
倉敷市公民館グループ一覧表

地区名 公民館名 グループ名 活動内容 分類① 分類②

倉敷 倉敷 きもの研究会 和裁による着物のリフォーム 第1･2（金） 13:00～16:00 手芸 和裁

きもの倉敷着付けグループ 着物に関する知識、着付の実技 第2･4（土） 9:00～12:00 伝統文化 着付

ペン習字学習会 ペン習字の練習と作品発表 第2･4（土） 13:00～15:00 美術 ペン習字

手描友禅倉敷同好会 手描友禅の技法を基礎から学ぶ 第4（水） 13:00～17:00 工芸 友禅

くらしきベーカリー パン作りの技術向上と交流 第2・4（木） 13:00～17:00 生活 パン

薬膳料理を楽しむ会 漢方の知恵を学び、健康増進と維持を図る 第2（火） 18:00～21:00 生活 料理

倉敷かるた会 競技かるたの技能向上と交流 第2（日） 9:00～15:00 伝統文化 かるた

倉敷天領句会 俳句の研鑚と会員相互の親睦 第3（木） 13:00～17:00 文学 俳句

倉敷ホトトギス 伝統俳句の向上と会員相互の親睦 第1･3（木） 9:00～12:00 文学 俳句

倉敷龍短歌会 短歌の学習と実作、批評会 第1（土） 13:00～17:00 文学 短歌

くらしき自分史の会 自分史の制作・発表・発行、懇親会 第2（木） 13:30～16:00 文学 自分史

あけぼの会 日本伝統俳句の研究、句会 第2・4（火） 9:00～12:00 文学 俳句

古志の会 俳句の勉強、句会 第4（日） 13:00～16:00 文学 俳句

くらしき朗読座 名作や童話の朗読 第1･4（水） 13:00～17:00 文学 朗読

虹の会 俳句力の向上と会員同士の親睦 第3（金） 13:00～17:00 文学 俳句

倉敷演劇研究会 演劇の練習 第1･2（火） 18:00～21:00 芸術 演劇

倉敷美術サンガ 油彩・パステル画等の絵画制作、展示会 第1･2（土） 18:30～20:30 美術 絵画（油彩・パステル）

彩色会 色鉛筆画の制作、グループ展 第1･3（火） 13:00～16:00 美術 絵画（色鉛筆）

虎杖会一部 水墨画の研究・制作、グループ展 第1･4（金） 9:00～12:00 美術 水墨画

第二虎杖会 水墨画の研究・制作、グループ展 第1･4（金） 18:00～20:00 美術 水墨画

水硯会 日常に役立つ毛筆・硬筆、水墨画作品の表装 第2･4（水） 9:30～11:30 美術 書道・水墨画

倉敷市民合唱団 合唱練習、発表 第2･4（水） 18:00～21:00 音楽 混声合唱

しらかべ民踊愛好会 民踊の練習、ボランティア活動 第1･3（水） 13:00～17:00 伝統文化 舞踊

日本舞踊もえぎ乃会 民踊・日本舞踊・着付技術の向上、地域活動 第2･4（火） 9:00～12:00 伝統文化 舞踊

コスモスコーラス 合唱練習 第1･3（土） 13:00～17:00 音楽 女声合唱

倉敷シルバー混声合唱団 発声法及び合唱曲の練習、発表会 第1･3（木） 9:30～12:00 音楽 混声合唱

玉兔印会 篆刻の実技と理論を学ぶ 第3（土） 10:00～17:00 工芸 てん刻

土筆会 生花の練習と技術の向上を図る 第2（日） 9:00～17:00 伝統文化 華道

倉敷文化サークル社交ダンス教室 社交ダンスの練習 第1･3（火） 18:00～21:00 運動 社交ダンス

リフレッシュレディースヨガグループ ヨガで健康維持・増進を図る 第2･4（金） 13:00～15:00 運動 ヨガ

健康体操カトレア会 体操で健康維持・増進を図る 第2･4（水） 13:30～15:30 運動 健康体操

倉敷アロハホヌ フラダンスの練習 第1・3（木） 13:30～16:00 運動 フラダンス

聊天儿倶楽部 テキストと自由会話による中国語会話の習得 第2･4（水） 9:30～11:30 語学 中国語

ＴＴＳ（英会話） ネイティブ英会話で英語圏の知見を広める 第1・2（水） 19:00～21:00 語学 英語

ＫＥＳＳ テキストを使った練習、フリートーキング 第2･4（土） 18:30～21:00 語学 英語

Ｔ．M．Ｅｎｇｌｉｓｈ 外国人指導者との交流、意見交換 第2･4（金） 9:15～11:15 語学 英語

英会話クラブ 英会話能力の向上 第1･3（金） 9:30～11:30 語学 英語

Ｍｙ Ｅｎｇｌｉｓｈ トラベル英会話・初級英会話の体験学習 第1・3（金） 10:00～12:00 語学 英語

倉敷東 女性卓球 卓球練習 第1・3（土） 9:15～11:30 運動 卓球

卓球 卓球の練習 第2・4（火） 9:00～12:00 運動 卓球

ヨガ同好会 ヨガ実技 第1・3（金） 9:30～11:00 運動 ヨガ

オカリナを楽しむ会 楽しく、仲良く演奏を行う 第1・3（水） 13:30～16:30 音楽 オカリナ

女声コーラス同好会 コーラスの練習 第1・3（金） 13:00～16:00 音楽 女声合唱

アンコーラ コーラスの練習 第1・3（日） 13:00～17:00 音楽 女声合唱

倉敷吟詠会 毎月の例会、定期的発表会、地域文化活動 第1・3（木） 13:30～15:30 芸術 詩吟

パッチワーク パッチワーク 第2・4（水） 13:00～15:00 手芸 パッチワーク

家庭洋裁とリフォーム 製図、裁縫し作品を仕上げる 第1・3（火） 13:30～16:00 手芸 洋裁

たのしい絵手紙 絵手紙で交流する為に発表会等を行う 第1・3（水） 9:30～11:30 美術 絵手紙

令和4年10月１日現在の情報です。
詳しくは、各公民館にお問い合わせください。

定例会（開催曜日・時間）
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倉敷 倉敷東 東書道会 各月毎の課題作品に取り組む 第1・3（木） 9:30～11:30 美術 書道

