
2022年12月1日

― 順不同 ―

No. 活動内容 団体名 活動対象者 曜日 予定週 活動時間

133 エアロビクス・ストレッチ エアロビクスサークル 一般 木 第1～4週 9：30～11：00

444 エクササイズ 暗闇フィットネス 一般 不 不 不定

229 呼吸法による健康体操 健美操クラブ 一般 水 月3回 13：00～17：00

328 呼吸法によるストレッチ 樂（らっく：ストレッチ呼吸法） 一般 水 月1回 9：00～13：00

84 骨盤体操 骨盤体操サークル 一般 土 月4回 15：30～16：30

144 自彊術体操 鎌取自彊術の会　ひまわり 一般 金 第1～3週 13：00～15：00

91 自力整体 みき・自力整体 全般 金・日 第1～4週 11：00～13：00

76 スポーツ吹矢 スポーツウェルネス吹矢　おゆみ野 一般 水 月4～5回 15：00～17：00

274 スポーツ吹矢 鎌取スポ－ツウエルネス吹矢同好会 一般 月 月4回 13：00～15：00

102 バレエストレッチ・エクササイズ ストレッチ＆バレエ入門 一般 火 第2・4週 9：00～11：00

123 ボールを使いストレッチ ボール　ｄｅ　エクササイズ 一般 水 月2回 19：15～20：15

129 ボールを使う健康体操 ３Ｂ健康体操 一般 月 月3回 10：00～11：30

247 ヨーガ パドマヨガ鎌取 一般 火 月2～4回 19：00～21：00

253 ヨーガ Ｓｉｖａｎａｎｄａ　Ｙｏｇａ 一般 日 月1回 17：00～19：00

266 ヨーガ 健康ヨーガの会（広池ヨーガグループ） 一般 金 第1～3週 9：10～12：40

279 ヨーガ ヒーリングヨガ 一般 月 月3回 9：30～10：30

292 ヨーガ シニア・ヨーガ（60歳からの健康ヨーガ） 一般 日 第1～4週 9：10～10：40

277 ヨーガ・ストレッチ ヨガ＆ストレッチＢａｍｂｉ 一般 月 月1～2回 9：00～11：00

― 順不同 ―

No. 活動内容 団体名 活動対象者 曜日 予定週 活動時間

183 Ｊａｚｚダンス Ｈａｐｐｙ　Ｊａｚｚ　Ｋｉｄｓ　Ｄａｎｃｅ 小・中学生 水 月2回 不定

323 yosakoiソーラン 翠天翔 全般 不 不 不定

30 こどもﾊﾞﾚｴ こどもバレエ　ティアラ 小学生女児 火 第1～4週 17：00～19：00

31 こどもﾊﾞﾚｴ こどもバレエ　チュチュ 3～6歳女児 火 第1～4週 15：00～17：00

52 社交ダンス あすなろダンスサークル 一般 月 月4回 15：00～17：00

94 社交ダンス ダンス　かえで 一般 不 不 13：00～17：00

119 社交ダンス サークル　ハル 一般 木 不 13：00～15：00

122 社交ダンス はなみずきダンスサークル 一般 火 第1～4週 11：00～13：00

176 社交ダンス あすなろ会 一般 土 第2週 13：00～15：00

218 社交ダンス ローズマリー 一般 月 月3回 11：00～13：00

239 社交ダンス サンライズ 一般 金 第1～3週 9：00～11：00

令和４年度　鎌取コミュニティセンター　サークル一覧

【体操・運動・エアロビクス・ヨーガなど】

【舞踊・ダンス・バレエ】
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276 ジャズダンス Ｂａｍｂｉ 高校生以下 月 月3回 17：00～19：00

