
令和4年4月1日現在

曜　日 時　間　帯

レモンタイム ジャズダンス 木 毎週    　10:00～12:00
月 第1･第3   13:30～15:30
水 第1･第3　 13:30～15:30

桔梗が丘ダンスクラブ 社交ダンス 木 毎週　    19:00～21:00
桔梗が丘リズム体操クラブ リズム体操 月 毎週    　19:00～21:00

月 毎週    　10:00～11:00
水 毎週   　 10:00～11:00

桔公 ストレッチ ストレッチ 水 毎週　　　11:00～12:00
リズム体操クラブ「コスモス」 リズム体操 火 毎週    　12:30～14:30

月・火 毎週　　  19:30～20:30
木 第2･第4 　18:30～20:30

太極拳 桔梗が丘太極拳クラブ 太極拳 火 第2･第4　 10:00～12:00
武　芸 名張市なぎなた協会 なぎなた 月 毎週　     9:30～11:30

土 毎週　    13:00～17:00
日 第4    　 13:00～17:00
金 第2･第4　 13:30～16:30
木 第1･第3　 13:30～15:30

女声コーラス　秋桜 女声コーラス 月 毎週      13:00～15:00
桔梗グリークラブ 男声コーラス 土 毎週　    15:00～17:30
女声アンサンブル　Soave アンサンブルコーラス 土 月2回     13:30～15:30
ニ胡niko一座 二　胡 土 第2･第4　 10:00～12:00
二胡つばめクラブ 二　胡 土 第2･第4　 12:30～16:30

月 第1･第2    9:30～11:30
土 第3    　  9:30～11:30
日 第4     　 9:30～11:30

大正琴みすぎ会 大正琴 木 第1･第3･第4 　9:00～12:00
桔梗フィルハーモニカ ハーモニカ 水 第1･第3 　13:30～15:30
混声合唱　ＫОＫＫＹ'Ｓ 混声合唱の練習 金 第1･第3　 10:00～12:00
シリウス バンド演奏 お問合せ下さい
百合根会 料　理 木 第2　      9:00～13:00
若竹会（料理教室） 料　理 金 第1　     10:00～14:00

短　歌 桔梗が丘短歌クラブ 短　歌 月 第4     　 9:30～12:30
名張蕉門句会 俳　句 土 第1     　 9:30～12:00
純の句会 俳　句 木 第1     　13:30～15:30
桔梗が丘謡曲同好会 謡　曲 水 第1･第2･第3　13:00～15:00
桔梗民謡クラブ 民　謡 月 第1･第3　 14:00～16:00
桔梗民謡クラブ　三味線 三味線 金 第1･第3　 14:00～16:00

火 第2 　    10:00～12:00
水 第4 　    10:00～12:00

扇和会 扇　舞 木 第2･第4 　13:30～15:30
関西吟詩鴻陽会東部吟詠支部 漢詩と吟詠 火 第1･第3　 13:30～16:00
桔梗が丘絵画クラブ 絵　画 金 第2･第4　 10:00～15:00
絵手紙 花ごよみ　 絵手紙 月 第1　　 　13:00～16:00
桔梗水墨画クラブ 水墨画 水 第2･第4 　12:30～15:30
桔梗が丘書道クラブ 書　道 水 第3    　  9:30～12:00
紫墨会 書　道 水 第2     　10:00～12:00
詩書を楽しむ会 書　道 水 第3    　 13:00～15:30

裏面に続く

ハワイアンフラ　ＫＡＰＵＡ

フルーツバスケット

名張マンドリンクラブ マンドリン

壽永会

フラダンス

活　動　日　時
ジャンル サークル名 内　　容

桔梗が丘市民センター　サークル一覧

エアロビクス・ヨガなど

新舞踊

伊賀シンフォニックアカデ
ミー吹奏楽団

吹奏楽

桔梗が丘歌謡クラブ 歌　謡

３Ｒ ズンバ、ヨガ、ダンス

体　操

書　道

ダンス

俳　句

古典芸能

絵　画

料　理

音　楽



桔梗が丘陶香クラブ 陶　芸 火水土日 第1･第2    9:00～18:00
桔梗が丘陶友クラブ 陶　芸 火～金 第2日曜の週   9:00～16:00
宵月庵陶芸クラブ 陶　芸 木 第1　　 　 9:30～15:00
陶楽会 陶　芸 月～金 第3        9:00～16:00
和らぎ会 刺繍 木 第4       10:00～15:00
桔梗が丘ソーイングクラブ 洋裁 木 毎週    　10:00～16:00　

火 第1･第3　 13:00～16:00
火 第1        9:00～12:00

同学会 中国語 金 第2･第4   10:00～12:00
Ｅｎｊｏｙ　ＡＢＣ 英会話 火 毎週    　10:00～12:00　
イルカパソコンクラブ パソコン 月 第1･第3　 13:30～16:30
かがやきパソコンサークル パソコン 火 第1･第3 　13:30～16:30
グループプラス パソコン お問合せ下さい
パソコンクラブきらら パソコン 火 第1･第3　  9:30～12:30
桔梗が丘パソコン教室 パソコン 木 第3　　 　13:30～16:30

土 毎週　     9:00～12:00
日 毎週　    13:00～18:00

萌黄 枕草子など 月 第1     　 9:30～12:30
若菜会 徒然草など 月 第3　      9:30～12:30
ながつき会・文学朗読鑑賞 古典文学 火 第2     　13:00～15:30
農を楽しむ 野菜作り 火 第1･第3　  9:00～11:00
さつき会 読　書 木 第2     　10:00～12:00
読書会コスモス 読　書 月 第4　      9:30～12:30

　　桔寿会（シニア対象サークル）
囲　碁 桔寿会囲碁クラブ 囲　碁 火・木 毎週    　13:00～16:00
手　芸 桔寿会ビーズ教室 ビーズ製作 木 第4       13:00～16:00

　　桔梗が丘南市民センターサークル一覧

曜　日 時　間　帯
のびのび健康体操 リズム体操とストレッチ 金 毎週　    14:00～15:00
リフレッシュ体操 健康体操 金 毎週    　10:00～12:00
さわやかコーラス 混声合唱 土 第2･第4   13:00～16:00
コーラス　さくらんぼ コーラス 水 第2･第4 　13:30～15:30
大人のピアノ教室アンダンテ ピアノ 月 第2･第4 　13:30～15:30
大人のピアノ教室プリモ ピアノ 木 第2･第4 　10:00～12:00

華　道 生花クラブキティ 盛花　瓶花　アレンジ等 火 第2       10:00～12:00
ペン習字 南ペン習字クラブ ペン習字 金 第2･第4 　10:00～12:00

水 第1or第2　13:30～15:30
金 第4 　　　13:30～15:30

その他 よみ かき 漢字 漢字学習 月 第3　     13:30～15:30
歴史 文学 万葉の会 万葉集講座 木 第1        9:00～12:00

※活動日時は年度途中で変更になる場合があります。 （全７４団体：順不同）

　詳細は各サークルにご確認下さい。

活　動　日

囲　碁

歴史 文学

音　楽

ジャンル サークル名 内　　容

桔梗が丘囲碁同好会 囲　碁

語　学 Ｓｔｅｐ　by　Ｓｔｅｐ 日常英会話

パソコン

韓国語

体　操

語　学

その他

カナダラ　ハングル

手工芸

サークルについての

お問い合わせ

桔梗が丘市民センター