楽しいペン習字 ペン習字の練習、文化展出品 第3（火） 10:00～12:00 美術 ペン習字

やさしいペン習字 ペン習字の練習と作品発表 第2・4（火） 9:30～11:30 美術 ペン習字

水彩画 月例会、文化展、その他必要と認めた活動 第1・3（火） 9:30～12:00 美術 絵画（水彩）

Ｇかな書道 かな書道の学習と作品発表 第1・3（水） 9:30～11:30 美術 書道

スマイル・ステップ・クラブ 社交ダンスの練習 第1・3（水） 19:00～21:00 運動 社交ダンス

香香太極拳 太極拳を通して健康維持・増進を図る 第2・4（木） 13:30～15:30 運動 健康体操

メンズクッキンググループ 調理実習 第2（水） 9:30～12:00 生活 男性料理

DSビギナーズ ダンススポーツの基礎練習 第1・3（火） 13:00～15:30 運動 社交ダンス

倉敷西 卓球Aグループ 技術の向上 第1・3（土） 9:00～11:30 運動 卓球

卓球Bグループ 卓球練習と試合 第1・3（木） 13:00～15:30 運動 卓球

いきいきフラ フラダンスの技術の習得・向上 第1・3（火） 9:30～12:00 運動 フラダンス

ジャズダンスグループ ストレッチ・ステップ振り付け 第2・4（水） 13:00～16:30 運動 その他ダンス

レディースヨガ 体ほぐし、ヨガポーズ 第2・4（木） 13:00～15:00 運動 ヨガ

オカリーナ　なないろ オカリーナの練習 第1・3（土） 13:00～17:00 音楽 オカリナ

オカリーナ　風 オカリーナの練習 第2・4（木） 9:00～12:00 音楽 オカリナ

コールアカシア 色々なジャンルの歌をパート別に練習する 第2・4（火） 9:00～12:00 音楽 女声合唱

木彫グループ 作品製作を楽しみに彫る 第1・3（火） 9:00～12:00 工芸 木彫り

楽しい英会話 日常英会話の向上 第2・4（土） 18:00～20:10 語学 英語

パッチワーク パッチキルトの作成 第2・4（金） 9:30～12:00 手芸 パッチワーク

アクセサリー組紐 組紐や紐を使ったアクセサリー・飾りの制作 第2・4（木） 9:00～12:00 手芸 その他手芸

フラワーアレンジメント 生花のアレンジメント手法の習得 第1・3（土） 13:00～15:30 その他 フラワーアレンジメント

家庭料理グループ 調理実習 第2（火） 9:00～12:00 生活 料理

パソコンくらぶ パソコンの学習 第1・3（金） 9:00～12:00 パソコン パソコン

生花Ａ 盛り花・投げ入れ・お生花の習得 第1・3（金） 9:00～12:00 伝統文化 華道

表装グループ 作品制作 第2・4（金） 13:00～15:30 伝統文化 表装

倉敷南 ３Ｂ体操 ボールやベル等を使ったストレッチ･ダンス 第2・4（火） 10:00～12:00 運動 ３B体操

太極拳同好会 太極拳の練習及び、発表会への参加 第2・4（金） 13:30～16:00 運動 太極拳

コミニティ南（卓球） 卓球練習・卓球大会への参加 第2・4（水） 13:00～16:00 運動 卓球

倉敷南フォークダンスクラブ 世界各国のフォークダンスを習得する 第2・4（木） 13:00～15:00 運動 フォークダンス

倉敷レインボーフラ 基本ステップ、課題曲の習得 第2・4（日） 10:00～11：30 運動 フラダンス

歌声　あざみ 誰でも知っている歌、心の歌をみんなで歌う 第2（土）・4（火） 13:00～16:00 音楽 歌唱

手描友禅染 教材や自由課題を染色し作品にする 第1（火）・2（水） 13:00～16:00 工芸 友禅

グループもも（薬膳料理） 食材の勉強と調理実習 第1（土） 13:30～16:30 生活 料理

ペン習字グループＡ テキストによる練習と作品製作 第1・3（木） 10:00～12:00 美術 ペン習字

ペン習字グループＢ 教本の説明・添削・作品展に出品 第1・3（金） 10:00～12:00 美術 ペン習字

新水会（水彩画） 透明水彩画の実技 第1・3（木） 9:30～11:30 美術 絵画（水彩）

葦短歌会 短歌の研修、及び作歌 第1・3（木） 13:00～15:00 文学 短歌

碁友会 例会での対局と大会開催 第3・4（金） 13:00～16:00 伝統文化 囲碁

民踊　豊寿会 地元や各県の代表的な民踊を練習 第1・3（水） 9:30～11:30 伝統文化 舞踊

倉敷北 イキイキ健康体操 健康体操 第1・3（金） 13:30～15:00 運動 健康体操

３２式剣同好会 ３２式太極拳の練習 第2・4（水） 13:30～15:30 運動 太極拳

太極拳同好会 ２４式太極拳の練習 第1・3（水） 13:30～15:30 運動 太極拳

卓球 卓球技術向上・健康増進のための練習 第2・4（土） 13:00～16:00 運動 卓球

LB卓球 卓球技術向上・健康増進のための練習 第1・3（日） 13:00～16:00 運動 卓球
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倉敷 倉敷北 中庄スカイフラ フラダンスの練習 第2・4（火） 9:30～11:30 運動 フラダンス

中庄マスカットフラ フラダンスの練習 第2・4（土） 19:00～21:00 運動 フラダンス

レディースヨガＡ 健康維持のためのヨガ 第1・3（金） 9:00～11:00 運動 ヨガ

レディースヨガＢ 健康維持のためのヨガ 第2・4（火） 18:30～20:30 運動 ヨガ

レディースヨガＣ 健康維持のためのヨガ 第2・4（火） 13:30～15:30 運動 ヨガ

英会話 トピックを基に英語での話し合い 第2・4（木） 9:30～11:30 語学 英語

パソコン勉強会 パソコン技術の習得及び会員の交流 第2・4（木） 13:30～15:30 パソコン パソコン

水彩画 静物･風景の写生 第2・4（金） 13:30～15:30 美術 絵画（水彩）

囲碁 相互対局と検討・研究 第1・3（土） 13:30～17:00 伝統文化 囲碁

生け花 生け花の練習 第2・4（木） 9:30～11:30 伝統文化 華道

中庄の歴史を語り継ぐ会 中庄地区の歴史について学ぶ 第2(土) 13:30～15:00 歴史 地方史

オカリナ同好会オリーブ＆ポパイ オカリナ演奏技術の習得 第1・3（火） 9：00～12：00 音楽 オカリナ

多津美 リフレッシュ・ストレッチクラス 筋力トレーニング、ストレッチ、ピラティス 第1・3（木） 10:00～11:00 運動 ストレッチ

太極拳　白鶴（バイフー） ２４式太極拳、４８式太極拳 第2・4（木） 13:30～15:30 運動 太極拳

水曜同好会 卓球技術の習得、仲間づくり（親睦） 第2・4（水） 13:00～16:00 運動 卓球

多津美卓球同好会 卓球の技術向上とコミュニケーション 第1・3（金） 9:00～12:00 運動 卓球

多津美ポピーフォークダンスクラブ フォークダンス 第1・3（火） 13:30～15:30 運動 フォークダンス

リフレッシュ・レディース・ヨガ 健康維持のヨガ 第1・3（土） 9:30～11:00 運動 ヨガ

美ｉｎｇ ヨガ・ストレッチ 第1・3（火） 9:30～11:00 運動 ヨガ

七宝焼同好会 七宝焼、額の製作 第2（木） 9:30～15:30 工芸 七宝焼

陶芸同好会 作陶、本焼、作品展示 第2（土） 9:00～16:00 工芸 陶芸

手編み 手編み作品の作成 第2・4（金） 9:00～11:00 手芸 手編み

キルトサークル　華 パッチワーク 第1・3（火） 10:00～12:00 手芸 パッチワーク

手作りサークル パッチワーク 第2・4（火） 9:30～11:30 手芸 パッチワーク

水墨画同好会 水墨画の練習と展示 第2・4（水） 9:30～11:30 美術 水墨画

透彩会 （透明水彩画）色々な題材を使用し絵を描く 第1・3（木） 13:30～15:30 美術 絵画（水彩）

宗煌会 （書道）俳句、和歌、二書体、手紙文の練習 第1・3（木） 10:00～12:00 美術 書道

多津美句会 自作の俳句を持ち寄り鑑賞批評する 第1・3（水） 13:00～15:00 文学 俳句

いけ花同好会 生け花 第2・4（木） 10:00～12:00 伝統文化 華道

如月の会 着付けの自装、他装、帯結びを習う 第2・4（水） 10:00～12:00 伝統文化 着付け

茶の湯　さゆり会 茶の点前 第2・4（火） 9:00～12:00 伝統文化 茶道

表装同好会 表装の製作 第2・4（金） 13:00～15:00 伝統文化 表装

新田 ３Ｂ体操リラの会 リズム体操で体力・技術向上と親睦を図る 第2・4（木） 10:00～12:00 運動 ３B体操

レクダンスあじさい ダンスの練習と仲間作り 第2・4（火） 9:30～12:00 運動 その他ダンス

太極拳同好会 太極拳技術の向上 第1・3（木） 13:30～16:30 運動 太極拳

ヨガ ヨガ　体ほぐし 第2・4（土） 13:30～15:00 運動 ヨガ

カラオケ同好会 歌謡の向上と健康維持、会員相互の親睦 第2・4（日） 13:00～16:00 音楽 カラオケ

木彫りグループ 木彫り技術の向上 第1・3（土） 14:00～16:00 工芸 木彫り

陶喜会（陶芸） 陶芸を通して技術の向上と親睦を図る 第1・3（金） 9:00～15:00 工芸 陶芸

陶芸きらく会 陶芸を通して技術の向上と親睦を図る 第2・4（火） 9:00～15:00 工芸 陶芸

アートフラワー アートフラワーの作成 第2・4（金） 13:30～16:30 手芸 アートフラワー

てがるな料理 料理技術の向上と会員の親睦 第 1（火） 9:00～14:00 生活 料理

新田パソコンクラブ パソコンの学習と技術の向上 第2・4（土） 9:00～12:00 パソコン パソコン

新墨会（水墨画） 水墨画の技術向上 第2・4（金） 9:00～12:00 美術 水墨画

四季の会（スケッチ画） スケッチ画技術の向上 第1（金） 9:00～12:00 美術 絵画（スケッチ画）

生花グループ 人とのふれあい・生花の技術の向上 第1・3（金） 13:30～15:30 伝統文化 華道

弥生の会（茶道） 茶道の作法向上 第2・4（水） 9:00～12:00 伝統文化 茶道

表装グループ 掛け軸・屏風・額等の作品を作成 第2・4（火） 13:00～16:00 伝統文化 表装

オカリナ真備 オカリナの練習 第4（水） 9:00～12:00 音楽 オカリナ
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倉敷 マンドリン愛好会 マンドリンの練習と技術向上 第1・3（金） 10:00～12:00 音楽 マンドリン

