
サークル分類別

分類1 分類1 分類2 分類2 館名 サークル名 開催日 曜日 開始 終了
1 運動 1 卓球 日新 さかえクラブ（ラージボール） 毎週 月曜日 13:30 16:30
1 運動 1 卓球 日新 日新卓球同好会 毎週 水・金曜日 20:00 22:00
1 運動 1 卓球 兵庫 ブルースカイ 毎週 火曜日 9:00 13:30
1 運動 1 卓球 兵庫 昭和クラブ 毎週 水曜日 10:00 12:00
1 運動 1 卓球 兵庫 兵庫シルバー会 毎週 木曜日 12:30 16:00
1 運動 1 卓球 兵庫 卓友クラブ 毎週 月・金曜日 10:00 12:00
1 運動 1 卓球 高木瀬 さつき会 第１〜４ 月曜日 13:00 16:00
1 運動 1 卓球 高木瀬 卓球 第１〜４ 金曜日 9:00 12:30

1 運動 1 卓球 高木瀬 N.Tクラブ
第１・２・４
第３

日曜日
土曜日

9:00 13:00

1 運動 1 卓球 諸富町 ラージボール 毎週 水曜日 13:30 15:30
1 運動 1 卓球 諸富町 卓球同好会 毎週 木曜日 10:00 12:00
1 運動 1 卓球 諸富町 卓球 若葉会 毎週 土曜日 13:00 15:00

1 運動 1 卓球 春日 春日卓球愛好会 毎週
金曜日
土曜日

15:00
9:30

17:00
12:30

1 運動 1 卓球 久保田 多球で卓球 毎週 火曜日 19:30 22:00
1 運動 1 卓球 久保田 フューチャーくぼた 毎週 月・木曜日 8:30 12:00
1 運動 1 卓球 久保田 永卓シニア 毎週 金曜日 9:30 13:00
1 運動 1 卓球 久保田 スパロゥズ久保田 毎週 土曜日 19:30 22:00
1 運動 2 太極拳 日新 紫紅拳会 毎週 月曜日 19:00 21:30
1 運動 2 太極拳 赤松 太極拳同好会 第１・３ 月曜日 17:00 18:30
1 運動 2 太極拳 赤松 赤松太極拳サークル 第１〜４ 金曜日 9:30 12:00
1 運動 2 太極拳 神野 太極拳神野サークル 第１・３ 火曜日 10:00 12:00
1 運動 2 太極拳 神野 太極拳ナイトサークル 第１〜４ 金曜日 19:00 21:30
1 運動 2 太極拳 嘉瀬 太極拳サークル 第２〜４ 木曜日 14:00 16:00
1 運動 2 太極拳 巨勢 太極拳 蓮々 第１〜３ 月曜日 9:30 11:30
1 運動 2 太極拳 巨勢 巨勢太極拳 第１〜３ 木曜日 10:00 12:00
1 運動 2 太極拳 高木瀬 太極拳 雅の会 第１・３ 月曜日 14:00 16:00
1 運動 2 太極拳 北川副 太極拳一楽庵教室 第１〜４ 土曜日 10:00 13:00
1 運動 2 太極拳 鍋島 太極拳・鍋島葉 第１〜３ 月曜日 15:30 17:30
1 運動 2 太極拳 金立 太極拳佐賀倶楽部 第１〜４ 木曜日 19:00 22:00
1 運動 2 太極拳 久保泉 太極拳サークル 毎週 土曜日 13:00 17:00
1 運動 2 太極拳 蓮池 太極拳 蓮蓮 毎週 水曜日 9:30 11:30
1 運動 2 太極拳 新栄 紫紅拳会 第１〜４ 火曜日 9:00 11:30
1 運動 2 太極拳 若楠 健身太極拳若楠の会 第 １・２・４・５ 火曜日 14:15 15:45
1 運動 2 太極拳 若楠 健康太極拳 若楠サークル 毎週 木曜日 19:00 21:00
1 運動 2 太極拳 若楠 太極拳サークル・紫紅拳会 毎週 金曜日 13:15 15:45
1 運動 2 太極拳 開成 健身太極拳 第１〜４ 金曜日 16:00 17:30
1 運動 2 太極拳 諸富町 ゆっつらーと倶楽部 毎週 水曜日 9:30 12:30
1 運動 2 太極拳 春日 コーリー太極拳 毎週 火曜日 19:30 22:00
1 運動 2 太極拳 川上校区 龍美会 第１〜４ 水曜日 9:30 12:30
1 運動 2 太極拳 川上校区 花みずき 第１・３ 木曜日 9:30 12:00
1 運動 2 太極拳 南川副 川副町太極拳同好会 毎週 月曜日 13:30 16:00
1 運動 3 気功 勧興 気楽会 毎週 月曜日 20:00 21:30
1 運動 3 気功 勧興 気功の会 毎週 水曜日 10:00 12:00
1 運動 3 気功 循誘 循誘気功サークル 毎週 月曜日 10:00 11:30
1 運動 3 気功 日新 気功同好会 毎週 水曜日 13:30 15:30
1 運動 3 気功 巨勢 巨勢気功健康クラブ 第２〜４ 土曜日 10:00 12:00
1 運動 3 気功 高木瀬 佐賀市気功クラブ高木瀬支部（愛功会） 第１〜４ 火曜日 13:00 16:00
1 運動 3 気功 本庄 さわやか健康 第１〜３ 月曜日 13:15 15:00
1 運動 3 気功 金立 ドラゴンボールクラブ気功 第１〜４ 火曜日 19:00 22:00
1 運動 3 気功 新栄 気功健康同好会 第２〜４ 土曜日 10:00 11:30
1 運動 3 気功 若楠 気楽会 毎週 火曜日 13:00 14:00
1 運動 3 気功 春日 さわやか気功サークル 毎週 火曜日 13:30 15:30
1 運動 3 気功 ⻄川副 はつらつ教室 毎週 水曜日 10:00 11:00
1 運動 3 気功 ⻄川副 気功同好会 毎週 木曜日 13:30 15:00
1 運動 3 気功 中川副 気功クラブ 毎週（第４を除く） 水曜日 13:30 14:30
1 運動 4 空手 赤松 実戦空手道眷正会貞松道場一般の部 第１〜４ 金曜日 19:30 22:00

1 運動 4 空手 赤松 実戦空手道眷正会貞松道場少年の部
毎週１・２・４
第３

日曜日
土曜日

17:00 20:30

1 運動 4 空手 赤松 赤松空手クラブ 第１・２・４ 日曜日 18:00 20:30
1 運動 4 空手 巨勢 実践空手 眷正会 巨勢道場 第１〜３ 水曜日 19:30 21:50
1 運動 4 空手 兵庫 武円館空手・サークル 毎週 土曜日 10:00 12:30
1 運動 4 空手 北川副 眷正会（空手教室） 第１〜３ 金曜日 20:00 22:00
1 運動 4 空手 本庄 健康クラブ 第１〜３ 水曜日 19:00 21:00
1 運動 4 空手 金立 金立空手クラブ 第１〜４ 火曜日 20:00 21:30
1 運動 4 空手 諸富町 諸富町空手道連盟 毎週 月・金曜日 19:00 22:00
1 運動 4 空手 春日 大和空手クラブ 毎週 水・金曜日 17:00 18:30

時間
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サークル分類別

分類1 分類1 分類2 分類2 館名 サークル名 開催日 曜日 開始 終了
時間

1 運動 4 空手 東与賀 少林寺流錬心舘佐賀支部 毎週 金曜日 18:00 22:00
1 運動 5 武道系 諸富町 諸富町居合道愛好会 毎週 水・金曜日 15:30 17:30
1 運動 5 武道系 諸富町 ⿊田道場 毎週 火・木・土 17:30 19:45
1 運動 5 武道系 東与賀 精道館道場 毎週 火曜日 18:30 20:00
1 運動 6 ヨガ 勧興 健康ヨガ 毎週 月曜日 13:30 15:30
1 運動 6 ヨガ 赤松 リラ・ヨガ 第１〜４ 土曜日 9:00 11:00
1 運動 6 ヨガ 新栄 リラックスヨガ 第４ 日曜日 9:30 10:30
1 運動 6 ヨガ 諸富町 もろどみヨガ 第１・３ 月曜日 10:15 12:00
1 運動 6 ヨガ 春日 よがっ娘 毎週 月曜日 13:30 16:00
1 運動 6 ヨガ 春日 きらきらフィットネスサークル 第１〜３ 木曜日 10:00 12:00
1 運動 6 ヨガ 川上校区 007クラブ 第４ 日曜日 13:30 16:30
1 運動 6 ヨガ 松梅 ネイロ 第２・４ 月曜日 19:00 21:00
1 運動 6 ヨガ 松梅 Peace 第１ 水曜日 20:00 21:30
1 運動 6 ヨガ 南川副 ラズベリー 毎週 火曜日 19:30 21:00
1 運動 6 ヨガ ⻄川副 プラーナ 第１・３ 火曜日 13:00 15:00
1 運動 7 ウォーキング 日新 日新ウォーキング同好会 毎週 金曜日 8:30 12:00
1 運動 7 ウォーキング ⻄与賀 ブルスタ・ウォーキング 毎週 水曜日 9:00 11:30
1 運動 7 ウォーキング 久保泉 久保泉ウォーキングクラブ 毎週 火曜日 9:00 12:00
1 運動 7 ウォーキング 蓮池 蓮池ラジ＆ウォーク 毎週 火曜日 9:00 11:30
1 運動 8 ﾀﾞﾝﾍﾞﾙ,ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾙ 勧興 勧興ダンベル教室 毎週 金曜日 13:30 15:30
1 運動 8 ﾀﾞﾝﾍﾞﾙ,ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾙ 循誘 さくらんぼ会 毎週 金曜日 13:30 15:30
1 運動 8 ﾀﾞﾝﾍﾞﾙ,ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾙ 巨勢 巨勢元気会（ダンベル体操） 第１〜４ 火曜日 13:30 15:30
1 運動 8 ﾀﾞﾝﾍﾞﾙ,ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾙ 兵庫 兵庫ダンベル教室 毎週 木曜日 9:30 11:30
1 運動 8 ﾀﾞﾝﾍﾞﾙ,ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾙ 金立 ボールエクササイズ 第１〜４ 木曜日 9:30 10:30
1 運動 8 ﾀﾞﾝﾍﾞﾙ,ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾙ 春日 春日ダンベルクラブ 毎週 金曜日 13:00 15:00
1 運動 8 ﾀﾞﾝﾍﾞﾙ,ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾙ 春日北 むつみ会 毎週 水曜日 9:30 12:00
1 運動 8 ﾀﾞﾝﾍﾞﾙ,ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾙ 松梅 健康体操クラブ 第１ 水曜日 9:30 11:30
1 運動 8 ﾀﾞﾝﾍﾞﾙ,ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾙ 南川副 川副のりのり会 毎週 金曜日 9:30 12:00
1 運動 9 自彊術 勧興 健康体操自彊術 月３回 火曜日 10:00 11:30
1 運動 9 自彊術 循誘 自彊術すずらん 第１〜３ 火曜日 10:00 11:30
1 運動 9 自彊術 赤松 自彊健美体操・足操術 第１〜４ 火曜日 10:00 12:00
1 運動 9 自彊術 神野 健康体操「自彊術」 第１・３・４ 月曜日 10:30 12:00

