
午前 午後 夜間

1
足尾に緑を渡良瀬川に清流を渡
良瀬川にサケを放す会

環　境 毎月　第3金曜日 ○ 成人

2 生きいきサークル城沼 介護予防体操 毎月　第2・4月曜日 ○ 高齢者

3 いちょうの会 茶　道 毎月　第2・4火曜日 ○ 成人・高齢者女性

4 イヤリングス 社交ダンス 毎週　水曜日(第5休) ○ 成人・高齢者

5 絵手紙サークルサクランボの会 絵手紙 毎月　第3月曜日 ○ 成人・高齢者

6 キック＆パンチ♪エクササイズ エクササイズ 毎月　第2・4金曜日 ○ 成人女性

7 氣と健康クラブ 健康体操 毎月　第1・3木曜日 ○ 成人女性

8 切り絵さくらの会 切り絵 毎月　第2・4火曜日 ○ 成人

9 ゴールドダンスサークル 社交ダンス 毎週　月曜日(第5休) ○ 成人

10 小麦の会 料　理 毎月　第1・3水曜日 ○ ○ 高齢者女性

11 サンシャイン 健康体操 毎月　第2・4火曜日 ○ 成人女性

12 三の丸詩吟愛好会 詩　吟 毎月　第2・3・4木曜日 ○ 高齢者

13 実用書道の会 書　道 毎月　第2・4木曜日 ○ 高齢者女性

14 写経に親しむ会 写　経 毎月　第１金曜日 ○ 成人・高齢者

15 城陶会 陶　芸 毎月　第1・3水曜日 ○ 成人女性・高齢者

16 城沼囲碁愛好会 囲　碁 毎週　月曜日(第5休) ○ 成人男性

17 城沼吟詠会 詩　吟 毎週　金曜日(第5休) ○ 高齢者

18 城沼俳画クラブ 俳　画 毎月　第2・4木曜日 ○ 高齢者

19 城沼八木節ソーラン 創作ダンス 毎週　火曜日(第5休) ○ 成人女性

20 書を楽しむ会 書　道 毎月　第2・4木曜日 ○ 高齢者

21 白ゆり会 着付け 毎週　金曜日(第5休) ○ 成人女性

22 スリーアレマーナ 社交ダンス 毎週　金曜日(第5休) ○ 高齢者

23 雪天館林句会 俳　句 毎月　第３火曜日 〇 成人・高齢者

24 川柳ぶんぶく吟社 川　柳 毎月　第3水曜日 ○ 高齢者

25 体操愛好会 健康体操 毎週　水曜日(第5休) ○ 高齢者女性

26 館林歌人クラブ 短　歌 毎月　第3金曜日 ○ 高齢者

27 館林カメラクラブとろう会 写　真 毎月　第3土曜日 〇 成人男性・高齢者

28 館林観光ボランティアガイドの会 観光ガイド 毎月　第1・4水曜日 ○ 高齢者

29 館林篠笛会 篠　笛 毎月　第1・3月曜日 ○ 成人

30 館林市聴覚障害者福祉協会 理事会 毎月　第1土曜日 ○ 成人
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31
館林ジョイスポーツクラブ・リ
フレッシュヨガ教室

ヨ　ガ 毎週　金曜日（第5休） ○ 成人・高齢者女性

32 館林ラジオ体操連盟 役員会・講習会 毎月　第4金曜日 ○ 成人・高齢者

33 ダンスサークル・スイング 社交ダンス 毎週　月曜日(第5休) ○ 高齢者

34 竹鳳会 尺　八 毎月　第1・3水曜日 ○ 成人・高齢者男性

35 つくし会 大正琴 毎週　金曜日（第5休） ○ 高齢者女性

36 つつじダンス 社交ダンス 毎週　土曜日(第5休) ○ 高齢者

37 つぼみ会 大正琴 毎月　第2・4水曜日 ○ 高齢者女性

38 陶芸クラブ 陶　芸 毎月　第1・3木曜日 ○ 成人女性・高齢者

39 日中囲碁愛好会 囲　碁 毎週　土曜日(第5休) ○ ○ 成人男性

40 年金者組合-川柳の会 川　柳 毎月　第2水曜日 ○ 高齢者

41 年金者短歌の会 短　歌 毎月　第1・3金曜日 ○ 高齢者

42 年金者の会 年金者の交流 毎月　第3月曜日 ○ 高齢者

43 粘土クラフト 手　芸 毎月　第2・4火曜日 ○ 成人女性・高齢者

44 ハーモニー・アルカンシエル コーラス 毎週　木曜日(第５休) ○ 成人女性

45 ハーモニカ・アンサンブル ハーモニカ 毎月　第2・4木曜日 ○ 高齢者女性

46 ハスの会日本語教室 日本語学習 毎週　木曜日(第5休) ○ 成人

47 ハングル（火曜クラス） 韓国語学習 毎週　火曜日(第5休) ○ 成人

48 ハングル（木曜クラス） 韓国語学習 毎週　木曜日(第5休) ○ 成人

49 ふきのとう俳句会 俳　句 毎月　第1木曜日 ○ 成人

50 フラサークルAINA フラダンス 毎週　水曜日（第5休） ○ 成人女性

51 墨清会 水墨画 毎月　第2・4水曜日 〇 高齢者

52 ボランティアむぎの会 ボランティア活動 毎月　第2月曜日 ○ 高齢者女性

53 ぽんぽこ山の会 登   山 毎月　第1水曜日 ○ 成人

54 民舞藤蝶会 民　舞 毎月　第2・4土曜日 ○ 成人・高齢者女性

55 民謡愛好会 民　謡 毎月　第1・2・3木曜日 ○ 高齢者

56 ヨガ愛好会 ヨ　ガ 毎週　火曜日（第5休） ○ 成人・高齢者女性

57 ラブリー 社交ダンス 毎週　木曜日(第5休) ○ 高齢者

58 渡良瀬川研究会 研究会 毎月　第2金曜日 〇 成人・高齢者