あすなろ会（マンドリン） マンドリンの練習と技術向上 第1・3（金） 13:00～15:00 音楽 マンドリン

書道グループ 毛筆・硬筆の習字上達と会員相互の親睦 第2・4（火） 9:30～11:30 美術 書道

庄　 健康体操ウェーブ（３Ｂ体操） ボールやペットボトルを使って健康体操 第1・2（火） 10:00～12:00 運動 ３B体操

庄ほほえみの会 体操による身体の健康づくり 第3・4（木） 14:00～15:30 運動 健康体操

健康太極拳 太極拳による全身運動 第2・4（木） 10:00～11：30 運動 太極拳

庄ラージボール同好会 ラージボール卓球の基本レッスン 第2・4（日） 9:00～12:00 運動 卓球

庄レディース（卓球） 卓球大会への参加 第1・2（金） 9:00～12:00 運動 卓球

庄卓球同好会 卓球の練習 第1・2（土） 9:30～11:30 運動 卓球

倉敷庄クラブ（卓球） 卓球の基礎練習、ストレッチ、試合練習 第1・2（水） 9:00～12:00 運動 卓球

オカリナ“のどか” オカリナの演奏 第2･4（木） 10:00～12:00 音楽 オカリナ

ゆりかごコーラス コーラスの練習、発表会、ボランティア慰問 第3・4（水） 14:00～16:00 音楽 女声合唱

わくわく歌大好き！ 親しみのある歌を全員心を一つにして歌う 第1・3（火） 13:30～15:00 音楽 歌声喫茶

萬荼羅会 楽茶碗等の作陶 第1（金） 9:00～16:00 工芸 陶芸

萬喜会 楽茶碗等の作陶 第3（日） 9:00～16:00 工芸 陶芸

アートフラワークラブ アートフラワーの作成 第1・3（火） 9:30～12:00 手芸 アートフラワー

男性のキッチン教室 調理実習と親睦 第1（木） 9:00～12:00 生活 男性料理

ペン習字クラブ 文字の練習や金封・手紙などの書き方の練習 第4（火） 15:30～18:30 美術 ペン習字

水彩画グループ 水彩画での静物画や屋外スケッチ 第2･4（木） 9:30～12:00 美術 絵画（水彩）

実用かな書道きさらぎ会 かな･漢字･実用毛筆･実用ペンの練習 第2・4（木） 13:00～17:00 美術 書道

絵手紙で心を届ける会 絵手紙の習得 第1・3（金） 13:00～15:00 美術 絵手紙

碁友会 囲碁研究しながら打碁実践 第1（土） 9:00～17:00 伝統文化 囲碁

庄囲碁クラブ 大盤を使用し囲碁の解説とトーナメント戦 第1・2（水） 9:00～12:00 伝統文化 囲碁

着物クラブ 着物の着方・帯結び 第1・3（火） 9:30～11:30 伝統文化 着付け

大正琴のぎく会 大正琴の練習、ボランティア慰問 第2・4（木） 13:00～16:00 伝統文化 琴・箏

わかば（子どものお茶） 子どものための茶道の稽古 第1（日） 9:00～12:00 伝統文化 茶道

茶道クラブ 茶道の点前と作法の習得 第2・4（木） 9:00～12:00 伝統文化 茶道

若竹会（舞踊） 新舞踊の練習・発表 第2・4（火） 13:00～16:30 伝統文化 舞踊

庄手話サークル 手話学習と交流 第2・4（土） 14:00～16:00 その他 手話

茶屋町 ３Ｂ体操 筋力づくり運動・ストレッチ 第1･3（水） 10:00～11:30 運動 ３B体操

フレッシュアップ茶屋町 エアロビクス・ピラティス 第1･3（火） 9:30～11:30 運動 エアロビクス

ライク・エアロ エアロビクス 第1･3（金） 10:30～11:30 運動 エアロビクス

アミーゴダンスグループ 社交ダンス 第1･3（日） 13:00～16:00 運動 社交ダンス

卓球すみれ 卓球 第1･3（金） 9:30～11:30 運動 卓球

卓球”絆” 卓球 第1･2（木） 19:00～21:00 運動 卓球

ハワイアン・フラ フラダンス 第2･4（木） 9:00～11:30 運動 フラダンス

楽しいフラダンス フラダンス 第2･4（木） 19:00～21:00 運動 フラダンス

ヨガ教室 ヨガ・ストレッチ 第1･2（金） 13:00～15:00 運動 ヨガ

女性コーラス　（コール・フローラ） コーラス 第2･4（水） 9:00～12:00 音楽 女声合唱

寿歌謡グループ 歌謡曲 第2･4（金） 13:30～15:00 音楽 歌声喫茶

茶屋町陶芸同好会 陶芸 第2･4（日） 9:00～16:30 工芸 陶芸

ストレッチ編み ストレッチ編み 第1･3（水） 9:30～11:30 手芸 手編み

パッチワークグループ パッチワーク 第1・3（金） 9:30～11:30 手芸 パッチワーク

シュークリーム ケーキ作り 第2（水）・（木） 9:00～12:00 生活 菓子

新田
北分舘
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倉敷 茶屋町 パンとお菓子 パン・お菓子作り 第3（火） 9:30～12:00 生活 パン・菓子

料理同好会 料理 第1（金） 9:00～15:00 生活 料理

写真同好会 カメラ・写真 第2･4（水） 13:00～16:00 美術 写真

仮名書道 仮名書道 第2･4（金） 9:30～11:30 美術 書道

水墨画同好会 水墨画 第2･4（日） 9:00～12:00 美術 水墨画

実用ペン習字グループ ペン習字 第1･3（水） 9:30～11:30 美術 ペン習字

水彩画色鉛筆画の会 水彩画・色鉛筆画 第2･4（水） 9:30～11:30 美術 絵画（水彩・色鉛筆）

俳句会 俳句 第2･4（土） 9:00～12:00 文学 俳句

菊なかま 菊の作り方 第2（火） 9:30～12:00 植物 菊づくり

囲碁研究会 囲碁 第1･3（土） 13:00～16:00 伝統文化 囲碁

生け花　すずらん 生け花 第3（日） 9:00～11:00 伝統文化 華道

煎茶グループ 煎茶点前 第1･2（火） 13:00～15:30 伝統文化 茶道

茶道グループ 茶道点前 第3（火） 13:00～16:00 伝統文化 茶道

尺八同好会 尺八 第1･3（木） 13:00～16:30 伝統文化 尺八

大正琴　ひばり 大正琴 第1･3（火） 13:00～16:00 伝統文化 琴・箏

大正琴　ひまわり 大正琴 第1･3（火） 9:00～12:00 伝統文化 琴・箏

大正琴　まこと 大正琴（アンサンブル） 第1･3（木） 13:00～16:00 伝統文化 琴・箏

扇舞教室 剣扇舞 第2･4（火） 19:00～21:00 伝統文化 舞踊

扇舞同好会 扇舞 第1･3（水） 19:00～21:00 伝統文化 舞踊

日本舞踊　茶屋町教室 日本舞踊 第1･3（土） 13:30～16:30 伝統文化 舞踊

わかたけ会 親子の交流 第1・2（木） 9:30～12:00 その他 子育て支援

茶屋町の鬼保存会　鬼踊り部 鬼おどり 第1・3（金） 19:00～21:00 伝統文化 舞踊

茶屋町の鬼保存会　鬼ばやし部 和太鼓 第1・3(土) 19:00～21:00 伝統文化 太鼓

茶屋町学区栄養改善協議会 地域で食育・健康に関する活動 第4（水） 9:00～12:00 生活 料理

倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 吹奏楽 第2・4(日) 13:00～17:00 音楽 吹奏楽