1 運動 9 自彊術 嘉瀬 自彊術
第２・４
第１・３

月曜日
金曜日

10:00 12:00

1 運動 9 自彊術 鍋島 鍋島自彊術同好会 第１・３・４ 土曜日 9:30 12:00
1 運動 9 自彊術 新栄 自彊術 第１〜３ 木曜日 13:30 15:30
1 運動 9 自彊術 若楠 自彊術 第１・３ 火曜日 10:30 12:00
1 運動 9 自彊術 春日 健康体操 水曜自彊術 毎週 水曜日 9:30 11:30
1 運動 9 自彊術 春日 健康体操 木曜自彊術 第１・３ 木曜日 13:30 15:30
1 運動 9 自彊術 春日 健康体操 金曜自彊術 第１・２・３ 金曜日 10:00 12:00
1 運動 9 自彊術 春日北 さわやか自彊術 第１〜３ 水曜日 13:15 15:00
1 運動 9 自彊術 富士 自彊術サークル 第２・４ 金曜日 13:30 15:00
1 運動 10 3B体操 巨勢 ３Ｂ体操 第１〜３ 月曜日 13:30 15:00
1 運動 10 3B体操 諸富町 ３Ｂ体操（夜） 月３回 木曜日 20:00 21:30
1 運動 10 3B体操 諸富町 ３Ｂ体操（昼） 第１〜３ 木曜日 10:00 12:00
1 運動 10 3B体操 ⻄川副 ３Ｂ体操 すみれ会 第１・２・４ 金曜日 10:00 12:00
1 運動 11 体操三井島ｼｽﾃﾑ 日新 健康体操三井島システム 毎週 土曜日 10:00 12:00
1 運動 11 体操三井島ｼｽﾃﾑ 赤松 体操（三井島システム） 第１〜４ 月曜日 19:00  20:30
1 運動 11 体操三井島ｼｽﾃﾑ 巨勢 体操三井島システム 第１〜３ 月曜日 19:30 21:30
1 運動 11 体操三井島ｼｽﾃﾑ 本庄 三井島システム 第１〜３ 木曜日 18:30 21:30
1 運動 11 体操三井島ｼｽﾃﾑ 新栄 体操三井島システム（カトレア） 第１〜４ 月曜日 9:00 12:00
1 運動 11 体操三井島ｼｽﾃﾑ 新栄 体操三井島システム(リリー) 第１〜４ 水曜日 19:00 22:00
1 運動 11 体操三井島ｼｽﾃﾑ 若楠 体操三井島システム 毎週 金曜日 20:00 21:00
1 運動 11 体操三井島ｼｽﾃﾑ 諸富町 三井島システム 毎週 土曜日 9:00 12:00
1 運動 11 体操三井島ｼｽﾃﾑ 春日北 実践体育学体操「三井島システム」 毎週 木曜日 20:00 22:00
1 運動 12 トリム体操 日新 トリム体操 毎週 火曜日 14:30 16:30
1 運動 12 トリム体操 高木瀬 トリム体操 第１〜４ 金曜日 15:30 17:30
1 運動 12 トリム体操 本庄 トリム体操 第１〜３ 火曜日 20:00 21:45
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 勧興 YUKAストレッチ 第２・４ 木曜日 18:00 20:00
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 ⻄与賀 さわやかナイト 第１〜４ 木曜日 20:00 21:30
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 巨勢 女性のための健康ストレッチ体操 第１〜３ 水曜日 10:00 11:00
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 巨勢 健康体操 第１・２・４ 日曜日 20:30 21:30
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 高木瀬 健康体操 第１〜４ 金曜日 10:00 11:30
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 北川副 サン・フレッシュ・健康体操 第１〜３ 土曜日 14:00 15:30
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 本庄 ひまわり同好会 第１〜３ 水曜日 10:30 12:00
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 鍋島 いきいき健康倶楽部 第１〜３ 月曜日 13:00 15:00
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 鍋島 コスモス倶楽部 第１〜３ 木曜日 10:00 12:30
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 久保泉 健美体操 第１・２・４ 水曜日 9:30 12:00
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 若楠 フレッシュクラブ 第１〜４ 水曜日 13:15 14:45
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サークル分類別