27 スクエアダンス スキップスクエアーズ 一般 火 第1～4週 19：00～20：45

26 スクエアダンス（アドバンス） おゆみ野スクエアダンスクラブ 一般 土 第2・4週 11：00～13：00

59 日本舞踊 三千つね会 一般 水 第1～3週 13：00～15：00

60 日本舞踊 扇の会 一般 水 第1～3週 15：00～17：00

258 フォークダンス 鎌取フォークダンスクラブ 一般 水 第1～4週 11：00～13：00

25 フラダンス フラサークル　プメハナ 一般 木 第2～4週 13：00～15：00

117 フラダンス ナニレフア 一般 水 月1回 11：00～13：00

128 フラダンス ハワイアンフラ・ポーマイカイ 一般 月 月3回 11：00～13：00

155 フラダンス ホーナネア　ピカケ　フラ　サークル 一般 火 月3回 19：20～21：00

219 フラダンス カヴェリナオケアロハ 一般 月 第1～4週 13：00～15：00

230 フラダンス ワイオレカ　かまとり 一般 火 第1～3週 11：00～13：00

275 フラダンス フラナネア 一般 月 月2回 11：00～13：00

28 ラウンドダンス プチシャトー 一般 不 月2回 9：00～13：00

― 順不同 ―

No. 活動内容 団体名 活動対象者 曜日 予定週 活動時間

451 居合道の稽古 おゆみ野居合倶楽部 一般 不 不 不定

2 空手 幸心館 全般 水 月4回 不定

87 空手 おゆみ野空手クラブ 全般 水 第1～4週 17：00～19：00

108 空手 鎌取空手道 全般 日 月4回 9：00～11：00

63 気功 鎌取気功サークル 一般 木 月4～5回 9：00～11：00

214 気功 鎌取タオ気功サークル 全般 土 第1～4週 9：00～11：00

106 剣道 扇田剣道クラブ 全般 土 不 15：00～19：00

18 太極拳 陳氏　Ｔａｉｊｉ　ｃｌｕｂ　千葉 一般 土 第2・4週 11：00～13：00

192 太極拳 楊名時の太極拳　おゆみ野木曜会 一般 木 月4回 13：00～15：00

― 順不同 ―

No. 活動内容 団体名 活動対象者 曜日 予定週 活動時間

242 バドミントン ベイヒッターズジュニアバドミントンクラブ 一般・小学生 不 不 不定

291 バドミントン ハーモニー 一般 土 第2・4週 9：00～13：00

384 バドミントン ＣＢＣ千葉バドミントンクラブ 一般 土 月4回 13：00～17：00

【武道・古武道など】

【スポーツ関連】
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― 順不同 ―

No. 活動内容 団体名 活動対象者 曜日 予定週 活動時間

32 囲碁の対局 おゆみ野囲碁愛好会 一般 日 月4～5回 13：00～17：00

200 囲碁の対局 囲碁を楽しむ会 一般 日 月4～5回 13：00～17：00

201 将棋 鎌取将棋クラブ 一般 不 月4回 11：00～17：00

― 順不同 ―

No. 活動内容 団体名 活動対象者 曜日 予定週 活動時間

116 池坊生け花 すみれ会 一般 水 第2・4週 9：00～13：00

41 詩吟 おゆみ野詩吟クラブ 一般 火 第1・3週 13：00～15：00

234 詩吟 日本修道流吟詠会・誉田支部 一般 金 第1・3週 13：00～17：00

92 詩吟（漢詩、和歌、新体詩） 鎌取詩吟クラブ 一般 土 第1～3週 17：00～19：00

73 小・中学生の硬筆・毛筆 書楽 小・中学生 月・水 月6回 17：00～21：00

49 書道 梨葉書院 一般 火 第1・3・4週 13：00～15：00

237 書道 白舟書院 一般 金 月4回 9：00～11：00

19 書道（毛筆・硬筆） 煌華 全般 金 月4回 17：00～21：00

343 フラワーアレンジ・アクセサリー ベル・フラワーズ 一般 水 第2・4週 19：00～21：00

246 フラワーアレンジ・プリザーブド 花笑も 一般 金 月4～5回
13：00～15：00
17：00～19：00
17:00～19：00

260 フラワーアレンジメント アトリエベアグラス　petit 一般 水 第3週 9：00～11：00

257 毛筆、硬筆 子供書道会 小・中学生 火 第1～4週 15：00～19：00

― 順不同 ―