茶屋町卓球スポーツ少年団 卓球 第1・2(水) 19:00～21:00 運動 卓球

豊洲学区食育教室 食生活改善活動 第3（木） 9:00～15:00 生活 料理

茶屋町学区愛育委員会 地域で健康増進・子育て援助 第１（火） 9:00～12:00 その他 子育て支援

茶屋町学区子ども会 子ども会活動 第3（土） 19:00～21:00 その他 子育て支援

茶屋町吹き矢同好会 吹き矢呼吸法による健康増進 第1･3（日） 13:00～16:00 運動 吹矢

西阿知 倉敷西太極拳同好会 太極拳全般の練習 第2・4（水） 10:00～12:00 運動 太極拳

ＪＡ卓球部 卓球の練習 第1・2（金） 13:00～16:00 運動 卓球

西阿知クラブ（卓球） 試合を行い、技術の向上を図る 第1・3（火） 13:30～15:30 運動 卓球

木目込人形寿光会 人形制作活動 第1・3（土） 9:00～12:00 工芸 木目込み

手編グループ 各自手持ちの毛糸で作品を作っていく 第2・4（水） 10:00～12:00 手芸 手編み

アクセサリーくみひも くみひも小物作り 第2・4（土） 10:00～12:00 手芸 その他手芸

男性料理同好会 料理実習 第2（火） 9:30～13:15 生活 男性料理

心を繋ぐ絵手紙 絵手紙を書く 第1・3（火） 9:30～11:30 美術 絵手紙

ちぎり絵グループ 和紙に親しむ 第1・3（金） 9:30～11:30 美術 ちぎり絵

日本画・油絵 自然界の風景、静物、動植物等の描画 第1・3（火） 9:30～11:30 美術 絵画（日本画・油彩）

かな書道 書の話、添削 第1・3（水） 9:00～11:30 美術 書道

囲碁同好会 囲碁対局・対局後検討 第2・4（日） 9:00～12:00 伝統文化 囲碁

やさしい生花 花を生ける 第4（金） 13:00～14:00 伝統文化 華道

お茶クラブ 茶道の研修 第1・3（土） 9:30～12:00 伝統文化 茶道

茶道同好会 茶道の研修 第2・4（火） 10:00～12:00 伝統文化 茶道

バラ会 卓球の練習 第1・2（日） 9:00～12:00 運動 卓球

ＫＭ英語サークル 英会話 第2・4（火） 10:00～１2:00 語学 英会話

太極拳健康スポーツ 太極拳の練習 第1（水）・第4（金） 10:00～１2:00 運動 太極拳
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水島 水島 水島社交ダンス同好会 社交ダンスの練習 第2・4（木） 18:00～20:45 運動 社交ダンス

ほほえみ会 健康体操＆介護予防体操 第1・3（金） 9:30～11:00 運動 体操

水島いきいきふれあい会 健康に生活が続けられるように体操をする 第2・4（金） 9:30～11:00 運動 体操

はつらつディスコン ニュースポーツ「ディスコン」を楽しむ 第2・3（火） 13:00～17:00 運動 ディスコン

水島ハッピーフラ フラダンス 第1・3（木） 9:00～12:00 運動 フラダンス

水島ギタークラブ クラシックギターの練習 第2・4（水） 18:30～21:00 音楽 ギター

やさしいお琴クラブ 和楽器 琴の稽古と演奏 第1・3（土） 9:00～11:30 音楽 琴

水島少年少女合唱団 合唱活動を通じ、協調性や礼儀を身につける 第2・4（木） 18:30～20:00 音楽 混声合唱

水島尺八愛好クラブ 尺八本曲及び箏・三絃との合奏曲の練習 第1・3（金） 18:00～21:00 音楽 尺八

女声コーラス・ピッコロ コーラス 第1・3（土） 13:00～15:00 音楽 女声合唱

中島コーラス コーラス 第1・3（金） 13:00～17:00 音楽 合唱

寿詩吟会 詩吟の練習　漢詩の解説 第1・3（土） 9:00～12:00 芸術 詩吟

水島吟詠会 吟詠の向上に努め、会員相互の親睦を図る 第1・3（火） 9:30～12:00 芸術 詩吟

壽謡曲 謡曲を皆で声を張りあげ揃えて謡います 第1・3（金） 13:00～17:00 芸術 謡曲

第一クラフト会 洋、木彫を楽しみ、生活に潤いを 第2・4（木） 13:00～16:00 工芸 木彫り

第二クラフト会 洋彫の技術を学習、人形やレリーフを作る 第1・3（木） 13:00～17:00 工芸 木彫り

水島バードカービングクラブ 木彫りで鳥を作る会 第1・3（金） 13:30～15:30 工芸 木彫り

彫友会 木彫（鷲羽彫）の基本を学ぶ 第1・3（火） 18:00～21:00 工芸 木彫り

水島ステンドグラス同好会 ステンドグラスの製作 第1（土） 13:00～17:00 工芸 ステンドグラス

陶芸クラブ 作陶技術の向上と会員の相互親睦 第2・4（土） 13:00～17:00 工芸 陶芸

手描き友禅 手描き友禅で、いろいろな作品を作る 第2・4（木） 13:00～16:00 工芸 友禅

ハングル倶楽部 韓国語を楽しく学ぶ 第2・4（土） 10:00～12:00 語学 韓国語

水島手話サークル 手話を学習し聴覚障がい者と交流、理解を深める 第2・3（金） 19:00～20:45 語学 手話

手あみ 棒針・カギ針・魔法の一本針 第2・4（水） 13:00～16:00 手芸 手編み

パッチワーククラブ パッチワーク・キルト 第2・4（木） 13:00～15:00 手芸 パッチワーク

杏 和裁を学び、技術の向上をめざす 第1・3（水） 13:00～17:00 手芸 和裁

つばき 和裁の向上とグループ全員の和 第2・4（火） 13:00～17:00 手芸 和裁

衣類のリフォーム 古い服をリフォームし着用出来るようにする 第1・3（金） 9:00～12:00 手芸 その他手芸

創作あそび 着物や端布・衣類のリフォーム 第1・3（水） 9:00～12:00 手芸 その他手芸

草木染 自然の草木で色の変化を楽しむ 第2・4（水） 9:30～12:00 手芸 その他手芸

布ぞうりクラブ 布でぞうりを作る、時には他の手芸も 第2・4（水） 13:00～16:00 手芸 その他手芸

布でぞうりを作る会 古い布や服・着物をほどいて布ぞうりを作る 第2（金） 13:00～17:00 手芸 その他手芸

楽しい盆栽の会 盆栽、山野草、菊の手入れ　植え替え 第2・4（火） 9:00～12:00 生活 園芸

シフォンの会 パン及び菓子　調理 第4（金） 9:00～12:00 生活 菓子

家庭菜園同好会 安心・安全な野菜づくり 第2（水） 9:30～11:00 生活 農業

パレット 絵の向上に向けて勉強と親睦を図る 第2・4（金） 9:30～12:00 美術 水彩

ゼロから始めるボールペン・筆ペン習字 「ペンの光」を手本に、ペン字を練習 第2・4（火） 18:00～21:00 美術 ペン習字

水島キャンバス油絵 油絵の学習・実習による習得 第2・4（日） 9:00～12:00 美術 油彩

水島エッセイクラブ 自作原稿を持ち寄り，文集を発行する。 第4（火） 9:00～12:00 文学 随筆

早春会 俳句会を月１回開催 第3（水） 13:00～17:00 文学 俳句

囲碁同好会 囲碁対局・問題集による解説を行う 第2・4（土） 13:00～17:00 伝統文化 囲碁

水島子ども将棋教室 伝統文化である将棋を子どもに伝える 第1・3（木） 18:00～20:30 伝統文化 将棋

クルミ 銭太鼓 第2・4（水） 9:00～12:00 伝統文化 銭太鼓

銭太鼓どんぐり 銭太鼓で、各種老健施設を訪問します。 第1・3（木） 13:00～17:00 伝統文化 銭太鼓

煎茶 元唐流の煎茶の稽古 第2・4（火） 9:00～12:00 伝統文化 煎茶道

水島民謡会 民謡を習い唄う 第１・3（土） 13:00～16:00 伝統文化 民謡

マジック同好会 手軽に出来るマジックを学ぶ 第1・3（水） 19:00～21:00 その他 マジック
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水島 福田 スマイル社交ダンスクラブ 社交ダンス 第1･3（金） 19:00～21:00 運動 社交ダンス

太極拳同好会 太極拳 第1・3（水） 15:30～17:00 運動 太極拳

フォーリーブス オカリナ 第2・4（水） 13:30～15:30 音楽 オカリナ

アートフラワー アートフラワー 第1・3（水） 9:30～12:00 手芸 アートフラワー

鷲羽彫 木彫り 第1（金） 9:30～11:30 工芸 木彫り

ハングル講座 韓国語 第2・4（日） 13:30～15:30 語学 韓国語

パッチワーク布あそび パッチワーク 第1・3（水） 13:00～15:00 手芸 パッチワーク

生け花 生け花 第2・4（土） 9:30～11:30 伝統文化 生け花

水墨画　一歩の会 水墨画 第1・3（木） 13:30～15:30 美術 水墨画

福水会 水彩画 第2・4（木） 9:30～11:30 美術 絵画

楽しく歌おう　歌声喫茶 歌声喫茶 第3（日） 14:00～16:00 音楽 歌声喫茶

福田南 水島ラウンドダンスクラブ ラウンドダンス 第2･4（金） 13:30～15:30 運動 その他ダンス

太極拳同好会 太極拳 第2･4（水） 13:30～15:30 運動 太極拳

リズム体操 リズム体操・ストレッチ 毎週（木） 10:00～11:30 運動 体操

カトレアフォークダンスクラブ フォークダンス 第2・4（水） 13:30～15:30 運動 フォークダンス

トロピカルフラ フラダンス 第1･3（火） 14:00～15:30 運動 フラダンス

自彊術 ひまわりの会 自彊術 第2･4（金） 10:00～11:30 運動 自彊術

ＹＯＵ－ＭＥ オカリナ 第1・3（水） 9:00～12:00 音楽 オカリナ

スイート・Ｐ オカリナ 第2･4（土） 9:00～12:00 音楽 オカリナ

コールフレンズ 合唱 第2･4（水） 9:30～11:30 音楽 合唱

アンクルン会 アンクルン演奏 第2･4（火） 14:00～16:00 音楽 民族楽器演奏

七宝焼クラブ 七宝焼 第2・4（土） 9:00～12:00 工芸 七宝焼

Ｅｎｊｏｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｌｕｂ 英会話 第1･3（金） 13:00～15:30 語学 英語