分類1 分類1 分類2 分類2 館名 サークル名 開催日 曜日 開始 終了
時間

1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 諸富町 徐福小町 毎週 木曜日 13:30 16:30
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 諸富町 健康体操もろどみ教室 第１・２・４ 水曜日 9:30 11:30
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 春日 春日健康サークル 月４回 月曜日 10:00 11:30
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 春日北 リフレッシュ体操 毎週 水曜日 20:00 21:00
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 春日北 ロコモ予防体操 第１・３ 金曜日 10:00 11:00
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 川上校区 ストップ！ロコモ体操 第２・４ 火曜日 15:00 16:30
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 南川副 貯筋運動・脳活・脳トレ教室 毎週 水曜日 9:30 12:00
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 大詫間 にこにこ運動教室 毎週 火曜日 10:00 11:00
1 運動 13 ｽﾄﾚｯﾁ・健康体操等 久保田 Fitサークル 第１〜３ 木曜日 10:00 11:00
1 運動 14 元気アップ 春日 春日元気アップ教室 毎週 火曜日 9:30 11:30
1 運動 14 元気アップ 春日北 春日北元気アップ教室 毎週 火曜日 9:30 12:00
1 運動 14 元気アップ 川上校区 川上花しょうぶクラブ 第１〜４ 金曜日 13:00 15:00
1 運動 14 元気アップ 松梅 元気アップ松梅 毎週 木曜日 9:30 11:30
1 運動 14 元気アップ 中川副 元気アップ教室 第２・３・４ 金曜日 13:30 15:30
1 運動 14 元気アップ 大詫間 元気アップ教室 毎週 月曜日 13:30 15:00
1 運動 15 吹矢 日新 スポーツ吹矢はがくれ 毎週 火曜日 9:00 12:00
1 運動 15 吹矢 久保泉 久保泉吹矢倶楽部 第１・２・４ 土曜日 9:30 12:00
1 運動 15 吹矢 諸富町 スポーツウェルネス吹矢 諸富クラブ 毎週 火曜日 13:30 16:00
1 運動 15 吹矢 春日 佐賀ヤマト吹矢クラブ 毎週 月・土曜日 13:00 16:00
1 運動 15 吹矢 春日北 佐賀春日北吹矢クラブ 毎週 火曜日 13:00 16:00
1 運動 15 吹矢 ⻄川副 スポーツ吹き矢 毎週 土曜日 9:30 12:00
1 運動 15 吹矢 中川副 スポーツウェルネス吹き矢中川副 毎週（第１除く） 木曜日 13:30 16:00
1 運動 16 ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ,ﾐﾆﾃﾆｽ 諸富町 バウンドテニス愛好会 毎週 月曜日 10:00 12:00
1 運動 16 ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ,ﾐﾆﾃﾆｽ 諸富町 オンリーワンバウンドテニスクラブ 毎週 土曜日 15:00 17:30
1 運動 16 ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ,ﾐﾆﾃﾆｽ 諸富町 ミニテニス同好会 毎週 火曜日 9:30 12:00
1 運動 17 一輪車 久保田 ファンキーサガンキッズ 毎週 火・金・土 17:00 19:00
1 運動 17 一輪車 久保田 サガンキッズジュニア 毎週 火・土曜日 16:00 18:00
1 運動 18 その他 春日 ボッチャサークル 毎週 月曜日 9:00 11:30
1 運動 18 その他 久保田 こども園くぼた  ミニバレー 毎週 水・土曜日 9:00 12:30
1 運動 18 その他 久保田 思⻫ジュニア新体操クラブ 毎週 木曜日 16:30 20:00
1 運動 18 その他 久保田 久保田ソフトバレーボールクラブ 毎週 木曜日 20:00 22:00
1 運動 18 その他 久保田 モンキーパンチ 毎週 月・水・土 18:00 20:00
2 舞踊 1 リズムダンス 循誘 循々クラブ 毎週 火曜日 10:30 12:00
2 舞踊 1 リズムダンス 循誘 ゆうゆうクラブ 毎週 木曜日 10:00 11:30
2 舞踊 1 リズムダンス 循誘 さつきクラブ 毎週 金曜日 10:15 12:00
2 舞踊 1 リズムダンス 日新 マグパイ 毎週 火曜日 20:00 21:30
2 舞踊 1 リズムダンス 日新 アップルパイ 毎週 水曜日 10:00 11:30
2 舞踊 1 リズムダンス 赤松 リズムダンスキャッスル 第１〜４ 火曜日 10:00 12:00
2 舞踊 1 リズムダンス 赤松 リズムダンスジュン 第２ 火曜日 14:00 16:00
2 舞踊 1 リズムダンス 赤松 リズムダンスすずらん 第１〜４ 木曜日 14:30 17:00
2 舞踊 1 リズムダンス 神野 健康リズムダンス神野 第２・４ 月曜日 13:30 15:00
2 舞踊 1 リズムダンス ⻄与賀 ハッピーステラ 毎週 水・金曜日 10:00 12:00
2 舞踊 1 リズムダンス 嘉瀬 リズムダンス 藍・愛・逢かせ 第１〜４ 月曜日 20:00 21:30
2 舞踊 1 リズムダンス 巨勢 木蓮の会 第１〜３ 木曜日 13:30 15:00
2 舞踊 1 リズムダンス 巨勢 巨勢リズムダンス 第１〜３ 土曜日 13:30 15:00
2 舞踊 1 リズムダンス 兵庫 リズムダンス 毎週 土曜日 19:30 21:00
2 舞踊 1 リズムダンス 高木瀬 コスモビクス 第１・２・４ 火曜日 10:30 12:00
2 舞踊 1 リズムダンス 高木瀬 高木瀬リズムダンス初心者 第１〜４ 金曜日 13:30 15:00
2 舞踊 1 リズムダンス 高木瀬 ピットイン（フレッシュダンス） 第１〜４ 金曜日 20:00 21:30
2 舞踊 1 リズムダンス 北川副 北川副さわやかダンス 第１・３・４ 月曜日 13:30 15:00
2 舞踊 1 リズムダンス 北川副 リズミック 第１〜３ 水曜日 10:00 11:30
2 舞踊 1 リズムダンス 本庄 リズムダンス・ジュン 第１・３・４ 火曜日 14:00 16:00
2 舞踊 1 リズムダンス 本庄 リズムダンス初心者 第２〜４ 金曜日 9:30 12:30
2 舞踊 1 リズムダンス 鍋島 カサブランカ 第１〜３ 木曜日 13:00 15:00
2 舞踊 1 リズムダンス 金立 金立リズムダンス 第１〜４ 水曜日 20:00 22:00
2 舞踊 1 リズムダンス 久保泉 リズムダンス 第１・３ 月曜日 13:30 15:00
2 舞踊 1 リズムダンス 蓮池 ふようリズムダンスクラブ 毎週 土曜日 20:00 21:30
2 舞踊 1 リズムダンス 若楠 リズムダンスミントグリーン 毎週 水曜日 15:00 16:30
2 舞踊 1 リズムダンス 若楠 リズムダンス花みずき 毎週 金曜日 10:30 12:00
2 舞踊 1 リズムダンス 開成 リズムダンス（ワンダフルPAL） 第１〜４ 月曜日 10:00 11:30
2 舞踊 1 リズムダンス 開成 リズムダンス（マーキュリー） 第１〜４ 水曜日 19:30 21:30
2 舞踊 1 リズムダンス 春日 リズムダンス（大和花菖蒲会） 毎週 水曜日 9:30 11:30
2 舞踊 1 リズムダンス 春日 大和パッション 毎週  木曜日 15:30 17:30
2 舞踊 1 リズムダンス 川上校区 スイトピー 第１〜４ 火曜日 19:30 22:00
2 舞踊 1 リズムダンス ⻄川副 ひばりーず 毎週 月曜日 19:00 20:30
2 舞踊 1 リズムダンス 東与賀 ミズクラブ 毎週 月曜日 20:00 22:00
2 舞踊 1 リズムダンス 東与賀 歩絵夢 毎週 土曜日 13:00 17:00
2 舞踊 1 リズムダンス 久保田 ＭＯＭＯベティクラブ 毎週 月曜日 14:30 16:00
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2 舞踊 1 リズムダンス 久保田 ハッピースマイリー 毎週 月曜日 20:00 22:00
2 舞踊 1 リズムダンス 久保田 リズムダンス きらめき会 毎週 火曜日 13:00 15:30
2 舞踊 2 フラダンス 勧興 フラ・レフア 第１・２・４ 木曜日 18:00 21:00
2 舞踊 2 フラダンス 循誘 サンシャインフラ循誘 毎週 月曜日 13:30 14:30
2 舞踊 2 フラダンス 赤松 サンシャインフラ赤松ラブリィ 第１〜３ 火曜日 19:30 21:00
2 舞踊 2 フラダンス 赤松 ハワイアンフラ赤松 第１〜３ 木曜日 10:00 12:00
2 舞踊 2 フラダンス 赤松 サンシャインフラ赤松スカッシュ 第２ 土曜日 16:00 19:00
2 舞踊 2 フラダンス 神野 オルオルハワイアンフラ 第１・３ 火曜日 13:20 15:20
2 舞踊 2 フラダンス 巨勢 巨勢フラダンス教室（昼の会） 第２〜４ 水曜日 11:30 12:30
2 舞踊 2 フラダンス 巨勢 巨勢フラダンス教室（夜の部） 第１・３ 木曜日 19:30 21:00
2 舞踊 2 フラダンス 高木瀬 フラ・マカニ 第２・４ 月・水曜日 13:00 16:30
2 舞踊 2 フラダンス 蓮池 マナ・フラ蓮池 第１〜４ 金曜日 9:30 12:00
2 舞踊 2 フラダンス 新栄 レインボーフラ新栄 第１〜４ 火曜日 13:30 15:30
2 舞踊 2 フラダンス 春日 ティアレ 毎週 金曜日 13:30 16:30
2 舞踊 2 フラダンス 春日北 ロカヒ・モキハナ 毎週 月曜日 10:00 12:00
2 舞踊 2 フラダンス 春日北 エンジョイフラ・ピカケ 毎週 火曜日 19:00 21:30
2 舞踊 2 フラダンス 春日北 ナニフラスタジオ九州 第１〜３ 水曜日 13:00 14:30
2 舞踊 2 フラダンス 川上校区 サンシャインフラ大和

第１〜３
第４

水曜日
金曜日

13:30 16:30

2 舞踊 2 フラダンス 川上校区 大願寺フラ 第１・３ 金曜日 19:30 21:30
2 舞踊 2 フラダンス 中川副 中川副シニアフラ 第１〜３ 水曜日 10:00 12:00
2 舞踊 2 フラダンス 中川副 フラ・ハーラウ 第１・３・５ 土曜日 10:00 12:00
2 舞踊 2 フラダンス 東与賀 エンジョイフラ ココナッツ 第１〜３ 水曜日 19:30 21:00
2 舞踊 3 ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ,ﾚｸﾀﾞﾝｽ 日新 キラキラフォークダンス 毎週 月曜日 9:30 11:30
2 舞踊 3 ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ,ﾚｸﾀﾞﾝｽ 赤松 赤松フォークダンス 第１〜３ 金曜日 13:00 16:00
2 舞踊 3 ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ,ﾚｸﾀﾞﾝｽ 神野 レクダンスクラブ 第２・４ 火曜日 13:30 15:00
2 舞踊 3 ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ,ﾚｸﾀﾞﾝｽ 兵庫 兵庫レクレーションダンス 毎週 月曜日 13:00 16:00
2 舞踊 3 ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ,ﾚｸﾀﾞﾝｽ 高木瀬 ムーンライト ダンスサークル 第１〜４ 月曜日 18:00 21:00
2 舞踊 3 ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ,ﾚｸﾀﾞﾝｽ 高木瀬 クイーン（レクレーションダンス） 第１〜４ 火曜日 13:00 15:00
2 舞踊 3 ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ,ﾚｸﾀﾞﾝｽ 若楠 若楠レクダンスサークル 毎週 木曜日 13:30 15:30
2 舞踊 3 ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ,ﾚｸﾀﾞﾝｽ 開成 開成フォークダンス 第１〜３ 木曜日 16:00 18:00
2 舞踊 3 ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ,ﾚｸﾀﾞﾝｽ 春日 カサブランカ 第１・２・４ 木曜日 13:00 15:00
2 舞踊 3 ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ,ﾚｸﾀﾞﾝｽ 三瀬 あっぷる会 毎週 火曜日 19:30 21:00
2 舞踊 3 ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ,ﾚｸﾀﾞﾝｽ ⻄川副 ⻄地区レクダンス 毎週 月曜日 9:30 11:30
2 舞踊 3 ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ,ﾚｸﾀﾞﾝｽ 久保田 エレガンス久保田（フォークダンス） 毎週 火曜日 10:00 12:00
2 舞踊 4 社交ダンス 赤松 ナインダンス サークル 第 ２・３・４ 月曜日 12:30 15:30
2 舞踊 4 社交ダンス 赤松 社交ダンスファイブＰ 第１〜４ 木曜日 18:00 22:00

