
番号 グループ名 内容 活動日 活動時間 講師 コメント 会費 代表者 募集有無

1 竹泉会 生花 毎週火曜日 10:00～11:00 山本　恭華 生花で季節を感じ、家に安らぎの空間を作ります。
月2000円
花代別途

板谷　啓子 ★

2 ペタンク連島 ニュー スポーツ １・３火曜日 10:00～12:00 毛利　鏡子
走ったり飛んだりすることもなく体を動かし

少し頭も使い高齢者に適しているスポーツです。 月500円 石田　鈴江 ★

3 茶道あそぼう会 茶道 １・３火曜日 13:00～16:00 阿部　宗江 よく見れば全て目前にあり。 月1500円 奥村　壽美子 ★

4 わらいヨガ 笑いヨガ ２・４火曜日 10:30～12:00 直原　一美
笑いは自律神経を整え、免疫力を高めます。

皆さんと楽しく笑いましょう。ひとり暮らしの人大歓迎 １回500円 矢部　輝子 ★

5 川柳つらじま 川柳 ４火曜日 13:30～15:30 三宅　基雄
庶民の文芸・川柳を一緒につくってみませんか。

紙も鉛筆もあるよ。 年1000円 大本　森 ★

6 連島卓球クラブ 卓球 毎週水曜日 9:00～12:00 健康維持できる卓球を楽しんでいます。 年1000円 金澤　睦雄

7 お楽しみ体操 体操 毎週水曜日 10:00～12:00 みんなで仲よく体を動かし、心と体を元気にしましょう。 無 坂尾　正子 ★

8 詩吟 詩吟 毎週水曜日 13:00～17:00 田村　鵬山
大きな声を出してストレス発散！

伝統文化の詩吟にふれてみましょう。 月2200円 森分　千鶴恵 ★

9 リラクジェーションヨガ ヨガ 毎週水曜日 19:00～2１:00 松下　桃子 自分のペースで無理のない動きで身体をほぐします。 月3000円 金本　春美 ★

10 換鵞（かんが）書道 書道 1･2･4水曜日 9:00～12:00 安藤　凌雲
細字現代書道古典の臨書の研究等をし

会員相互の親睦を図っています。 月3000円 竹岡　茂子 ★

11 たのしいオカリナ“華” オカリナ １・３水曜日 13:00～15:00 平野　真紀子
オカリナを通して音楽を楽しんでいる

アットホームなグループです。 月1000円 大西　佳子 ★

12 あったか絵手紙 絵手紙 ２・４水曜日 9:00～12:00 井田　朋子
みんなで楽しくあったか絵手紙を描いています。

心もぽっかぽか❤ 月1000円 渡部　里美 ★

13 つぼみ オカリナ ２・４水曜日 13:30～15:00 平野　真紀子 つぼみは皆で選曲し、和気あいあいと演奏を楽しんでいます。 月1000円 出雲　文子 ★

14 伯　秋　会 絵画 毎週木曜日 13:00～17:00 パステル･ 水彩 ・油彩等 ､楽しく自由に絵を描いています。 年1000円 中北　瑠璃子 ★

15 ちぎり絵教室（藤の会） ちぎり絵 １・３木曜日 9:00～12:00 小津野　照代 和紙をちぎって花や風景を自由に表現します。 １回500円 安田　千鶴子 ★

16 水墨画同好会 水墨画 １・３木曜日 9:30～11:30 二熊　冨士雄
各自好きなお手本を描いて頂き、
楽しく水墨画の練習をしています。 月2000円 原　和恵 ★

17 パッチワーク サンフラワー パッチワーク ２・４木曜日 9:30～11:30 奥村　敬子 皆で和気あいあい、作品ができる楽しみがあります。 １回750円 岡本　雅子 ★

18 倉敷つらじま吹矢クラブ 吹矢 2・4・5木曜日 13:00～16:00
誰でもどこでもできるスポーツ吹矢で

楽しく健康増進ストレス解消。
入会金2000円

年1000円
三宅　英世 ★

19 洗心書道 書道 1･3･4金曜日 13:00～15:00 関口　窓月
漢字、かな、細字やペン字など

いろんな書体を段階的に楽しく学ぶ。 月3000円 大熊　陽子 ★

20 太極拳連島 太極拳 １・３金曜日 10:00～12:00 桑木　智子
ゆっくりと流れるような動きで体を動かします。

参加しませんか？ 月1000円 三宅　あおい ★

21 手編み 編物 ２・４金曜日 9:30～12:00 高橋　マツ子 一本の糸から、自分の好みの作品づくり。 １回700円 中野　和枝

22 アートフラワーすみれ 造花 ２・４金曜日 9:30～12:00 加藤　喬子 白い布を染めて、世界に一つだけの花を造りましょう。 1回750円 小松原　久枝 ★

23 倉敷麵ずクラブ そば打ち ３金曜日 9:00～12:00 1回1000円 梶房　澄男

24 香墨書道会 書道 1・3・4土曜日 13:30～15:30 大森　芳香 書を通じて会員相互の親睦を図っています。 月3000円 三宅　明 ★

25 連島卓球七七 卓球 １・３土曜日 9:00～12:00 気持ちよく体を動かし、明るく楽しい卓球をします。 無 白髪　淑子

26 連島ティアレフラ フラダンス １・３土曜日 14:00～15:30 中村　ゆたか 美容や健康によいフラダンスをみんなで楽しく踊っています。 月1000円 池田　千恵美 ★

27 ウクレレフレンズ ウクレレ ２・４土曜日 9:00～12:00 フェリーぺ中村 ご経験のある方、ご一緒に弾きませんか？ 月1500円 大野　美知子

28 サザンクロスuke ウクレレ ２・４土曜日 10:00～12:00 フェリーぺ中村 アンサンブルやソロ曲などいろいろな練習に取り組んでいます。 月1500円 宮本　重弥 ★

29 ３Ｂ体操連島クラブ 健康体操 ２・４土曜日 10:00～12:00 浅野　由美
用具を使い、音楽のリズムに合わせて

ストレッチやダンスをします。 1回500円 障子　実歩 ★

30 女性将棋 ひまわり 将棋 ２・４土曜日 10:00～12:00 池田　康幸 将棋を通して、親睦を図り、楽しい時間を過ごしましょう。 無 軒口　秀子 ★

31 メリーサウンズバンド 吹奏楽 毎週金・日曜日
金：18:30～21:00
日：14:00～17:00

幅広い世代のメンバーが音楽を通して仲良く活動しています。 無 芝田　恵 ★

32 ナチュラルアート
インテリア

盆栽
１・３日曜日 13:30～16:30 森岡　幸恵

焼かずに固まる土で器を作り、
草花を植え込んだアート作品です。 １回500円 福江　幸子 ★

33 かわせみ 日本民謡 月1回日曜日 9:30～12:00 木戸　靖昭
古き昔から唄い続いている民謡を

尺八・三味線・太鼓に合わせて唄ってみませんか？ 1回2500円 矢部　千津子 ★

現在３３グループが活動をしています。（ ★マークの付いているグループは現在会員募集）

見学・入会等についてのお問い合わせは、倉敷市連島公民館（086-448-0655）までどうぞ。 （令和４年１１月１８日現在）