No. 活動内容 団体名 活動対象者 曜日 予定週 活動時間

37 ウクレレ オヒア　レフア 一般 水 第1・3週 19：00～21：00

45 ウクレレ ウクレレ　ココナッツ 一般 月 第1～3週 9：00～11：00

211 ウクレレと歌 ハワイ音楽歌とウクレレの会 一般 金 第1・3週 13：00～15：00

83 合唱 Ｈａｐｐｙ　Ｈａｒｍｏｎｙ 一般 月 月2回 9：00～11：00

166 合唱 歌のひろば 一般 月 月4～5回 13：00～15：00

210 合唱 歌声の会 一般 金 第1・3週 11：00～13：00

297 合唱 コーロ・ルーチェ 一般 水 月2回 11：00～13：00

126 歌謡曲の学習会 鎌取歌謡研究会 一般 金 第2・4週 13：00～15：00

160 ギターアンサンブル ギターアンサンブル風 一般 金 第2・4週 13：00～17：00

29 混声合唱・コンサート企画等 混声Ｔｏｍｏｒｒｏｗ 一般 日 第1・3・4週 15：00～17：00

【囲碁・将棋など】

【書道・茶道・詩吟など】

【音楽関連】
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118 ジャズセッション おゆみ野ジャズビギナーズセッションクラブ 一般 水 第1・3週 17：00～21：00

97 三味線、民謡学習会 絆会　三味線サークル 一般 金 第4週 13：00～15：00

306 障がい児の音楽療法 ぴーたぁぱん 一般 金 第1・3週 15：00～17：00

178 抒情歌 音詩花 一般 月 第2・4週 15：00～17：00

342 ブラスバンド演奏 H.Fブラスバンドサークル 全般 日 月2回 9：00～11：00

89 フルート演奏 フルートアンサンブル　アルボ 一般 土 第1・3週 13：00～17：00

161 和太鼓 やぐら太鼓 一般 金 第1～4週 9：00～11：00

162 和太鼓 和太鼓　童組 ４歳～中学生 土 第1～4週 15：00～17：00

163 和太鼓 和太鼓　若獅子隊 小・中・高生 土 第1～4週 17：00～19：00

164 和太鼓 和太鼓　白鳳 一般 土 第1～4週 19：00～21：00

263 和太鼓 粋鸞 一般 日 第1・3・4週 17：00～19：00

― 順不同 ―

No. 活動内容 団体名 活動対象者 曜日 予定週 活動時間

125 編み物 手編みサークルダイヤ 一般 金 第2・4週 13：00～15：00

47 アロマ講座 アロマを楽しむオレンジリズム 一般 不 不 11：00～13：00

212 絵画 おゆみ野児童絵画クラブ 高校生以下 土 月4～5回 9：00～11：00

35 グラスアート グラスアートＮａｌｕ 一般 不 不 10：00～15：00

36 子供絵画造形 キッズアートＡＳ 小学生 木 第1・3週 17：00～19：00

43 手編み・ビーズクラフト トワイス 一般 月 第1・3週 13：00～15：30

259 デッサン、油彩画、水彩画 アミゾン・アン・タブロ 一般 水 月4回 9：00～13：00

225 はがき絵、淡彩画作製 はがき絵淡彩会 一般 火 第1～4週 13：00～15：00

104 パッチワーク パッチワーク教室 一般 月 第2週 11：00～13：00

124 ビーズアクセサリー制作 ビーズファン 一般 土 第2週 11：00～13：00

427 洋裁、小物作り ハンドメイド縫布民 一般 火 第1・3週 13：00～15：00

― 順不同 ―

No. 活動内容 団体名 活動対象者 曜日 予定週 活動時間

327 ケーキ作り ケーキサークルつれづれ 一般 水 第3週 13：00～17：00

228 パン・菓子作り 手ごねの会 一般 不 月4～5回 9：00～13：00

40 パン作り パンサークル 一般 不 月3回 11：00～17：00

【料理関連】

【絵画・手芸・工作・創作など】
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― 順不同 ―

No. 活動内容 団体名 活動対象者 曜日 予定週 活動時間

349 英語 令和英語クラブ 全般 土 月4回 11：00～13：00

141 英語遊び Ｋｉｄｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ 小学生以上 火 月4回 15：30～18：30