2 舞踊 4 社交ダンス 赤松 赤松競技ダンス部
第１・３・４ 
第２

土曜日
日曜日

16:00 18:30

2 舞踊 4 社交ダンス 嘉瀬 フラミンゴ 第１〜４ 水曜日 9:00 12:00
2 舞踊 4 社交ダンス 高木瀬 社交ダンス 第１〜４ 月曜日 10:00 11:30
2 舞踊 4 社交ダンス 北川副 ジョイフル社交ダンス 第１〜３ 火曜日 13:00 15:00
2 舞踊 4 社交ダンス 金立 エトワール 第１・２・３ 木曜日 14:00 16:30
2 舞踊 4 社交ダンス 開成 開成社交ダンス 第１〜４ 木曜日 13:30 15:00
2 舞踊 4 社交ダンス 春日 大和ファイブP 毎週 月曜日 18:30 21:00
2 舞踊 4 社交ダンス 東与賀 東与賀社交ダンス 毎週 月・金曜日 9:30 12:00
2 舞踊 4 社交ダンス 久保田 社交ダンス愛好会 ひまわり会 毎週 木曜日 13:00 15:30
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 勧興 勧興日本舞踊教室 第１・３・４ 土曜日 9:00 12:00
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 ⻄与賀 土筆の会 第１〜３ 月曜日 13:00 17:00
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 嘉瀬 季美慧会Ａ 第１〜４ 月曜日 10:00 12:00
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 嘉瀬 季美慧会Ｂ 第１〜４ 月曜日 13:00 15:00
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 高木瀬 日舞 すずらんの会 第１〜４ 火曜日 19:00 21:45
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 北川副 舞踊教室 第１〜３ 金曜日 10:00 12:00
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 本庄 鶴貴三会 第１〜３ 月曜日 13:00 16:00
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 金立 紀泉会 第１〜４ 金曜日 19:00 22:00
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 金立 ⻘孝会 第１〜３ 土曜日 9:30 12:00
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 金立 月の会 第１〜４ 土曜日 13:00 16:00
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 久保泉 日舞富源会 第１・３・５ 水曜日 10:00 12:00
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 川上校区 香泉会 第１〜４ 月曜日 9:30 12:30
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 川上校区 峰千会 第１〜４ 月曜日 13:00 16:00
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 川上校区 美和会 第１〜３ 木曜日 13:30 15:00
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 南川副 田中会 毎週 木曜日 15:30 16:30
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 ⻄川副 ⻄川副日舞 毎週 水曜日 13:30 16:00
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 中川副 花扇会 第１・３ 月曜日 13:30 15:30
2 舞踊 5 日本舞踊、日舞 東与賀 東与賀日舞会 毎週 水曜日 19:30 21:30
2 舞踊 6 ⺠舞、⺠踊 勧興 日和傘 第１・４ 月曜日 10:00 12:00
2 舞踊 6 ⺠舞、⺠踊 神野 神野⺠踊を楽しむ会 第１・３ 月曜日 13:05 15:10
2 舞踊 6 ⺠舞、⺠踊 嘉瀬 ⺠舞の会 第１ 木曜日 13:30 15:00
2 舞踊 6 ⺠舞、⺠踊 高木瀬 ⺠踊を楽しむ会 第１・３ 木曜日 10:00 11:30
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2 舞踊 6 ⺠舞、⺠踊 本庄 本庄伝承踊りの会 第４ 木曜日 12:30 16:15

2 舞踊 6 ⺠舞、⺠踊 若楠 若楠寿の会
第２
第４

月曜日
土曜日

13:30 15:00

2 舞踊 6 ⺠舞、⺠踊 南川副 川副⺠踊教室 毎週 水曜日 13:30 16:30
2 舞踊 6 ⺠舞、⺠踊 中川副 はがくれ会 第２・４ 金曜日 14:00 16:00
2 舞踊 7 キッズダンス 鍋島 鍋島キッズダンスNAVIC Jr. 第１〜３ 木曜日 15:00 16:30
2 舞踊 7 キッズダンス 鍋島 鍋島キッズダンスNAVIC 第１〜３ 木曜日 16:30 18:00
2 舞踊 7 キッズダンス 金立 ヒップホップダンススタジオ金立公⺠館 第１〜４ 水曜日 18:30 19:30
2 舞踊 7 キッズダンス 金立 トゥルーナッツ 第１〜４ 月曜日 19:00 20:00
2 舞踊 7 キッズダンス 久保泉 スマイル 毎週 水曜日 19:00 20:30
2 舞踊 7 キッズダンス 春日北 キッズダンスcolors 第１〜３ 金曜日 16:00 18:30
2 舞踊 7 キッズダンス 春日北 BELINDA 第１〜３ 金曜日 18:30 20:00
2 舞踊 8 よさこい 兵庫 嘉人恋 毎週 水曜日 20:00 22:00
2 舞踊 8 よさこい 春日北 さがさこい連 毎週 金曜日 20:00 22:00
2 舞踊 8 よさこい 三瀬 みつせＹＯＳＡＫＯＩ踊り隊 毎週 木曜日 20:00 22:00
2 舞踊 9 ズンバ 開成 ZUＭBA

第１
第２・４

日曜日
金曜日

19:00 22:00

2 舞踊 9 ズンバ 春日北 Smiley-smiley 第１・２・３・５ 月曜日 19:00 22:00

2 舞踊 9 ズンバ 川上校区 ズンバサークル
第１〜３土曜日
第４月曜日

土曜日
月曜日

19:00 22:00

2 舞踊 10 その他 神野 面浮立を踊る会 第４ 水曜日 13:00 15:00
2 舞踊 10 その他 本庄 はなみずき本庄 第１〜３ 木曜日 13:00 17:00
2 舞踊 10 その他 蓮池 蓮池舞踊教室 月４回 木曜日 19:30 22:00
2 舞踊 10 その他 若楠 若楠葉隠武士保存会 第１ 土曜日 13:30 16:00
3 音楽 1 詩吟・吟詠 勧興 吟道佐賀松風会 第１〜３ 火曜日 10:00 12:00
3 音楽 1 詩吟・吟詠 循誘 精山会吟詠 毎週 木曜日 14:00 16:00
3 音楽 1 詩吟・吟詠 循誘 循誘吟詠同好会 毎週 金曜日 13:30 15:30
3 音楽 1 詩吟・吟詠 循誘 岳精会 毎週 土曜日 10:00 12:00
3 音楽 1 詩吟・吟詠 赤松 吟道佐賀松風会 第１〜３ 木曜日 9:00 12:00
3 音楽 1 詩吟・吟詠 神野 神野吟詠教室 第１〜３ 月曜日 14:00 16:00
3 音楽 1 詩吟・吟詠 巨勢 千翠会 第１〜３ 火曜日 10:00 12:00
3 音楽 1 詩吟・吟詠 巨勢 吟道佐賀松風会さつき支部 第１〜３ 火曜日 13:30 15:30
3 音楽 1 詩吟・吟詠 兵庫 詩吟 第１〜３ 月曜日 13:30 16:00
3 音楽 1 詩吟・吟詠 北川副 吟道佐賀松風会 第１〜３ 火曜日 13:30 15:30
3 音楽 1 詩吟・吟詠 本庄 佐賀吟詠会 第１〜３ 火曜日 19:30 21:30
3 音楽 1 詩吟・吟詠 本庄 本庄岳翠会 第１〜３ 土曜日 19:30 21:30
3 音楽 1 詩吟・吟詠 鍋島 吟詠クラブ 第１〜３ 水曜日 19:30 21:30
3 音楽 1 詩吟・吟詠 新栄 吟道佐賀松風会 月３回 月曜日 13:00 17:00
3 音楽 1 詩吟・吟詠 新栄 清香吟社 第３ 水曜日 13:30 15:30
3 音楽 1 詩吟・吟詠 若楠 吟詠サークル 第１・３・４ 木曜日 13:30 16:00
3 音楽 1 詩吟・吟詠 開成 佐賀岳翠会（詩吟） 第１〜４ 月曜日 19:30 21:00
3 音楽 1 詩吟・吟詠 開成 松風会（詩吟） 月３回 火曜日 19:30 22:00
3 音楽 1 詩吟・吟詠 諸富町 香雲堂 吟詠 精山会 諸富教室 第１・３ 水曜日 14:00 16:00
3 音楽 1 詩吟・吟詠 春日 大和吟詠会 佐賀岳翠会 月３回 木曜日 9:30 12:30
3 音楽 1 詩吟・吟詠 川上校区 吟詠サークル 第２〜４ 月曜日 12:30 15:30
3 音楽 1 詩吟・吟詠 富士 神珀会富士支部 第２・４ 水曜日 19:00 21:00
3 音楽 1 詩吟・吟詠 南川副 吟道佐賀松風会南風支部 第１〜３ 金曜日 13:30 15:30
3 音楽 1 詩吟・吟詠 東与賀 吟詠船津北あじさい会 第１〜３ ※第３土曜 火曜日 10:00 12:00
3 音楽 1 詩吟・吟詠 東与賀 吟詠船津北もくれんの会 第１・２・３ 土曜日 10:00 12:00
3 音楽 1 詩吟・吟詠 久保田 久保田吟詠会 毎週 水曜日 14:00 16:00
3 音楽 2 謡曲 赤松 赤松謡曲会 第１〜４ 木曜日 19:00 21:00
3 音楽 2 謡曲 嘉瀬 謡曲クラブ 第１〜４ 火曜日 13:30 18:30
3 音楽 2 謡曲 兵庫 謡曲クラブ 毎週 木曜日 9:00 12:00
3 音楽 2 謡曲 高木瀬 謡曲 紅葉狩 第１〜４ 水曜日 15:00 17:00
3 音楽 2 謡曲 北川副 北川副謡曲愛好会 第１〜３ 水曜日 9:30 12:00
3 音楽 2 謡曲 若楠 若松会 第２・４ 火曜日 10:00 12:00
3 音楽 2 謡曲 開成 梅若温習会（謡曲） 第１〜４ 火曜日 17:00 19:30
3 音楽 2 謡曲 南川副 川副謡曲会 毎週 水曜日 20:00 21:30
3 音楽 2 謡曲 ⻄川副 ⻄川副謡曲愛好会 毎週 金曜日 13:30 16:00
3 音楽 3 ⺠謡 日新 ⺠謡（楠童会） 第１・３ 火曜日 13:00 16:00
3 音楽 3 ⺠謡 ⻄与賀 藤紫⺠謡会 第１〜３金曜日 金曜日 12:30 16:00
3 音楽 3 ⺠謡 巨勢 みんよう会 第２・４ 金曜日 13:30 15:30
3 音楽 3 ⺠謡 高木瀬 ⺠謡 徳友会 第１〜３ 木曜日 13:30 15:30
3 音楽 3 ⺠謡 蓮池 たんぽぽ 第２・４ 火曜日 9:30 11:30
3 音楽 3 ⺠謡 春日 ⺠謡はがくれ会大和 第１・３ 金曜日 14:00 16:00
3 音楽 3 ⺠謡 富士 竹謡会 第１・３ 金曜日 19:30 21:30
3 音楽 4 童謡・唱歌 赤松 健康歌声喫茶in城内 第２・４ 月曜日 13:00 16:30
3 音楽 4 童謡・唱歌 神野 童謡教室（赤とんぼ） 第１・３ 火曜日 14:00 15:00
3 音楽 4 童謡・唱歌 兵庫 歌声教室 第１・３ 水曜日 13:00 15:30
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サークル分類別

