
 施設名 小坂井生涯学習センター ℡0533-72-2165  

 

サークル（団体）名 代表者名 活動内容 活動時間 

ピンポンクラブ 稲垣 史子 卓球の練習 
毎週火曜日 

9:30～11:30 

太極拳同好会 石川 真弓 太極拳練習 
毎週火曜日 

18:30～20:30 

健康体操 橋本 鎭子 ストレッチ、体操、ダンス 
毎週火曜日 

10:00～12:00 

ファミネス 大庭 由里香 フィットネス 
毎週火曜日 

18:00～21:00 

穂の友 石原 紀男 ハーモニカ練習 
毎月第 1・３火曜日 

9:30～12:30 

ウクレレで唄おう 宇野 洋子 ウクレレのレッスン 
毎月第２・４火曜日 

9:30～11:30 

ウクレレで唄おうⅡ 園原 由季 ウクレレのレッスン 
毎月第２・４火曜日 

13:00～15:00 

ギターを弾こう会 宮下 清一 ギターのレッスン 
毎月第２・４火曜日 

１9:00～2１:00 

絵手紙なでしこ 山本 朝子 絵手紙の勉強会 
毎月第２・４火曜日 

9:30～12:30 

津軽三味線サークル 近田 いく代 津軽三味線の練習 
毎月第２・４火曜日 

12:00～15:00 

 

（令和４年８月１日現在） 

生涯学習センター 

サークル活動一覧表 



サークル（団体）名 代表者名 活動内容 活動時間 

絵手紙カトレア会 秦 節子 絵手紙の勉強 
毎月第４火曜日 

13:00～16:00 

やさしいＹＯＧＡ 三矢 雅子 ヨガ教室 
毎週水曜日 

9:30～11:30 

ＭＵＳＵＴＡ 白井 知加子 ベリーダンス 
毎週水曜日 

18:00～21:00 

礼光会 塚本 礼子 日本舞踊の稽古 
毎月第 1・2・3 水曜日 

13:30～15:30 

陶楽会 鬼頭 尚子 陶芸教室 
毎月第１・２水曜日 

9:30～11:30 

三河岳周会 細野 允男 詩吟 
毎月第１水曜日 

13:00～17:00 

中日写真協会豊川支部 山本 順一 写真研修及び会議 
毎月第１水曜日 

18:00～22:00 

鴻小坂井句会 竹山 一子 俳句会 
毎月第１水曜日 

13:00～15:00 

己書道場 田中 みほ 己書の練習、制作 
毎月第 3 水曜日 

15:00～17:00 

おからこんにゃく 

菜チュラルベジクッキングﾞ 
大滝 敦子 料理教室 

月 1 回水曜日 

9:00～13:00 

西小 OB 卓球 稲垣 史子 卓球の練習と体力づくり 
毎週木曜日 

9:30～11:30 

 



サークル（団体）名 代表者名 活動内容 活動時間 

ザ・チェリーズ 伊藤 伴枝 オールディーズダンス 
月３回程度 木曜日 

17:30～21:30 

姿勢調整サークル 中西 満 姿勢調整体操 
毎週木曜日 

10:30～11:30 

象雲会Ⅱ 小川 香代子 書道 
毎週木曜日 

9:30～11:30 

手話ぶどうの木 都築 恵子 
手話の学習と聴覚障害者との交

流会 

毎周木曜日 

9:30～12:30 

ささ百合 髙橋 富香 大正琴教室（初級） 
毎月第１・３木曜日 

9:30～11:30 

オカリナ・リンガーズ

（木） 
石原 比美貴 オカリナ教室 

毎月第１・３木曜日 

13:30～15:30 

のこぎり音楽を楽しむ会 熊谷 朋子 
のこぎり（ミュージカルソウ）を

主に用いた音楽教室 

毎月第２・４木曜日 

19:00～21:00 

よつば会 鈴木 さちこ 和おどり 
月 1 回木曜日 

19:00～21:00 

語学サークル 遠藤 むつ子 韓国語勉強会 
毎月第 3 木曜日 

12:30～15:30 

小坂井女声コーラス 北原 幸子 コーラス練習 
毎週金曜日 

9:30～12:30 

とんぼダンスクラブ 笹原 貞治 社交ダンスの練習 
月 4 回金曜日 

13:00～1７:00 

 



サークル（団体）名 代表者名 活動内容 活動時間 

健身会 
笹原 京子 

林 良子 
太極拳 

毎週金曜日 

10:00～12:00 

小坂井囲碁クラブ 鈴木 重宏 会員による囲碁対局 

毎週金曜日 

13:00～18:00 

月 3 回程度 日曜日 

14:00～19:00 

バンドリラックスヨガ 大野 晶子 
ゴムバンドを使用したストレッ

チやヨガ 

毎週金曜日 

19:00～21:00 

手編みサークル 黒柳 文江 編み物の作成 
毎月第１・３金曜日 

10:00～12:00 

オカリナ・リンガーズ

（金） 
石原 比美貴 オカリナ教室 

毎月第１・３金曜日 

13:30～15:30 

うぐいす 矢田崎 ひろみ 認知予防体操 
毎月第１・３金曜日 

15:00～17:00 

点訳サークル                

「ほたるの会」 
桑名 かつ子 

視覚障害者用読み物の点訳作業、

点訳の講習会、点字の普及活動 

毎月第２・４金曜日 

9:00～12:00 

ハーモニカクラブ 

「ハミング」 
辻 豊志 ハーモニカ練習 

毎月第２・４金曜日 

9:30～12:30 

絵手紙あじさい 佐藤 マサ子 絵手紙 
毎月第２・４金曜日 

9:30～12:30 

煎茶クラブ 松井 良子 煎茶を楽しむ 
毎月第３金曜日 

9:30～12:30 

カラオケあおい会 伊藤 秀郎 カラオケ教室 
月３回程度 土曜日 

9:00～12:00 



サークル（団体）名 代表者名 活動内容 活動時間 

豊川少年少女合唱団 湯川 由美 合唱練習 
月３回程度 土曜日 

16:30～18:30 

浪の会 浪崎 かなゑ 三味線の稽古 
毎月第 1・2・3 土曜日 

13:00～16:00 

プラバヨガサークル 金指 百合香 ヨガ 
月 2 回程度 土曜日 

13:00～15:00 

押絵サークル 近藤 恵美子 押絵作り 
月 2 回土曜日 

13:00～16:00 

点字教室ビギン 中西 真由美 中途視覚障害者対象点字教室 
毎月第 1 土曜日 

9:30～12:30 

ゆりの会 壬生 儀幸 カウンセリング研修 
毎月第 2 土曜日 

14:30～17:30 

発酵エキス教室

PUKUPUKU 
及川 朝晴 酵素ドリンク作り 

月 1 回土曜日 

9:00～13:00 

アンチエイジングヨガ 白井 香奈江 ヨガ 
毎月第２・４日曜日 

19:00～21:00 

郵政健康卓球サークル 竹本 博 卓球 
月 2 回 

13:00～15:00 

クラフトマザーズ 藤田 ゆり クラフトテープで作品作り 
月 1 回 

13:30～15:30 

さくらダンス愛好会 牧野 順子 中高年向け社交ダンスの練習 月 4 回 

 



サークル（団体）名 代表者名 活動内容 活動時間 

Ｆのサークル 小林 真為美 ポルドブラ、ズンバ 月 1 回程度 

 