182 英語リトミック Ｆｕｎ　Ｔｉｍｅ，Ｍｏｍｍｙ＆Ｍｅ 1歳前後～3歳児 水 月2～3回 10：00～10：45

110 韓国語 アンニョンハングル 一般 不 月3回 9：00～11：00

280 スペイン語会話 ジャカランダ西語会話 一般 火 月2回 13：00～15：00

54 中国語会話学習 中国語会話同好会 一般 日 第1～4週 9：00～11：00

231 日常英会話、英検学習 リトル　レインボーズ　イングリッシュ 6歳～15歳 火・水 第1～4週 17：00～21：00

186 英会話、国際交流、幼児英語 Ｆａｎｔａｓｔｉｃ　Ｔｉｍｅ 幼稚園生 火・木 月3～4回 15：45～16：30

― 順不同 ―

No. 活動内容 団体名 活動対象者 曜日 予定週 活動時間

171 ガールスカウト活動 Ｇ・Ｓ千葉県第１００団　ジュニア部門 全般 不 不 不定

82 研修会 おゆみ野女性の会 一般 不 不 不定

42 小・中学生のプログラミング kid`sプログラミングサークル 小・中学生 月・金 月4回 17：00～18：30

170 歎異抄についての勉強会 古典の名著「歎異抄」に学ぶつどい 一般 不 不 不定

72 話し方の勉強 おゆみ野話し方サークル 一般 土 第1・3週 11：00～13：00

88 プログラミング 小学生　プログラミング　みかづき 小学生４年以上 木 第2・3週 16：30～17：30

105 倫理の学習 家庭倫理の会　みどりの集い 一般 月 第2・4週 13：30～15：00

127 朗読のレッスン 千葉朗読サークル「風」 一般 土 第1・3週 9：00～13：00

― 順不同 ―

No. 活動内容 団体名 活動対象者 曜日 予定週 活動時間

1 歌やゲームで英語を学ぶ Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｐｒｏｕｔ 1歳位親子 水 不
10：00～10：30
16：00～16：40

103 親子のスキンシップ 親子でキッズヨガ　コアラっこ 親子（1歳～3歳） 火 第1・3週 9：00～11：00

148 親子リトミック ｋｍｋ親子リトミック 未就園児親子 土 月1回 9：00～11：00

397 家事・育児の勉強 千葉友の会　鎌取最寄 一般 不 月2回 10：00～13：00

【語学・会話など】

【活動・勉強会・研修会・集会など】

【親子・幼児・育児関連】
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― 順不同 ―

No. 活動内容 団体名 活動対象者 曜日 予定週 活動時間

329 エッセイ エッセイサークル「とんぼ」 一般 水 第3週 13：00～15：00

308 着付け 結の会 一般 火 第1・3週 11：00～13：00

435 着付け きもの部 一般 不 不 9：00～11：00

330 着付け あすみ着付教室 一般 月・木 月2回 11：00～13：00

55 子育て・家庭づくり交流会 おひさま 一般 火 第1週 11：00～13：00

358 子育て支援 インフィニティ 一般 不 不 不定

132 手話 手話サークル　どんぐり 一般 土 第1・3週 13：00～15：00

216 手話で交流会 手話サークル　みどりの会 一般 土 第1・3・5週 19：00～21：00

363 障がいのある子の情報交換 千葉市地域で生きる会 一般 金 第2週 10：00～12：00

341 小品盆栽の勉強・展示会 方丈庵小品盆栽同好会 一般 日 第3週 10：00～13：00

245 ストレッチ体操・料理 Ｈａｒｍｏｎｙ　ｐｏｔ 一般 月 不 9：00～11：00

107 短歌会 しきなみ短歌会 一般 土 第3週 10：00～11：30

81 人形劇の練習・制作 がれっと工房 一般 日 月2回 9：00～11：00

302 認知症予防の歌声カフェ みどりのかふぇ 一般 不 不 10：00～12：00

303 俳句 菜の花俳句クラブ 一般 金 第1週 13：00～15：00

351 フリースペース ｃｏｃｏｍｉｌｅ　ｃｌｕｂ 全般 不 月1回 9：00～13：00

【その他】

6 / 6 ページ