英会話サロン 英会話 第1・2・3（水） 19:30～21:30 語学 英語

手編みクラブ 手編み 第1・3（水） 9:30～11:30 手芸 手編み

香墨会 書道 第2・4（木） 9:30～11:30 美術 書道

ペン習字 ペン習字・筆ペン字 第1･3（木） 13:30～15:30 美術 ペン習字

もえぎの会 箏りーな 第1･3（水） 13:30～15:30 伝統文化 大正琴

華の会 箏りーな 第2･4（土） 9:30～11:30 伝統文化 大正琴

琴ことグループ 大正琴 第2・4（土） 13:30～15:30 伝統文化 大正琴

アートフラワー アートフラワー 第1・3（金） 9:30～12:00 その他 アートフラワー

福友会 ちぎり絵 第1・3（火） 9：00～12：00 美術 ちぎり絵

連島 ３Ｂ体操　連島クラブ 健康体操 第2・4(土) 10:00～12:00 運動 ３B体操

連島ティアレフラ フラダンス 第1・3(土) 14:00～15:30 運動 フラダンス

ペタンク連島 ニュースポーツ 第1・3(火) 10:00～12:00 運動 ペタンク

リラクジェーションヨガ ヨガ 毎週(水) 19:00～21:00 運動 ヨガ

わらいヨガ 笑いヨガ 第2・4(火) 10:30～12:00 運動 笑いヨガ

倉敷つらじま吹矢クラブ 吹矢 第2・4・5(木) 13:00～16:00 運動 吹矢

太極拳連島 太極拳 第1・3(金) 10:00～12:00 運動 太極拳

連島卓球クラブ 卓球 毎週(水） 9:00～12:00 運動 卓球

連島卓球七七 卓球 第1・3(土) 9:00～12:00 運動 卓球

サザンクロスUke ウクレレ 第2・4(土) 10:00～12:00 音楽 ウクレレ

つぼみ オカリナ 第2・4(水) 13:30～15:00 音楽 オカリナ

たのしいオカリナ“華” オカリナ 第1・3(水) 13:00～15:00 音楽 オカリナ
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水島 連島 メリーサウンズバンド 吹奏楽
毎週（金）
毎週（日）

18:30～21:00
14:00～17:00

音楽 吹奏楽

詩吟 詩吟 毎週(水) 13:00～17:00 芸術 詩吟

アートフラワーすみれ 造花 第2・4(金) 9:30～12:00 手芸 アートフラワー

パッチワーク　サンフラワー ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ 第2・4(木) 9:30～11:30 手芸 パッチワーク

