
№ サークル名 活動内容

1 寒川セルクルＫ ジャズ体操 第１・２水曜日 月２回 午前

2 ミツヴァテクニック 姿勢法 月曜日 月2回 午前

3 SEEC1 基礎ベーシック 第1，2，4月曜日 月３回 午前

4 吹き矢の会 吹き矢の練習 第1，2，3，4木曜日 月４回 午前

5 高嶋会 ストレッチ体操 第１・２・３土曜日 月３回 午前

6 寒川コール・四季の会 合唱練習 毎週木曜日 月4回 午前

7 FOR EVER YOUNG 健康体操 毎週木曜日 月４回 午前

8 寒彩会 水彩画 日曜日 月１回 午前

9 寒川俳壇 俳句 第２・４水曜日 月２回 午前

10 カ パパ フラ リリノエ マクア フラダンス 第２・３・４木曜日 月３回 午後

11 布あそびかんな 手芸、編み物 第２・４火曜日 月２回 午前・午後

12 クラシックギター愛好会 ギターの練習 第２・４日曜日 月2回 午前

13 寒川ＳＴＴクラブ サウンドテーブルテニス練習 第２・４日曜日 月２回 午前・午後

14 オカリナサークルきんもくせい オカリナの練習 第２火・第４金曜日 月２回 午前

15 墨静会 書道練習 第１・３水曜日 月２回 午前

16 プレムの会 ストレッチヨガ 木曜日 月3回 午前

17 一之宮ゆめクラブ（老人会） 月例会 第２・３水曜日 月２回 午前・午後

18 ゆるやか健康体操 ストレッチリズム体操 毎週金曜日 月４回 午前

19 リフォーム水仙 古布リフォーム 第１・３・５金曜日 月２～３回 午前・午後

20 クロシェット ミュージックベル 第１・３金曜日 月２回 午前

21 SEEC会 英会話の勉強 水曜日か木曜日 月４回 午前

22 寒川健康体操クラブ 健康体操 第１・３木曜日 月２回 午前

23 グーチョキパー ストレッチ体操 火曜日 月３回 午前

24 スイトピー 卓球 月曜日 月３回 午前

25 金木製同好会 バドミントン 金曜日 月２回 午後

26 社交ダンスクラブ 社交ダンス 火曜日 月４回 午前

27 いきいきソシアル ルームダンス 土曜日 月３回 午前

28 ディンプルアートサークル ディンプルアートの作成不定期

29 ウク・アイカネ ウクレレ 第１・３木曜日 月２回 午後

30 サークル七宝 七宝焼き 第１・３木曜日 月２回 午前・午後

31 特定非営利活動法人マイスターネットﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの勉強会 不定期 午後

32 全日本年金者組合寒川支部 高齢者の親睦（料理） 不定期

33 湘南野生蘭会 蘭学習会 不定期

34 野ばら文化 詩・短歌 第４日曜日 月１回 午前・午後

35 寒川男声合唱団 男声合唱の練習・発表 第１・３土曜日 月２回 午後

36 カ パパ フラ リリノエ クプナ フラダンス 第１・２・３水曜日 月３回 午後

37 カ パパ フラ リリノエ ケイキ フラダンス 金曜日 月３回 午後・夜間

38 一之宮カラオケ同好会 カラオケ 第２・４金曜日 月２回 午後

39 寒川碁楽会 囲碁 毎日 午後

40 フォークダンスチロル フォークダンス 第２・４土曜日 月２回 午後

41 優萠会 新日本舞踊の練習 毎週土曜日 月４回 午前

42 じゃが芋くらぶ 料理実習 不定期 年４回 午前

43 あゆの会 食育 不定期 午前・午後

44 クールリバー ボイストレーニング 第３土曜日 月１回 午前

45 9条の会さむかわ 学習会 第１土曜日 月1回 午前

46 健康体操Ｋ 健康体操 第３・４・５水曜日 月２～３回 午前

47 ＳＫ卓球協会 卓球 毎週木曜日 月４回 午前・午後

48 拳の会 太極拳 毎週金曜日 月４回 午後

49 感岳会 詩吟 第１・２・３火曜日 月３回 午前

50 詩吟教室國舟会 詩吟 第１・２・３木曜日 月３回 午後

51 羽楽サークル バトミントン練習 第２・４月曜日 月２回 午後
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52 南部将棋会 将棋 不定期 午後

53 南シャトルズ バドミントン練習 日曜日 月２回 午後

54 ハクモクレンの会 太極拳 金曜日 月４回 午後

55 寒川ダルマン バドミントン練習 不定期

56 未来塾 中高生学力支援 毎週土曜日 月４回 午後

57 Pure  Kid’ｓ Dance ジャズ体操 毎週木曜日 月４回 夜間

58 フットワーククラブ 学習会 木曜日・日曜日 月２～３回 夜間

59 惹心会 新日本舞踊 第１・２・３水曜日 月３回 夜間

60 ソフトバレー ミニソフトバレー 第３・４金曜日 月2回 夜間

61 すみれ ミニソフトバレー 第１・２金曜日 月２回 夜間

62 オリーブ ダンスレッスン 第１・３水曜日 月３回 夜間

63 ペア 社交ダンス 火曜日 月４回 夜間

64 友和会 カラオケ 木曜日 月３回 夜間

65 ＢＭ＋ＪＯＫＥＲ ストリートダンス 水曜日 月４回 午後・夜間

66 カ パパ フラ リリノエ カイカマヒネ フラダンス 不定期 午後・夜間

67 住みよい町・さむかわにする会 住民活動 第４木曜日 月１回 不定期

68 華扇会 新舞踊 火曜日 月３回 夜間

69 Tinker- ダンス 金曜日 夜間

70 ラベンダーの会 バドミントン練習 不定期 夜間

71 ゆるりヨガ ヨガ 木彫日、土曜日 月２～３回 夜間

72 剣子会 剣道稽古 不定期 夜間

サークルの連絡先については、南部公民館（℡75-0281）までお問い合わせください。


