
2019/4/1現在

名　称 流 派 等 開 催 曜 日 時　間 会　場 世 話 人

1 茶道同好会 表千家 第４水  9:30~15:30 茶室 石黒　宗泰

2 濃茶研究会 表千家 第３水  9:30~15:30 茶室 石黒　宗泰

3 悠々会 表千家 第１水 12:30~15:00 茶室 石黒　宗泰

4 末広会 表千家 第１水  10:00~12:00 茶室 石黒　宗泰

5 緑の会 薫風流 第１火  9:00~15:30 茶室 足立　節子

6 福寿会（立礼茶道） 表千家 第４火  9:30~14:30 茶室 石黒　宗泰

7 書道同好会 第２・４水 13:00~15:00 集会室 増田　孝志

8 北辰神櫻流美祥会 神櫻流 第２・４火  9:30~12:00 集会室 青山美祥櫻謡(隆子)

9 興謡会 観世流 第２月 10:00~16:00 多目的室 野々部　信男

第２・３月 集会室

第４月 多目的室

11 日本舞踊同好会 細井流 第２金 13:00~15:00 多目的室 佐々木　まち子

第1-2-3木 / 第2金 和室

第４木 多目的室

13 さくらの会 琴城流 第１・３火 10:00~12:00 多目的室 川勝　久美子

14 絵手紙同好会 第３水 10:00~12:00 多目的室 天野　久子

第２木 集会室

第１・３木 / 第４火 多目的室

16 初心者太極拳 日本健康太極拳協会 第４土 13:30～15:00 多目的室 堀場　廣美

第１土 集会室

第２・３・４土 多目的室

18 カラオケ同好会 第１・２木 12:30~16:00 集会室 加藤　健三

19 鯱城囲碁同好会 囲碁 第２・３・４・(５)月/第１土  9:00~12:00 囲碁室・和室 大田　雅己

20 環境学科囲碁同好会 囲碁 第１月 / 毎週 水・金  9:00~12:00 囲碁室 竹内　　巌

21 鯱城二八会 囲碁 第２・４金 9:00~12:00 囲碁室 柴田　　滋

22 大澤会 囲碁 第２・４火 9:30~12:00 囲碁室 加藤　信子

23 英会話同好会（初級） 第１金 10:00~12:00 和室 竹川　理砂

24 英会話同好会（中級） 第１金 13:30~15:30 多目的室 竹川　理砂

25 英会話同好会（Ｅ.Ｅ.） 第４木 13:30~15:30 多目的室 竹川　理砂

26 関西吟詩文化協会 第１・３土 13:30~15:30 多目的室 成澤　洋

27 コーラス同好会 第２土 10:30~12:00 集会室 重田　映子

28 みどり会 民踊 第２・４水 13:00~15:00 多目的室 和田　久子

29 甚鯱会 名古屋甚句 第１金 10:00~12:00 多目的室 前田　ゆき

30 カラオケ愛好会 第２金 / 第４火 15:00~17:00 集会室 中野　静枝

31 フラ　レイ ナニ 第２土 / 第３金 13:30~15:30 多目的室 川崎　三喜子

32 コスモス会 第３土 10:00~15:00 わくわくルーム 河田　ゑみ子

33 なごみ会 第２・４月 10:00~15:00 わくわくルーム 近藤　タカ子

34 旅行英会話の会 第２・４火 14:00~16:00 多目的室 伊藤　廣枝

35 朗読　ひつじの会 第２・４水 10:00~12:00 多目的室 成瀬　陽子

36 かおる会 民謡川崎会 第４月 14:30~16:00 集会室 今北　忠雄

37 ひよっこ（初心者囲碁） 毎週 月・水・木・土 13:00~16:00 囲碁室 梅鉢　勇夫

38 健康マージャン木曜クラス 第２木 13:00~16:00 多目的室 竹内　孝子

39 健康マージャン金曜クラス 第３金 9:15~12:15 多目的室 竹内　孝子

40 フラ・ロケラニ 第１木 13:30~15:30 多目的室 松崎　美子

41 八事ウクレレ会 第１土 10:30~12:00 多目的室 河面　祥三郎

自主クラブ

42 謡曲観世流クラブ 観世流 第３月 10:00~12:00 集会室 駒村　忠俊

43 大正琴クラブ 琴城流 第２金 10:00~12:00 集会室 長瀬　太喜子

44 カラオケ道場 第３土 12:30~16:00 集会室 -

八事福祉会館 同好会一覧表

10 八宝会 宝生流 千賀　一雄13:30~15:30

17 フラ プルメリア 中野　静枝10:00~11:30

15 楊名時太極拳 日本健康太極拳協会 堀場　廣美10:00~11:30

12 はーもにー 琴城流 熊田　美穂子10:00~12:00