手編み 編物 第2・4(金) 9:30～12:00 手芸 編物

ナチュラルアート 寄せ植え 第1・3(日） 13:30～16:30 芸術 寄せ植え

ちぎり絵教室　藤の会 ちぎり絵 第1・3（木） 9:00～12:00 美術 ちぎり絵

伯秋会 絵画 毎週（木） 13:00～17:00 美術 絵画

あったか絵手紙 絵手紙 第2・4（水） 9:00～12:00 美術 絵手紙

換鵞書道 書道 第1・2・4（水） 9:00～12:00 美術 書道

香墨書道会 書道 第1・3・4（土） 13:30～15:30 美術 書道

洗心書道 書道 第1・3・4（金） 13:00～15:00 美術 書道

水墨画同好会 水墨画 第1・3（木） 9:30～11:30 美術 水墨画

川柳つらじま 川柳 第4（火） 13:30～15:30 文学 川柳

竹泉会 生花 毎週（火） 10:00～11:00 伝統文化 華道

茶道あそぼう会 茶道 第1・3（火） 13:00～16:00 伝統文化 茶道

かわせみ 日本民謡 月1回（日） 9:30～12:00 伝統文化 日本民謡

ウクレレ　フレンズ ウクレレ 第2・4(土) 9:00～12:00 音楽 ウクレレ

お楽しみ体操 体操 毎週(水) 10:00～12:00 運動 健康体操

女性将棋 ひまわり 将棋 第2・4(土) 10:00～12:00 伝統文化 将棋

連島南 マザーグース コーラス 第1・3（水） 10:00～12:00 音楽 女声合唱

木彫がりゅう会 木彫り 第1・3（木） 18:30～20:30 工芸 木彫り

木遊会 木彫り 第2・4（日） 10:00～12:00 工芸 木彫り

アートフラワー アートフラワー 第1・3（金） 13:30～16:30 手芸 アートフラワー

すずらん 手編み 第1・3（金） 13:00～15:00 手芸 手編み

秋桜 手編み 第1・3（金） 9:30～11:30 手芸 手編み

テディベア パッチワーク 第2・4（火） 13:30～15:30 手芸 パッチワーク

さつき教室A パン作り 第1（火） 13:00～16:00 生活 パン

さつき教室B パン作り 第3（火） 9:30～12:00 生活 パン

さつき教室C パン作り 第1（木） 9:30～12:00 生活 パン

やさしいペン習字“若葉” ペン習字 第2・4（木） 9:30～11:30 美術 ペン習字

実用ペン習字 ペン習字 第2・4（水） 9:30～11:30 美術 ペン習字

連島南・竹泉会 生け花 第1・3（木） 10:00～12:00 伝統文化 華道

茶道グループ　和やか 茶道 第2・4（水） 9:00～12:00 伝統文化 茶道

児島 児島 ３Ｂ体操クラブローズ会 ３Ｂ体操 第1・3（木） 14:00～16:00 運動 ３B体操

燦燦クラブ 卓球の練習 第2・4（日） 13:00～17:00 運動 卓球

児島卓球クラブ 卓球の練習 第1・3（金） 13:30～15:30 運動 卓球

スマイルテニスクラブ 硬式テニスの技術の向上 土・日・祝 9:00～12:00 運動 テニス

ニコニコテニスクラブ 硬式テニスの技術の向上 水・日 9:00～12:00 運動 テニス

フォークソンググループ フォーク演奏の技術向上、地域社会への奉仕 第2・4（金） 13:00～17:00 音楽 歌唱

瀬戸内混声合唱団 混声合唱の練習 第1・3（金） 18:30～21:30 音楽 混声合唱

コロポーニョ 女声合唱の練習 第2・4（木） 19:00～21:30 音楽 女声合唱

邦楽アンサンブルこじま 尺八、箏等による合奏研究と発表会の開催 第2・4（水） 18:00～20:30 音楽 邦楽

師鵬吟詠会　児島・瀬戸支部 日本古来の漢詩・吟詠文化の高揚 第1・2（水） 13:00～17:00 芸術 詩吟

鷲山吟詠会 吟詠練習、吟剣詩舞道の大会行事への参加 第1・2（木） 18:30～21:00 芸術 詩吟

鷲山吟詠会　たんぽぽ 吟詠練習 第1・2（木） 14:00～16:00 芸術 詩吟

木目込人形寿光会 木目込人形の制作  第1（金） 9:00～15:00 工芸 木目込み

児島陶芸クラブ 作陶、作品展への出品 第2（土） 9:00～17：00 工芸 陶芸

｢ムジゲ｣会 韓国語の文法と日常会話の学習 第2・4（火） 18:30～21:00 語学 韓国語

ヘバラギ 韓国語の学習 第1・3（金） 13:30～15:30 語学 韓国語

8/13



倉敷市公民館グループ一覧表

地区名 公民館名 グループ名 活動内容 分類① 分類②

令和4年10月１日現在の情報です。
詳しくは、各公民館にお問い合わせください。

定例会（開催曜日・時間）

児島 児島 薬膳料理教室 薬膳に基づいての講義・料理 第4（木） 10:00～14:30 生活 料理

児島フォトグループ 写真撮影活動 第1（水） 13:30～14:30 その他 写真

児島手話サークル　わかば 手話の学習、聴覚障がい者との交流 第2・4（土） 10:00～12:00 その他 手話

オアシス フラワーアレンジ技術の向上  第3（金） 18:00～20:30 その他 フラワーアレンジメント

淡友会 絵画制作 第1・3（火） 18:00～20:00 美術 油彩・水彩

ちぎり絵クラブ ちぎり絵作品の制作 第2・4（日） 9:30～11:30 美術 ちぎり絵

絵手紙こぶしの会 絵手紙の制作 第2・4（水） 13:30～15:30 美術 絵手紙

絵手紙ブリッジの会 絵手紙の制作 第1・3（土） 9:30～11:30 美術 絵手紙

源氏物語を読む会 物語を読み訳し学習  第3（木） 13:30～16:30 文学 源氏物語

俳句に親しむ会 俳句技術の向上 第2・4（土） 13:30～15:30 文学 俳句

楽しい朗読の会　こだま 朗読技術の習得、読み聞かせボランティア 第2・4（木） 13:30～15:30 文学 朗読

エッセイを学ぶ会 自作の文章を持ち寄り鑑賞し、相互評価 第4（木） 13:00～15:00 文学 随筆

なごみの会 茶道の稽古 第1・3（木） 18:30～20:30 伝統文化 茶道

倉敷せとうち民謡会児島公民館寿支部 日本民謡の学習、発表 第1・3（金） 13:00～15:00 伝統文化 民謡

民謡の会 日本民謡の学習、発表 第2・4（火） 14:30～16:30 伝統文化 民謡

下津井 いきいき体操 健康体操 第1・2(金) 18:00～19:45 運動 体操

ピアノグループ ピアノの練習 第1・3(火) 13:00～16:00 音楽 ピアノ

鷲山吟詠会 詩吟の練習 月2回(火) 18:30～20：30 芸術 詩吟

アジサイの会 トールペイントの制作 第2･4(日) 9:30～12:00 工芸 トールペイント

エコクラフト会 かご・バッグの制作 第1･3(木) 9:00～12:00 手芸 その他手芸

絵手紙グループ 絵手紙の制作 第2(日) 14:00～16:00 美術 絵手紙

フラワーアレンジグループ フラワーアレンジメントの制作 第4(火) 14:00～16:00 その他 フラワーアレンジメント

本荘 本荘リズム体操クラブ リズム体操とストレッチ 第2・4(金) 10:00～11:00 運動 体操

ゆったりヨガグループ ヨガの練習 第2･4(火) 13:30～15:00 運動 ヨガ

鷲山吟詠会 吟詠の練習 毎週(水) 13:30～15:30 芸術 詩吟

木目込み人形寿光会 木目込み人形の制作 第1・3(木) 9:00～12:00 工芸 木目込み

本荘陶芸同好会 陶芸作品の制作・焼成 第2・4(日) 13:00～17:00 工芸 陶芸

手編みクラブ 編み物の製作 第2・4(火) 9:30～11:30 手芸 手編み

パッチワークキルトクラブ パッチワークの製作 第2・4(水) 10:00～15:00 手芸 パッチワーク

ちぎり絵クラブ 和紙ちぎり絵作品の作成 第2・4(金) 9:30～12:00 美術 ちぎり絵

本荘絵画クラブ 絵画技術の向上 第2・4(土) 9:30～11:30 美術 油彩・水彩

抹茶クラブ お茶の稽古 第1・3(水) 9:30～12:00 伝統文化 茶道

本荘園芸同好会 山野草展・紅葉展へ向けての学習 第2（木） 14:00～16:00 その他 園芸

琴浦 フェルデン体操 フェルデン体操のレッスン 第1・3（金） 13:30～15:00 運動 体操

琴浦卓楽会 卓球の基本練習、全面練習 第3・4（土） 18:30～20：30 運動 卓球

ピンポン会 卓球の練習 第1・3（水） 18:30～20：30 運動 卓球

婦人卓球クラブ 卓球の基本練習、練習試合 第1・2（火） 18:30～20：30 運動 卓球

ピンポンズ 卓球の練習 第2・4（日） 14:00～16:00 運動 卓球

つくしクラブ ヨーガ基本体操、ストレッチ 第3・4（木） 19:00～20:30 運動 ヨガ

ヨーガクラブ ヨーガの学習 第2・4(土） 10:00～12:00 運動 ヨガ

健康太極拳 太極拳の練習 第2・4（火） 13:30～16:00 運動 太極拳

桃李太極拳協会 太極拳の練習 第1・2（水） 13:00～15:00 運動 太極拳

コール・ヴェルデ 合唱の練習 第1・3（火） 9:00～12:00 音楽 女声合唱

吟詠会児島中央支部 吟詠の練習 第2・4（金） 13:00～17:00 芸術 詩吟

琴浦木彫同好クラブ 木彫の実習 第1・3（木） 19:00～20:30 工芸 木彫り

木目込人形製作グループ 木目込人形の製作 第2・4（木） 13:30～16:00 工芸 木目込み

琴陶クラブ 作陶，絵付け、釉薬掛け及び焼成　 第1（木）・第2（日） 13:00～16:30 工芸 陶芸

レザークラフト　ヴィーナス 皮製品の作成 第2・4(火） 13:30～16:00 工芸 レザークラフト
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児島 琴浦 ひまわりの会 パッチワークの製作 第1・3（火） 13:00～15:00 手芸 パッチワーク

洋裁グループ 洋服の製図、仮縫い 第2・4(水） 13:30～16:30 手芸 洋裁

お菓子なくらぶ お菓子、ケーキ作り 第3（日） 9:00～17:00 生活 菓子

ブリオッシュ パン作り 第3（水） 9:00～17:00 生活 パン

ワイワイ男のクッキング 料理作り 第1（水） 9:00～14:30 生活 料理

グループ光彩 静物画、風景画（水彩・油彩問わず）グループ展、スケッチ旅行 第2（水） 9:30～12:00 美術 油彩・水彩

楽しい墨彩画 水彩画 第1・3（金） 13:00～15:00 美術 水彩

朋友会 水墨画 第1（水） 13:00～16:00 美術 水墨画

澤琴浦俳句会 句会 第2（木） 9:30～12:00 文学 俳句

倉敷せとうち民謡会琴浦公民館支部 日本民謡 第1（水）・第4（木） 14:00～16:00 伝統文化 民謡

瀬戸鷲羽さつき会 さつきの栽培と研究、展示会 第3（日） 13:00～17:00 その他 盆栽

唐琴 いきいき健康体操グループ 筋肉・脳トレーニング、ストレッチ 第1・3（火） 13:30～15:00 運動 体操

なかよし 健康体操 第1・2（木） 9:30～11:00 運動 体操

コール・あい 合唱 第2（日） 14:00～16:00 音楽 女声合唱

木彫クラブ 木彫作品の制作 第1・3（金） 9:30～11:30 工芸 木彫り

唐琴パッチワーク同好会 パッチワーク作品の制作 第2・4（木） 19:00～21:00 手芸 パッチワーク

季節のお菓子 お菓子作りと会員の親睦 第3（金） 13:00～16:30 生活 菓子

唐琴川柳の会 川柳の作句・発表 第3（水） 10:00～12:00 文学 川柳

みんなの雑記帳の会 同人誌の編集・発行・配本 第1（水） 13:30～16:00 文学 同人誌

唐琴将棋クラブ 将棋の戦略研究と会員の親睦 第2・4（火） 10:00～12:00 伝統文化 将棋

花クラブ から・ふる フラワーアレンジメント 第2・4（木） 13:30～15:00 その他 フラワーアレンジメント

オカリナサークル小鳥 オカリナの練習 第2・4（水） 13:30～15:30 音楽 オカリナ

郷内 すずらんダンス スクエアダンス 第2・4（木） 13:30～15:30 運動 その他ダンス

リメンバーシャクティ（ヨガ） ヨガの練習 第1・3（水） 18:30～21:00 運動 ヨガ

シェイプアップヨガ ヨガのエクササイズ 第2・4（水） 18:30～21:00 運動 ヨガ

ノラクロヨガ ヨガによる健康増進 第1・3（木） 19:00～20:30 運動 ヨガ

編物 手編 第2・4（水）(1月～３月) 9:30～11:30 手芸 手編み

朱菓の会 ケーキ作り 第3（木）・（金） 9:30～12:00 生活 菓子

ミラクル ケーキ作り 第1（土） 13:30～16:30 生活 菓子

睦書会 実用書道 第2・4（木） 9:30～11:30 美術 書道

墨友会 水墨画の練習 第2・4（火） 13:00～15:00 美術 水墨画

すみれ会 和紙ちぎり絵作品作り 第1・3（水） 13:30～15:30 美術 ちぎり絵

彩友会 スケッチ・油絵・水彩画 第1・3（水） 13:00～15:30 美術 油彩・水彩

俳句 俳句 第1・3（水） 9:30～11:30 文学 俳句

せせらぎ会 茶道の稽古（速水流） 第2・4（木） 9:30～11:30 伝統文化 茶道

なでしこ会 茶道の稽古（裏千家） 第1・3（木） 9:30～12:00 伝統文化 茶道

クラゴウ将棋 将棋 第1･3（日） 13:00～17:00 伝統文化 将棋

民踊郷の会 民踊の練習 第1(土) 9:30～11:30 伝統文化 民踊

郷内民謡 民謡・三味線・尺八の練習 第1・3（土） 14:30～16:30 伝統文化 民謡

郷内竹唄 尺八伴奏による日本民謡の練習 第1（土） 13:00～15:00 伝統文化 民謡

倉敷せとうち民謡会 民謡・三味線・尺八の練習 第1（日） 10:00～16:00 伝統文化 民謡

ヤンチャーズ 4歳以下の子と母同士の親睦 第2・4（火） 10:00～11:30 その他

リラ体操 リラ体操エクササイズ 第2・4（金） 10:00～11:30 運動 健康体操

ヴォイセズ天城 合唱の練習 （土） 13:00～17:00 音楽 合唱

あざみコーラス 合唱の練習 第2・4（土） 19:00～21:30 音楽 合唱
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玉島 玉島 玉島社交ダンス同好会 社交ダンス 第1・3（火） 9:00～12:00 運動 社交ダンス