分類1 分類1 分類2 分類2 館名 サークル名 開催日 曜日 開始 終了
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3 音楽 4 童謡・唱歌 蓮池 歌声サロン 第１・３ 水曜日 13:30 15:00
3 音楽 4 童謡・唱歌 春日 なかよし会 第２・４ 水曜日 12:30 15:30
3 音楽 5 合唱・ｺｰﾗｽ ⻄与賀 愛唱会 第２・４ 木曜日 13:30 15:30
3 音楽 5 合唱・ｺｰﾗｽ 嘉瀬 楽しく歌おう会 第１・３ 土曜日 13:00 15:00
3 音楽 5 合唱・ｺｰﾗｽ 北川副 北川副女声コーラス 第２〜４ 月曜日 10:00 12:00
3 音楽 5 合唱・ｺｰﾗｽ 本庄 コーロ・アンジェリカ 第１〜３ 土曜日 13:00 17:00
3 音楽 5 合唱・ｺｰﾗｽ 鍋島 コール・ブルーメ 第２〜４ 水曜日 9:30 12:00
3 音楽 5 合唱・ｺｰﾗｽ 鍋島 合唱団"更紗" 第１〜３ 月曜日 19:00 22:00
3 音楽 5 合唱・ｺｰﾗｽ 金立 さくらハーモニー 第１〜３ 金曜日 9:30 11:45
3 音楽 5 合唱・ｺｰﾗｽ 久保泉 クレール和 第１・２・４ 金曜日 19:30 22:00
3 音楽 5 合唱・ｺｰﾗｽ 若楠 若楠楽しく歌う会 第２・４ 金曜日 10:00 12:30
3 音楽 5 合唱・ｺｰﾗｽ 開成 コール・ベリー 第１・２・４ 金曜日 14:00 16:00
3 音楽 5 合唱・ｺｰﾗｽ 諸富町 諸富混声合唱団 第２・４ 火曜日 20:00 22:00
3 音楽 5 合唱・ｺｰﾗｽ 諸富町 女声合唱団 ゆずりは 第２・４ 金曜日 13:00 15:00

3 音楽 5 合唱・ｺｰﾗｽ 富士 グリーン合唱団
第１・２・４
第３

日曜日
土曜日

19:00 21:00

3 音楽 5 合唱・ｺｰﾗｽ 東与賀 コーラス 月見草 第２・４ 水曜日 13:30 15:30
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 循誘 循誘カラオケ教室 第１・３ 土曜日 13:30 15:30
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 日新 木曜カラオケ教室 毎週 木曜日 13:00 16:00
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 嘉瀬 かせ美会 第２〜４ 月曜日 10:00 12:00
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 嘉瀬 ひだまり会 第２・４ 月曜日 13:30 15:00
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 巨勢 難波歌謡カラオケ愛好会 第１・２・３ 火曜日 15:00 20:00
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 巨勢 カラオケ愛好会 第１〜３ 木曜日 13:30 15:30
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 北川副 カラオケ教室 すみれ会 第１〜３ 月曜日 13:00 15:30
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 鍋島 鍋島カラオケ 第１・３・４ 金曜日 14:00 16:00
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 金立 金立カラオケ教室 第１〜４ 水曜日 12:30 15:00
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 久保泉 ⻑寿会カラオケ部 第１・３・４ 水曜日 13:00 15:30
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 新栄 コクリコ 第１・３ 水曜日 10:00 12:00
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 開成 開成カラオケ 毎週 火曜日 13:30 16:00
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 諸富町 カラオケふれ愛歌族 第１・２・４ 木曜日 16:00 21:00
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 春日 歌声喫茶「春日」 第２ 木曜日 10:00 12:00
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 川上校区 楽唱会 第１〜３ 火曜日 9:30 12:30
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 川上校区 華の会 第１〜４ 金曜日 10:00 12:00
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 南川副 華の会川副AB 第１〜３ 火曜日 13:30 16:00
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 ⻄川副 ⻄川副カラオケ同好会 毎週 水曜日 9:00 12:00
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 中川副 菊の会 第２・４ 月曜日 14:00 16:00
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 大詫間 つばき会 第２・４ 水曜日 13:00 15:00
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 大詫間 ももの会 第１ 水曜日 10:00 11:30
3 音楽 6 ｶﾗｵｹ・音楽療法 久保田 フレッシュ・ゆりの会 第１ 金曜日 10:00 12:00
3 音楽 7 音楽サロン 鍋島 音楽サロン鍋島 第１ 水曜日 13:00 15:30
3 音楽 7 音楽サロン 蓮池 音楽サロン教室 第２ 水曜日 13:30 15:00
3 音楽 7 音楽サロン 川上校区 川上音楽サロン 第４ 水曜日 13:00 15:00
3 音楽 7 音楽サロン 松梅 松梅音楽サロン 第４ 金曜日 13:30 15:30
3 音楽 7 音楽サロン 富士 音楽サロン 第４ 木曜日 13:30 15:00
3 音楽 7 音楽サロン 南川副 わくわく★サロン 第１ 月曜日 10:00 11:30
3 音楽 8 文化箏（琴） 日新 文化箏（琴の音会） 第１・３ 金曜日 10:00 12:00
3 音楽 8 文化箏（琴） 赤松 文化箏「琴の音会」 第１・３ 水曜日 9:00 12:00
3 音楽 8 文化箏（琴） ⻄与賀 文化箏「箏の音会」 第４ 水曜日 9:30 12:00
3 音楽 8 文化箏（琴） 嘉瀬 箏遊会 第１・３ 金曜日 13:30 17:00
3 音楽 8 文化箏（琴） 高木瀬 箏遊会 第１・３ 火曜日 10:00 12:00
3 音楽 8 文化箏（琴） 本庄 琴の音会 第１・３ 火曜日 10:00 12:00

3 音楽 8 文化箏（琴） 鍋島 箏遊会
第２・４金曜日
第３水曜日

水・金曜日
9:30

 13:00
12:30 
16:30

3 音楽 8 文化箏（琴） 久保泉 箏遊会 第２・４ 14:30 17:00
3 音楽 8 文化箏（琴） 新栄 箏遊会 第２・４ 月曜日 13:00 15:30
3 音楽 9 大正琴 嘉瀬 琴賀会 第１・３ 月曜日 13:30 15:00
3 音楽 9 大正琴 新栄 大正琴(⻄日本琴乃舞会） 第２・４ 水曜日 14:00 16:00
3 音楽 9 大正琴 若楠 大正琴サークル 第２・４ 月曜日 10:15 11:35
3 音楽 9 大正琴 開成 大正琴 第１・３ 木曜日 10:00 12:00
3 音楽 9 大正琴 諸富町 大正琴 第２・４ 金曜日 9:30 11:30

