメンコダンス 土曜日 月３回 午後

15 さむかわ　わらべの会 童謡 第１・４日曜日 月２回 午後

16 神年協寒川分会南部麻雀同好会 マージャン 第２・４土曜日 月２回 午前・午後

17 神年協寒川分会北部麻雀同好会 マージャン 第１・３日曜日 月２回 午前・午後

18 寒土会 陶芸 土曜日 不定期 午前・午後

19 ひまわり 折り紙 第１金曜日 月１回 午後

20 はなみずきの会 マージャン 第１・２・４木曜日 月３回 午後

21 ユニット折り紙 折り紙 第２・４金曜日 月２回 午後

22 さんふらわーず コーラス 第１・３土曜日 月２回 夜間

23 ニューセプテンバー コーラス 毎週火曜日 月４回 夜間

24 ＭＩＮＸ!! ダンス 毎週金曜日 月４回 夜間

【町民センター分室】　令和４年６月１日現在
利用日時

サークルの連絡先については、町民センター分室（℡75-0021）までお問い合わせください。