玉島太極拳拳好会 太極拳の練習 第1・3（火） 13:30～16:00 運動 太極拳

なでしこ会 卓球 第1・3（水） 9:00～11:00 運動 卓球

フレッシュ卓球同好会 卓球 第1・3（木） 9:00～12:00 運動 卓球

玉島クラブ 卓球 第1・2（金） 13:00～15:00 運動 卓球

卓球同好会 卓球 第1・2（木） 13:00～16:00 運動 卓球

バウンドテニスフレンズ バウンドテニス 第2・4（火） 13:00～17:00 運動 バウンドテニス

玉島バウンドテニスサークル バウンドテニス 第1・2（水） 9:00～12:00 運動 バウンドテニス

Ｂadminton　Mate　Club（B.M.C) バドミントン 第1・2（土） 18:00～21:00 運動 バドミントン

新倉フォークダンスクラブ フォークダンス 第1・2（木） 18:00～21:00 運動 フォークダンス

玉島ペタンククラブ ペタンク 第4（土） 13:00～14:30 運動 ペタンク

オカリ－ナそよ風 オカリナ演奏 第1・3（木） 9:00～12:00 音楽 オカリナ

玉島混声合唱団 合唱練習 第1・2（水） 18:10～21:00 音楽 混声合唱

玉島少年少女合唱団 ジュニアコーラス 第2・4（土） 14:00～17:00 音楽 ｼﾞｭﾆｱｺｰﾗｽ

女声合唱団コールローゼ 女声合唱 第1・2（金） 9:30～12:00 音楽 女声合唱

玉島詩吟の会 漢詩の吟詠と学習 第1・3（金） 13:30～15:30 芸術 詩吟

良寛彫趣味の会 木彫 第3（日） 13:00～16:00 工芸 木彫り

木目込みグループ 木目込み人形創作 第1・3（火） 13:00～16:00 工芸 木目込み

玉島陶楽会 陶芸 第3（木） 9:00～17:00 工芸 陶芸

陶酔会 陶芸 第2・4（木） 9:00～12:00 工芸 陶芸

英語同好会 英会話 第2・4（日） 13:30～15:30 語学 英語

和裁同好会 和裁、仕立て直し、和小物製作 第2・4（水） 13:00～17:00 手芸 和裁

倉敷友の会 調理実習・家計勉強 第1（木） 9:00～15:00 生活 その他

あけぼの書道会 書道 第1・3（火） 9:30～11:30 美術 書道

くれない書道会 書道 第1・3（水） 9:30～11:30 美術 書道

すみれ書道会 書道 第1・3（金） 9:00～12:00 美術 書道

彩の会 水彩画 第1・3（金） 13:00～15:30 美術 水彩

水墨玉彩会 水墨画 第2・4（火） 9:00～12:00 美術 水墨画

玉島油絵同好会 油絵 第2・4（土） 13:00～17:00 美術 油彩

梁水俳句会 俳句 第2（土） 9:00～12:00 文学 俳句

エンジョイ!!着付けクラブ 着付け 第1・3（日） 9:30～11:30 伝統文化 着付け

茶道クラブ 茶道 第1・3（金） 18:00～21:00 伝統文化 茶道

茶道玉島同友会 茶道
奇数月第2（土）
偶数月第2（木）

13:00～21:00
13:00～17:00

伝統文化 茶道

民舞会 日本の民謡踊り 第1・4（土） 13:30～15:30 伝統文化 民踊

手話サークル玉島 手話の学習・交流 第2・4（木） 19:00～21:00 その他 手話

玉島東 乙島フォークダンスクラブ フォークダンス 第1・2（水） 9:30～11:30 運動 フォークダンス

東フォークダンスクラブ フォークダンス 第1・2（木） 9:30～11:30 運動 フォークダンス

ココナッツ・フラ フラダンス 第1・3（金） 13:00～14:30 運動 フラダンス

フラ・プルメリア フラダンス 第1・3（金） 10:00～11:30 運動 フラダンス

詩吟の会 漢詩の吟詠と学習 第1・2（金） 13:30～15:30 芸術 詩吟

玉島アール陶芸グループ 作陶 第4（金） 9:30～12:00 工芸 陶芸

玉島東陶芸会 作陶・焼成 第4（日） 9:00～17:00 工芸 陶芸

エンジョイ　スピーチ 英会話 第1・3（土） 9:30～11:30 語学 英語

玉島中国語同好会 中国語学習 第1・3（日） 10:00～12:00 語学 中国語

ビーズ同好会 ビーズ・手芸 第2・4（水） 10:00～12:00 手芸 その他手芸
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玉島 玉島東 編物教室 編み物の作品作り 第1・3（水） 10:00～12:00 手芸 手編み