3 音楽 9 大正琴 春日 琴明会
第２・４
第１・３

火曜日
土曜日

9:30 11:30

3 音楽 10 尺八,三味線,唄,琴 神野 唄と三味線教室 第１・３ 月曜日 16:30 18:30
3 音楽 10 尺八,三味線,唄,琴 ⻄与賀 尺八愛好会 第１〜３ 火曜日 19:30 21:30
3 音楽 10 尺八,三味線,唄,琴 嘉瀬 三味の会 第１・３ 木曜日 10:00 12:00
3 音楽 10 尺八,三味線,唄,琴 諸富町 尺八サークル 毎週 木曜日 19:30 21:00
3 音楽 10 尺八,三味線,唄,琴 春日 佐賀筝美会 第１・３ 土曜日 9:30 16:30
3 音楽 11 太鼓関係 巨勢 天父報恩鼓 第１・２・４ 日曜日 14:00 17:00
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サークル分類別
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3 音楽 11 太鼓関係 兵庫 和楽団佐嘉 毎週 木曜日 19:30 22:00
3 音楽 11 太鼓関係 新栄 新栄樽太鼓 第１〜４ 土曜日 15:00 17:00
3 音楽 11 太鼓関係 川上校区 踊り太鼓駒菊会 第１・３ 土曜日 14:00 16:00
3 音楽 11 太鼓関係 南川副 川副太鼓（子供太鼓） 毎週 火曜日 18:00 20:00
3 音楽 12 銭太鼓 兵庫 葉隠・銭太鼓同好会 第３ 土曜日 13:30 15:30
3 音楽 12 銭太鼓 諸富町 銭太鼓 五月会 第１・２・３ 木曜日 13:30 16:00
3 音楽 12 銭太鼓 川上校区 銭太鼓駒菊会 第１・３ 水曜日 13:30 15:00
3 音楽 12 銭太鼓 東与賀 銭太鼓を育てる会 第２・４ 木曜日 9:30 12:00
3 音楽 13 ギター等 鍋島 アンサンブル・ヴェルデ 第１・２・４ 火曜日 13:00 15:30
3 音楽 13 ギター等 金立 サウンド イッチ 第１・２・４ 火曜日 13:00 16:00
3 音楽 13 ギター等 春日北 ミュージックサークル ビタミン 毎週 月曜日 13:00 16:00
3 音楽 13 ギター等 春日北 ギターアンサンブル くすの実 毎週 木曜日 9:30 13:00
3 音楽 14 ウクレレ 久保泉 ウクレレアンサンブル久保泉 第１・３ 木曜日 10:00 12:00
3 音楽 14 ウクレレ 新栄 ウクレレ愛好会 第１・３ 土曜日 13:30 15:00
3 音楽 14 ウクレレ 諸富町 ウクレレ 第２・４ 土曜日 18:00 20:00
3 音楽 15 ジャズ 諸富町 諸富ジャズクラブ 第 ２・３・４ 月曜日 18:00 21:00
3 音楽 15 ジャズ 春日 のぐちバンド 毎週 日曜日 18:00 22:00
3 音楽 16 その他 勧興 ラルゴ音楽クラブ 第１・２・４ 木曜日 13:00 16:00
3 音楽 16 その他 高木瀬 ジュニア・ハーモニカ・アンサンブル 第２・４ 日曜日 13:30 16:50
3 音楽 16 その他 本庄 ピアノ・モッソ 第２・４ 木曜日 8:30 12:30
3 音楽 16 その他 春日 大和ブラスアンサンブル 毎週 金曜日 19:00 21:00
3 音楽 16 その他 春日北 JiJi＆メアリー 毎週 土曜日 13:00 17:00
3 音楽 16 その他 南川副 佐賀川副相撲甚句会 毎週 水曜日 13:00 15:00
3 音楽 16 その他 中川副 二胡クラブ 第１・３ 火曜日 13:30 16:00
4 美術 1 絵手紙、絵葉書 循誘 じゅんゆう絵手紙サークル 毎週 金曜日 10:00 12:00
4 美術 1 絵手紙、絵葉書 日新 絵ハガキ教室 第１〜３ 水曜日 10:00 12:00
4 美術 1 絵手紙、絵葉書 日新 吾亦紅 第１・３ 水曜日 13:00 17:00
4 美術 1 絵手紙、絵葉書 巨勢 はがき絵教室 第２・４ 月曜日 10:00 12:00
4 美術 1 絵手紙、絵葉書 巨勢 絵手紙教室 第２ 月・木曜日 19:00 21:00
4 美術 1 絵手紙、絵葉書 高木瀬 絵手紙 星の会 第１ 土曜日 13:30 15:30
4 美術 1 絵手紙、絵葉書 本庄 絵手紙 第１・３ 火曜日 13:00 15:00
4 美術 1 絵手紙、絵葉書 金立 絵手紙 星の会 第２ 火曜日 9:30 12:30
4 美術 1 絵手紙、絵葉書 新栄 絵手紙サークル 第２・４ 金曜日 10:00 12:00
4 美術 1 絵手紙、絵葉書 若楠 絵手紙教室 ほのぼの会 第２ 土曜日 13:30 15:30
4 美術 1 絵手紙、絵葉書 春日 なでしこ大和 第１・３ 金曜日 10:00 12:00
4 美術 1 絵手紙、絵葉書 春日北 絵手紙教室 やまと会 第１・３ 水曜日 13:30 15:30
4 美術 1 絵手紙、絵葉書 松梅 松梅絵手紙 第２・４ 火曜日 10:00 12:00
4 美術 1 絵手紙、絵葉書 富士 絵手紙サークル とまと会 第２ 木曜日 13:30 15:00
4 美術 1 絵手紙、絵葉書 三瀬 絵手紙教室 第１・３ 木曜日 10:00 12:00
4 美術 1 絵手紙、絵葉書 南川副 はくあい絵手紙川副教室 第１・３ 金曜日 13:00 15:30
4 美術 1 絵手紙、絵葉書 ⻄川副 絵手紙教室 第２・４ 火曜日 10:00 12:00
4 美術 2 絵画（油彩,水彩） ⻄与賀 美術同好会 第１・３ 土曜日 13:00 17:00
4 美術 2 絵画（油彩,水彩） 巨勢 蓮華の会（水彩画） 第１〜３ 火曜日 10:00 12:00
4 美術 2 絵画（油彩,水彩） 鍋島 鍋島子ども絵画 第１〜３ 火曜日 16:00 18:30
4 美術 2 絵画（油彩,水彩） 金立 のんびら〜と絵画教室 第２・４ 月曜日 9:30 12:30
4 美術 2 絵画（油彩,水彩） 若楠 絵画サークル 第１ 月曜日 10:30 12:00
4 美術 2 絵画（油彩,水彩） 富士 富士町絵画倶楽部 ふじの会 第１・３ 土曜日 9:00 12:00
4 美術 2 絵画（油彩,水彩） ⻄川副 絵画教室 第２・４ 金曜日 13:00 16:00
4 美術 3 その他 日新 日新似顔絵教室 第４ 金曜日 10:00 12:00
4 美術 3 その他 開成 篆游書会 第２ 木曜日 10:00 13:00
4 美術 3 その他 南川副 川副写友会 第２ 日曜日 13:30 17:00
4 美術 3 その他 中川副 水墨会 第１・３ 水曜日 9:30 11:00
5 創作 1 手芸 巨勢 ものづくり会（エコクラフト手芸） 第３ 水曜日 13:30 15:30
5 創作 1 手芸 兵庫 手芸サークル 第２・４ 金曜日 13:30 17:00
5 創作 1 手芸 北川副 ちょこっとハンドメイド 第４ 火曜日 10:00 12:30
5 創作 1 手芸 久保泉 えひめあやめアートクラブ 随時 − 9:30 16:00
5 創作 1 手芸 春日 布遊び 第１・３ 月曜日 10:00 12:00
5 創作 1 手芸 春日 手作りの会 月各２回 月・水曜日 13:00 16:00
5 創作 1 手芸 春日北 ゆず 第４ 火曜日 13:00 16:00
5 創作 1 手芸 南川副 糸の会 第２・４ 水曜日 18:30 21:00
5 創作 1 手芸 大詫間 さつき会 第３ ※偶数月 土曜日 9:30 16:30
5 創作 1 手芸 東与賀 趣味の会 第２・４ 水曜日 13:30 17:00
5 創作 2 パッチワーク 勧興 パッチワーク倶楽部 第２・４ 日曜日 13:00 15:00

5 創作 2 パッチワーク 嘉瀬 パッチワーク
第１
第３

土曜日
月曜日

10:00 12:00

5 創作 2 パッチワーク 鍋島 パッチワーク 第１・３ 水曜日 9:30 12:00
5 創作 2 パッチワーク 春日 大⻄葉子パッチワーク教室 第１・３ 土曜日 10:30 12:30
5 創作 2 パッチワーク 中川副 布遊会 第１・３ 火曜日 13:30 15:30
5 創作 3 編み物 勧興 編み物教室 毎週 金曜日 10:00 12:00

