
午前 午後 夜間

1 アクロスダンスサークル 社交ダンス 毎週 月曜日 〇 成人

2 絵手紙サークル秋桜 絵手紙 毎月 第３水曜日 ○ 高齢者女性

3 火曜会テニスクラブ ソフトテニス 毎週 火曜日 ○ 高齢者

4 空手クラブ雄飛会 空　手 毎週土 ・日曜日 ○ 少年・少女・成人

5 よさこいつつじ会 よさこい 毎月 第１火曜日 ○ 成人・高齢者女性

6 社交ダンスくるみ会 社交ダンス 毎週 木曜日 ○ 高齢者

7 ディ　バンビーニ キッズダンス 毎週 火曜日 ○ 少年少女

8 こでまりの会 着付け 毎月 1・3・4火曜日 ○ 成人女性

9 多々良地域ボランティアの会 ボランティア 随時 ○ 成人

10 多々良写経に親しむ会 写　経 毎月 第４木曜日 ○ 高齢者女性

11 手話ダンスクラブ多々良 手話ダンス 毎月第２・４火曜日 ○ 成人女性

12 スカイブルー エアロビクス 毎週 金曜日 ○ 成人女性

13 筝曲　八葉会 邦　楽 随時 成人女性、高齢者

14 邑楽館林退職校長会囲碁の会 囲　碁 毎月 第１木曜日 ○ 高齢者男性

15 多々良オカリナ愛好会 オカリナ 毎週水曜日 ○ 高齢者女性

16 多々良将棋倶楽部 将　棋 毎週 1・2・3日曜日 ○ 成人・高齢者男性

17 多々良書道愛好会 書　道 毎月 第２・４木曜日 ○ 成人・高齢者女性

18 多々良新卓球 卓　球 毎週 火曜日 ○ 成人・高齢者

19 多々良ラージ卓球クラブ 卓　球 毎週 水曜日 ○ 高齢者

20 多々良地区寿連合会 定例会 毎月 第１月曜日 ○ 高齢者

21 多々良地区婦人会 定例会 毎月 第３木曜日 ○ 成人女性

22 多々良テニスクラブ ソフトテニス 毎週 土・日曜日 〇 〇 成人

23 多々良陶芸クラブ 陶　芸 毎月 第１・２日曜日 ○ 高齢者

24 多々良フォトクラブ 写　真 毎月 第４金曜日 ○ 成人

25 館林市シルバー人材センター おさらい教室 毎週 火・木曜日 ○ 高齢者

26 多々良会食の会 会食会 毎月 第２金曜日 ○ 成人・高齢者女性

27 館林卓球クラブ 卓　球 毎週 月曜日 ○ 高齢者

28 たんぽぽ 社交ダンス 毎週 金曜日 ○ 高齢者

29 華代会 日本舞踊 毎月 第１・２・３水曜日 ○ 成人・高齢者
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30 パウオレアロハ フラダンス 毎週 木曜日 ○ 成人女性

31 ひまわり体操会 健康体操 毎週 月曜日 ○ 成人・高齢者女性

32 fun　fun　マミー’S エアロビ・ヨガ 毎週 木曜日 ○ 成人女性

33 松の実コーラス 合　唱 毎月 第１・２・３月曜日 ○ 成人女性

34 みまつ連 阿波踊り 毎月 第２・４土曜日 ○ 少年・少女・成人

35 多々良ヨーガ愛好会 ヨ　ガ 毎週 火曜日 ○ 成人女性

36 緑滄会 謡曲・仕舞 随時　水曜日 〇 成人

37 レクダンス多々良 ﾚｸﾚｰｼｮﾝﾀﾞﾝｽ 毎月　第1・3土曜日 ○ 高齢者女性

38 スワンきり絵クラブ 切り絵 毎月　第2・4金曜日 ○ 成人

39 「通いの場」生きいきサークル多々良 介護予防体操 毎月　第2・4金曜日 ○ 高齢者

40 ジョウジクラブ 国際交流 随時 少年・少女・成人

41 スポーツウェルネス吹き矢同好会 スポーツ吹き矢 毎週火曜日 ○ 成人・高齢者

42 E.テニス ソフトテニス 毎週木曜日 〇 成人・高齢者