パンぱかパン パン・家庭料理作り 第4（日） 9:30～15:00 生活 パン

着付け同好会 着物の着付け 第3（土） 10:00～12:00 伝統文化 着付け

備中綿研究会 綿の栽培・糸紡ぎ・染色・機織 第3（日） 13:00～16:00 伝統文化 備中綿

紙オブジェ（表装） 表装 第2・4（火） 13:30～17:00 伝統文化 表装

表装 表装 第2・4（火） 9:00～12:00 伝統文化 表装

玉島東きりえクラブ きり絵作品作り 第2（金） 13:30～15:30 美術 きり絵

つくし書道会 書道 第2・4（木） 9:30～11:30 美術 書道

玉の浦 万葉歌の学習 第4（木） 13:30～15:30 文学 万葉歌

乙島歴史研究会 乙島の歴史研究 第3（日） 13:00～15:00 歴史 地方史

フラワーアレンジメントの会 フラワーアレンジメント 第2・4（土） 13:30～15:30 その他 フラワーアレンジメント

川柳たましま社 川柳の普及 第3（木） 13：00～16：00 芸術 詩吟

玉島西 愛球会 卓球（ダブルス）の練習試合 第1・3（水） 9:00～12:00 運動 卓球

卓球同好会 卓球（ダブルス）の練習試合 第2・4（土） 9:00～12:00 運動 卓球

八幡フォークダンスクラブ フォークダンスの練習、発表会等 第1・2（木） 9:00～12:00 運動 フォークダンス

たんぽぽ オカリーナの練習、演奏会等 第1・3（土） 9:00～12:00 音楽 オカリナ

オカリーナ 千鳥 演奏技術の習得、発表会等 第1・3（木） 13:30～15:30 音楽 オカリナ

好日会（茶道） 茶道の習得 第1・3（金） 13:00～17:00 伝統文化 茶道

玉島西デジカメクラブ 甕江塾 デジカメ・パソコンの技術の習得、撮影会等 第1・3（土） 13:30～15:30 パソコン 写真編集

健康太極拳同好会 太極拳の技術習得、会員相互の親睦 第2・4（火） 13:30～15:30 運動 太極拳

すてきな七宝焼 七宝焼の作品製作と会員相互の親睦 第2･3（土） 13:30～15:30 工芸 七宝焼

いとたけ 邦楽の普及 第2・4（日） 9:00～12:00 音楽 琴・箏

誰でも描ける楽しい絵手紙 絵手紙の製作、会員相互の親睦 第4（水） 13:30～15:30 美術 絵手紙

シャンソンを歌いながら
フランス語を学ぼう

フランス語の上達と会員相互の親睦 第3（木） 9：30～11：30 語学 フランス語

玉島北 玉島北太極拳同好会 太極拳の練習、発表会、ボランティア活動 第1・3（火） 13:30～15:30 運動 太極拳

キッズエンジェル 児童・生徒のモダンバレエの基礎技能の向上 第3･4（水） 18:00～20:00 運動 その他ダンス

桃の里ラウンドダンスクラブ ダンスを通して健康維持、会員相互の親睦 第2･4（木） 19:00～21:10 運動 その他ダンス

ヨーガ同好会 ヨーガを通じて健康管理 第1･3（土） 14:00～16:00 運動 ヨガ

三楽会 筝曲合奏 第1･3（木） 13:00～17:00 音楽 邦楽

桃の里吟詠会 吟詠発声による心身の鍛錬と会員相互の親睦 第1･3（火） 13:00～17:00 芸術 詩吟

富田吟詠同好会 漢詩の読み方、注釈理解、吟詠技能の習得 第1･2（水） 19:00～21:30 芸術 詩吟

木目込人形寿光会 木目込人形の制作 第2・4（金） 9:30～12:00 工芸 木目込み

アップル会 英会話の向上と会員の親睦を図る 第1･3（土） 14:00～16:00 語学 英語

手編み同好会 会員相互の親睦、手編み技術の向上 第2･4（水） 9:30～11:30 手芸 手編み

おしゃべりクッキング 調理実習 第2（金） 9:30～16:00 生活 料理

玉島北囲碁同好会 囲碁研究、対局 第1･3（水） 13:00～16:30 伝統文化 囲碁

煎茶を楽しむ会 煎茶のお点前、基本作法の学習 第2・4（水） 9:00～12:00 伝統文化 煎茶道

表装同好会 表装の制作 第1･3（金） 13:30～16:00 伝統文化 表装

玉北パソコンクラブ 日常に役立つパソコンの学習、地域との親睦 第1･3（火） 9:00～12:00 パソコン パソコン

大樹会 毛筆書道の錬成・添削、展覧会の作品作り 第2・4（水） 9:00～12:00 美術 書道

書に親しむ 毛筆書道の錬成、展覧会の作品作り 第2･4（金） 9:30～11:30 美術 書道

歌って！若返り教室 歌いながら楽しく体を動かし、脳と身体機能の活性化を図る 第2・4（木） 10:00～11:30 その他

Ｉ（アイ）　編む　愛 親子で編み物をしながら子育ての悩みを話し合う 第2（土） 14:00～15:00 その他 子育て支援

黒崎卓球同好会 卓球の練習 第1・3（金） 13:00～16:00 運動 卓球

同好会「歌声フレンズ」 ピアノ演奏に合わせての合唱 第1・3（金） 9:30～11:30 音楽 混声合唱

楽しい印づくり同好会 印作りの学習と技術の向上および親睦 第4（日） 9:30～12:00 工芸 てん刻

黒崎手編み同好会 手編み作品の製作 第2（火） 10:00～15:00 手芸 手編み

パソコングループかもめ パソコンの上達、会員相互の親睦 第1・2（土） 10:00～12:00 パソコン

古文書に親しむ会 古文書を通し歴史を辿る 第2（火） 13:30～15:30 文学 古文書

川柳を楽しむ会 川柳に親しみ会員相互の親睦をはかる 第1（木） 13:30～15:30 文学 川柳

詩吟同好会 詩吟の練習、会員相互の親睦 第2・3（火） 14:00～15:30 芸術 詩吟

表装同好会 表装技術の向上と親睦 第2（水） 9:30～16:30 伝統文化 表装

わくわく♪スポーツウェルネス吹矢 吹矢の練習と会員相互の親睦 第2･4（土） 13:30～15:30 運動

ウクレレ沙美 ウクレレの練習 第2・4（日） 9:30～11:30 音楽 ウクレレ

玉島
黒崎
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玉島 船穂 マスカットソシアルダンスクラブ 社交ダンスを通じて親睦をはかる 第3･4(木) 9:00～12:00 運動 社交ダンス

船穂町カラオケ同好会 歌うことを通して会員相互の親睦をはかる 第2・4(土) 13:00～17:00 音楽 カラオケ

ふなおフレンズハーモニーつくしんぼ 合唱、ベル、演奏 第1・3(土) 9:00～11:30 音楽 ベル

吟友クラブ 詩吟の技術向上とクラブ会員の交流 第1・2(火) 14:00～16:00 芸術 詩吟

船穂町陶遊会 陶芸作陶 最終(土) 9:00～17:00 工芸 陶芸

船穂町陶芸同好会 陶芸製作 第3(土) 9:00～17:00 工芸 陶芸

木工細工同好会 木工細工の技術向上と会員同士の交流 第1(金) 9:30～16:00 工芸 木工細工

篆刻グループ 篆刻の技術向上を目指しグループの和をはかる 第1・3(土) 9:30～11:30 工芸 落款印

フレッシュイングリッシュ 気軽に英会話を楽しむ事と会員同士の交流 第1･3(木) 19:00～21:00 語学 英語

さしこ さしこの作品制作 第2(土) 9:30～12:00 手芸 さしこ

マスカット同好会 手作りパン・ケーキの技術向上と会員同士の交流 第3(土) 9:00～12:00 生活 パン

船穂町パソコンクラブ パソコン操作の向上 第1･3(水) 18:00～21:00 パソコン

愛桐会 書道技術の向上と会員相互の親睦 第4(金) 13:00～16:00 美術 書道

ひまわり仮名書道会 仮名書道の学習と会員同士の交流 第1・3(木) 14:00～16:00 美術 書道

トールペイント同好会 トールペイントの技術の向上と会員同士の交流 第1・3(火) 9:00～12:00 美術 トールペイント

ペン習字クラブ ペン習字の技術の向上 第1･3(水) 10:00～12:00 美術 ペン習字

船穂町俳句同好会 俳句・作句技術の向上と会員の親睦 第2（金） 13:00～15:00 文学 俳句

船穂創作太鼓保存会 和太鼓の技術向上と会員同士の交流 第2・4(水) 19:00～21:00 伝統文化 和太鼓

麹でチャレンジ 麹を使って調味料や料理に挑戦する 隔月第1(土) 10：00～12：00 生活 料理

船穂手話サークルマスカット 手話学習を通して聴覚障がい者との交流を深める 第1･3(金) 19:30～21:30 その他 手話

絵手紙同好会 絵手紙の技術向上と会員同士の交流 第2・4(火) 13:30～15:30 美術 絵手紙

大人（おせ）の会 そば作りと美味いものづくり 第1(土) 18：00～21：00 生活 料理

真備 舞鶴会 太極拳 第2・4（木） 14:00～16:00 運動 太極拳

真備船穂商工会女性部
フォークダンス同好会

フォークダンス 第2・4（水） 19:00～21:00 運動 フォークダンス

まきび少年少女合唱団 合唱 第2・4（土） 9:30～12:00 音楽 合唱

Ｍ．Ｋ．Ｂ コーラス 第1・3（木） 13:00～15:30 音楽 コーラス

歌声サークルさつき コーラス 第1・3（金） 13:30～15:30 音楽 コーラス

真備三曲 尺八、琴 第2・4（土） 13:00～17:00 音楽 邦楽

詩吟 詩吟 第1・2（木） 18:00～20:00 芸術 詩吟

ターイ英会話クラブ 英会話 第1・2（土） 19:30～21:00 語学 英会話

日本刺繍 日本刺繍 第4（水） 13:00～16:00 手芸 刺繍

かぐや姫民芸グループ ちりめん細工 第2・4（金） 13:00～17:00 手芸 その他手芸

木目込み人形 人形作り 第1（土） 9:00～12:00 工芸 木目込み

真備手打ちうどん同好会 麺打ち 第1（日） 9:00～15:00 生活 料理

大正琴講師Ⅰ 大正琴 第2（木）・第4（水） 9:00～12:00 伝統文化 大正琴

大正琴講師Ⅱ 大正琴 第4（木） 9:00～12:00 伝統文化 大正琴

若真会 日本舞踊 第1・3（木） 9:00～12:00 伝統文化 民踊

習字同好会 書道 第3（土） 13:00～15:00 美術 書道

書道同好会Ⅰ 書道 第2・4（火） 13:00～15:30 美術 書道

書道同好会Ⅱ 書道 第2・4（土） 13:00～15:30 美術 書道

まきび川柳社 川柳 第1（水）・4（金） 13:00～17:00 文学 川柳

まきび短歌同好会 短歌 第4（木） 13:00～17:00 文学 短歌

手打ちうどんクラブ 麺打ち 第3（日） 9:00～15:00 生活 料理

真備水墨画同好会 水墨画 第１・3（木） 9:00～12:00 美術 水墨画

真備こども将棋教室 将棋 第2・4（土） 9:00～11:00 伝統文化 将棋

ラージボール同好会 卓球 第1・3（火） 9:00～12:00 運動 卓球

パッチワーク同好会（ラベンダー） パッチワーク 第2・第4（水） 10:00～12:00 手芸 パッチワーク

中高年から始めるらくらくピアノ ピアノ 第1・第3（水） 13:00～16:00 音楽 ピアノ

13/13