18



サークル分類別

分類1 分類1 分類2 分類2 館名 サークル名 開催日 曜日 開始 終了
時間

5 創作 3 編み物 日新 編物 第２・４ 土曜日 9:00 12:00
5 創作 3 編み物 神野 紅い絲の会 第１・３ 木曜日 13:30 15:30
5 創作 3 編み物 兵庫 サークル手編み 第１・３ 火曜日 9:30 15:30
5 創作 3 編み物 高木瀬 編み物グループ 第１〜４ 水曜日 9:30 12:00
5 創作 3 編み物 諸富町 花鈴の会 毎週 水曜日 19:30 22:00
5 創作 4 洋裁 赤松 洋裁倶楽部 第１〜４ 木曜日 9:30 13:00
5 創作 4 洋裁 本庄 布れんど(ふれんど) 第１〜３ 木曜日 13:00 16:00
5 創作 4 洋裁 本庄 布手箱(ぬのてばこ) 第１・２・４ 金曜日 12:40 17:00
5 創作 4 洋裁 中川副 洋裁教室 毎週 木曜日 13:30 16:30
5 創作 5 リフォーム 勧興 和服リメイクの会 第２・４ 水曜日 13:30 17:00
5 創作 5 リフォーム 日新 洋裁リフォーム教室 毎週 木曜日 10:00 12:30
5 創作 5 リフォーム 新栄 洋裁リフォーム教室 第１・２・４ 金曜日 14:00 16:00
5 創作 6 陶芸 若楠 陶芸サークル 第１ 火曜日 10:00 12:30
5 創作 6 陶芸 開成 布遊びの会 第２・４ 水曜日 13:00 16:00
5 創作 6 陶芸 諸富町 陶芸クラブ 第２・４ 土曜日 9:00 15:30
5 創作 6 陶芸 春日 雅陶芸サークル 第２・４ 月曜日 10:00 16:00
5 創作 6 陶芸 春日 大和窯 毎週 火曜日 9:30 15:00
5 創作 6 陶芸 春日 すまいる工房 第２・３ 水曜日 10:00 13:00
5 創作 7 木目込み人形 勧興 木目込み人形 第３ 木曜日 13:00 15:00
5 創作 7 木目込み人形 諸富町 真多呂人形 和み倶楽部 第１・３ 木曜日 13:30 16:30
5 創作 8 その他 北川副 シャドーボックスしゃらら 第２・４ 土曜日 10:00 12:30
5 創作 8 その他 北川副 絵画・陶芸教室 第１・３ 木曜日 9:00 12:00
5 創作 8 その他 ⻄川副 おり紙の会 第３ 土曜日 10:00 12:00
6 料理等 1 パン・お菓子 赤松 あんパン（パン教室） 第２ 月曜日 9:00 13:00
6 料理等 1 パン・お菓子 赤松 おいしいお菓子教室 第１ 木曜日 9:00 12:30
6 料理等 1 パン・お菓子 ⻄与賀 小⻨の会 第３・４ 火曜日 10:00 13:00
6 料理等 1 パン・お菓子 嘉瀬 パン作り教室 第３ 火曜日 9:00 13:00

6 料理等 1 パン・お菓子 高木瀬 パンづくり
第３
第４

木曜日
月曜日

9:30 14:00

6 料理等 2 男性料理教室 勧興 男厨 第４ 土曜日 17:00 20:00
6 料理等 2 男性料理教室 循誘 男性料理教室 第２ 土曜日 10:00 13:00
6 料理等 2 男性料理教室 巨勢 男性料理教室 第３ 土曜日 10:00 13:00
6 料理等 2 男性料理教室 兵庫 男性料理教室 第３※偶数月 火曜日 19:00 21:30
6 料理等 2 男性料理教室 北川副 クッキングメイト（男性料理教室） 第４ 金曜日 17:00 20:30
6 料理等 3 料理教室 赤松 赤松料理教室 第３ 火曜日 9:00 13:00
6 料理等 3 料理教室 久保泉 料理サークル 第１ 月曜日 9:00 13:30
6 料理等 4 蕎⻨打ち 鍋島 鍋島麺'sクラブ 第１・３ 木曜日 17:00 20:00
6 料理等 4 蕎⻨打ち 久保泉 そば打ちクラブ 第２ 水曜日 9:00 13:00
6 料理等 4 蕎⻨打ち 南川副 川副そばの会 第１・３ 水曜日 17:30 19:30
7 書道 1 書道 勧興 書道会 第３ 月曜日 10:00 12:00
7 書道 1 書道 循誘 書道Ａ 第１・３ 月曜日 13:30 15:30
7 書道 1 書道 循誘 書道Ｂ 第１・３ 火曜日 13:30 15:30
7 書道 1 書道 日新 かなもじ 第２・４ 金曜日 13:00 15:00
7 書道 1 書道 赤松 かな書道教室 第１・３ 金曜日 9:30 12:00
7 書道 1 書道 赤松 入木会 第２ 金曜日 18:00 21:00
7 書道 1 書道 赤松 子供習字教室 第１〜４ 土曜日 13:00 17:00
7 書道 1 書道 ⻄与賀 書道 第１・３ 木曜日 10:00 12:00
7 書道 1 書道 嘉瀬 書道クラブ 第１〜４ 水曜日 10:00 12:00
7 書道 1 書道 兵庫 子供書道サークル火曜日 毎週 火曜日 15:30 18:00
7 書道 1 書道 兵庫 子供書道サークル木曜日 毎週 木曜日 15:30 18:00
7 書道 1 書道 高木瀬 書道教室 第１・３・４ 木曜日 10:00 12:00
7 書道 1 書道 北川副 書道教室 第１〜３ 月曜日 10:00 12:30
7 書道 1 書道 本庄 習字 第１・３ 火曜日 9:30 12:30
7 書道 1 書道 金立 みんなの習字 第１〜４ 金曜日 15:30 18:00
7 書道 1 書道 久保泉 実用書道 第２・４ 月曜日 9:30 12:00
7 書道 1 書道 若楠 書道サークル 第１〜４ 水曜日 10:00 11:45

7 書道 1 書道 若楠 鉛筆クラブ
第１
第２・３

月曜日
金曜日

13:30 16:00

7 書道 1 書道 開成 火曜会 第１〜４ 火曜日 9:00 12:00
7 書道 1 書道 諸富町 書道A 月３回 月曜日 19:30 21:00
7 書道 1 書道 諸富町 書道C 第１・２・４ 水曜日 9:00 12:30
7 書道 1 書道 春日 泉会 第１・３ 月曜日 9:30 12:30
7 書道 1 書道 春日 藤 第２・４ 月曜日 13:30 15:30
7 書道 1 書道 春日 新日本婦人の会実用習字 第２・４ 木曜日 13:30 15:00
7 書道 1 書道 春日 花みずき 第２・４ 金曜日 10:00 12:00
7 書道 1 書道 春日北 習字教室 こすもす 第１・３ 金曜日 10:00 12:00
7 書道 1 書道 川上校区 川上書道サークル 第１・３ 水曜日 9:30 12:30
7 書道 1 書道 松梅 筆ペン遊び 第３ 金曜日 10:00 12:00
7 書道 1 書道 南川副 川副書道会 第１・３ 土曜日 13:30 16:30
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サークル分類別

分類1 分類1 分類2 分類2 館名 サークル名 開催日 曜日 開始 終了
時間

7 書道 1 書道 ⻄川副 書道教室 第１・３ 火曜日 9:30 11:30
7 書道 1 書道 中川副 書道クラブ 第４※不定期 金曜日 10:00 12:00
7 書道 1 書道 東与賀 東与賀書道教室 第１・３ 木曜日 8:30 11:00
7 書道 1 書道 久保田 久保田町文化連盟書道クラブ 毎週 火曜日 18:30 21:30
8 華道他 1 華道・生け花 赤松 池坊生花同好会 第２・４ 水曜日 12:30 16:00
8 華道他 1 華道・生け花 嘉瀬 生花クラブ 第２・４ 火曜日 10:00 12:00
8 華道他 1 華道・生け花 巨勢 巨勢フラワー部会 第２・４ 金曜日 20:00 22:00
8 華道他 1 華道・生け花 兵庫 華道兵庫 第１・３ 水曜日 19:30 21:00
8 華道他 1 華道・生け花 高木瀬 伝統文化子ども生花教室 第４ 日曜日 9:30 12:00
8 華道他 1 華道・生け花 本庄 いけばな 第１・２・４ 木曜日 9:30 12:00

8 華道他 1 華道・生け花 久保泉 華道クラブ 第２・４ 
第１

金曜日
木曜日

13:30
19:00

17:30
22:00

8 華道他 1 華道・生け花 諸富町 池坊華道教室 第２・４ 木曜日 10:00 13:00
8 華道他 1 華道・生け花 松梅 ミモザの会 第２・４ 金曜日 20:00 22:00
8 華道他 1 華道・生け花 南川副 南川副生花教室 第１・３ 火曜日 10:00 12:00
8 華道他 1 華道・生け花 南川副 川副いけばなこども教室 第２ 土曜日 9:00 10:30
8 華道他 1 華道・生け花 ⻄川副 伝統文化川副いけばなこども教室 第２ ※6月〜12月まで 土曜日 11:00 12:00
8 華道他 1 華道・生け花 中川副 中川副生花クラブ 第２・４ 火曜日 10:00 12:00
8 華道他 2 ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞ 鍋島 フラワーアレンジメント 第４ 木曜日 10:00 13:00
9 茶道 1 茶道 赤松 赤松こども茶道教室 第２ 土曜日 9:30 12:30
9 茶道 1 茶道 神野 茶道教室（裏千家） 第１〜３ 火曜日 13:30 16:30
9 茶道 1 茶道 嘉瀬 親子茶道教室 第２ 土曜日 9:00 12:00
9 茶道 1 茶道 高木瀬 伝統文化こども茶道教室 第２・４ 土曜日 9:30 11:30
9 茶道 1 茶道 蓮池 煎茶愛好会 適宜 − − −
9 茶道 1 茶道 新栄 裏千家茶道同好会 第１・３ 金曜日 9:30 12:30
9 茶道 1 茶道 若楠 若楠茶道愛好会 毎週 金曜日 10:30 13:30
9 茶道 1 茶道 開成 茶道サークル 第１〜４ 月曜日 9:30 13:30
9 茶道 1 茶道 中川副 博愛親子茶道教室 第３ 土曜日 14:30 17:00
9 茶道 1 茶道 中川副 中川副親子茶道教室 第４ 日曜日 10:00 12:00
9 茶道 1 茶道 東与賀 のぎくの会 第４ 月曜日 10:00 12:00

10 俳句 1 俳句 循誘 循誘俳句会 第１ 金曜日 13:00 15:00
10 俳句 1 俳句 赤松 佐賀冬野俳句会 第２ 金曜日 12:30 16:00
10 俳句 1 俳句 赤松 かささぎ俳句会 第１・３ 金曜日 13:00 16:00
10 俳句 1 俳句 嘉瀬 ⻘藍俳句会 第４ 水曜日 13:30 16:00
10 俳句 1 俳句 若楠 わかくす俳句会 第２・４ 木曜日 10:00 12:00
10 俳句 1 俳句 諸富町 諸富俳句会 第３ 水曜日 13:00 17:00
10 俳句 1 俳句 春日 大和句会 第２・４ 金曜日 12:30 16:00
10 俳句 1 俳句 富士 ふじ俳句同好会 第１ 木曜日 9:00 12:00
11 川柳 1 川柳 循誘 循誘川柳教室 第２ 木曜日 13:30 15:00
11 川柳 1 川柳 久保泉 川柳教室 第２ 水曜日 10:00 12:00
11 川柳 1 川柳 春日 川柳かささぎ 第４ 木曜日 12:30 16:00
12 短歌 1 短歌 ⻄与賀 藍月短歌会 第２ 月曜日 13:00 17:00
12 短歌 1 短歌 諸富町 短歌会 第２ 日曜日 13:30 15:00
13 手話 1 手話 赤松 手話サークルさわやか 第１〜４ 火曜日 9:30 12:30
13 手話 1 手話 諸富町 手話サークル諸富 第２・４ 火曜日 20:00 21:00
13 手話 1 手話 春日 大和手話の会 毎週 水曜日 19:00 20:30
13 手話 1 手話 南川副 手話サークル川副 第２・４ 金曜日 19:30 21:30
14 語学 1 韓国語 日新 韓国語教室 第１〜３ 月曜日 20:00 21:30
14 語学 1 韓国語 日新 韓国語教室 毎週 土曜日 16:00 17:30
14 語学 1 韓国語 東与賀 韓国語教室 第１〜４ 水曜日 19:30 22:00
15 囲碁・将棋 1 囲碁 勧興 囲碁クラブ 毎週 土曜日 12:30 17:00
15 囲碁・将棋 1 囲碁 赤松 赤松囲碁同好会 第１〜４ 水曜日 13:00 17:00
15 囲碁・将棋 1 囲碁 神野 囲碁同好会 第１〜４ 土曜日 13:00 17:00
15 囲碁・将棋 1 囲碁 ⻄与賀 ヒカルの碁 第１〜４ 木曜日 13:00 17:00
15 囲碁・将棋 1 囲碁 嘉瀬 囲碁クラブ 第１〜４ 水曜日 13:00 17:00
15 囲碁・将棋 1 囲碁 兵庫 囲碁愛好会 毎週 木曜日 13:30 17:00
15 囲碁・将棋 1 囲碁 新栄 新栄囲碁クラブ 第１〜４ 土曜日 13:00 17:00
15 囲碁・将棋 1 囲碁 若楠 囲碁サークル 毎週 土曜日 9:00 12:30
15 囲碁・将棋 1 囲碁 開成 開成囲碁愛好会 第２・４ 木曜日 18:00 20:00
15 囲碁・将棋 1 囲碁 南川副 子ども囲碁教室 第２・３ 土曜日 9:30 11:30
15 囲碁・将棋 1 囲碁 ⻄川副 囲碁クラブ ５の倍数の日 − 9:30 11:30
15 囲碁・将棋 1 囲碁 中川副 三和会 毎週 土曜日 9:30 12:00
15 囲碁・将棋 2 将棋 諸富町 諸富町将棋愛好会 毎週 月・水・金 13:00 16:00
15 囲碁・将棋 2 将棋 春日北 春日北将棋サークル 毎週 土曜日 10:00 14:00
15 囲碁・将棋 3 囲碁・将棋 南川副 川副町囲碁・将棋愛好会 毎日（休館日を除く） − 13:00 17:00
15 囲碁・将棋 3 囲碁・将棋 大詫間 囲碁・将棋 第１・３ 金曜日 13:30 16:30
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 循誘 ⻑寿会健康いきいきマージャン 毎週 水曜日 13:00 16:00
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 日新 健康マージャン（すずめ会） 毎週 火曜日 9:00 12:00
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 日新 健康マージャン（つもろう会） 毎週 金曜日 13:00 16:00
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サークル分類別

分類1 分類1 分類2 分類2 館名 サークル名 開催日 曜日 開始 終了
時間

16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 赤松 赤松若楠会（健康麻雀） 第１〜４ 火曜日 12:30 16:00
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 神野 神野脳トレ・健康麻雀同好会 第１〜４ 金曜日 13:00 16:00
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ ⻄与賀 ⻄雀会 毎週 土曜日 8:30 12:00
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 嘉瀬 マージャン同好会 第２・４ 火曜日 13:30 16:00
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 巨勢 健康麻雀クラブ 第１〜３ 金曜日 9:00 17:00
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 北川副 こ雀会 第１〜３ 木曜日 12:30 17:00
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 本庄 健康マージャン愛好会 第１〜３ 月曜日 8:30 12:00
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 鍋島 鍋島マージャン同好会 第２〜４ 月曜日 9:00 12:00
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 久保泉 健康マージャン同好会 毎週 金曜日 13:30 16:00
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 新栄 健康麻雀同好会 第１〜４ 金曜日 12:30 17:00
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 若楠 若楠健康麻雀サークル 毎週 水曜日 9:00 12:00
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 開成 健康麻雀同好会 第１〜４ 火曜日 12:30 17:00
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 春日 健康マージャン同好会 毎週 水・金曜日 13:00 16:00 
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 春日北 春日北健康麻雀倶楽部 毎週 木曜日 13:00 17:00
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 富士 健康マージャンサークル 毎週 水曜日 13:00 16:00
16 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 1 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 大詫間 健康麻雀 毎週 金曜日 13:30 16:30
17 パソコン 1 パソコン 巨勢 巨勢パソコンサークル 第１・３ 金曜日 13:30 15:30
17 パソコン 1 パソコン 北川副 パソコン同好会 第１〜３ 火曜日 9:30 12:00
17 パソコン 1 パソコン 若楠 わくわくＰＣサークル 第２・４ 水曜日 13:30 15:30
17 パソコン 1 パソコン 開成 開成パソコンサークル 第１〜３ 月曜日 10:00 12:00
17 パソコン 1 パソコン 春日北 春日北パソコン倶楽部 第１・３ 月曜日 10:00 12:00
17 パソコン 1 パソコン ⻄川副 パソコン同好会 毎週 月曜日 9:00 11:00
18 歴史 1 歴史 蓮池 蓮の池を語りつぐ会 適宜 − − −
18 歴史 1 歴史 新栄 おしとり・くしだの会 第４ 火曜日 10:00 12:00
18 歴史 1 歴史 新栄 佐賀歴史探訪同好会 第１・３ 木曜日 10:00 12:00
18 歴史 1 歴史 新栄 八⼾城探求会 第１ 木曜日 19:00 21:00
19 子育て 1 子育てサークル 勧興 わくわくランド 第２ 月曜日 10:00 12:30
19 子育て 1 子育てサークル 勧興 かんこうドーナツ 第３・４ 木曜日 9:30 12:30
19 子育て 1 子育てサークル 循誘 くれよんロケット 第２ 水曜日 10:30 12:00
19 子育て 1 子育てサークル 日新 育児サークルきしゃぽっぽ 第２ 金曜日 10:30 12:00
19 子育て 1 子育てサークル 嘉瀬 かせっこマーチ・ベビー 第２・４ 木曜日 10:30 11:30
19 子育て 1 子育てサークル 兵庫 子育てサロンひょうご 第１※不定期 金曜日 10:00 12:00
19 子育て 1 子育てサークル 高木瀬 高木瀬赤ちゃんサロン 第３ 水曜日 10:30 12:00
19 子育て 1 子育てサークル 高木瀬 あいあいサークル 第２・４ 木曜日 10:30 13:00
19 子育て 1 子育てサークル 本庄 ままごっとんＫｉｄｓ 第１・３ 木曜日 10:00 12:00
19 子育て 1 子育てサークル 本庄 ままごっとんＢａｂｙ 第２ 木曜日 10:00 12:00
19 子育て 1 子育てサークル 金立 ひめりんご 第１・３ 木曜日 10:30 14:00
19 子育て 1 子育てサークル 蓮池 蓮子んくらぶ 第２・４ 木曜日 10:00 14:00
19 子育て 1 子育てサークル 新栄 新栄るんるん子育てサークル 第３ 木曜日 10:00 12:30
19 子育て 1 子育てサークル 若楠 若楠にこにこ子育てサークル ※不定期 月・木曜日 10:00 12:00
19 子育て 1 子育てサークル 開成 子育てサークル臨 第１〜４ 月曜日 18:00 20:00
19 子育て 1 子育てサークル 開成 子育てサークルぐんぐん 第１〜４ 火曜日 10:30 13:30
19 子育て 1 子育てサークル 開成 子育てサークルど・れ・み 第１ 水曜日 11:00 12:30
19 子育て 1 子育てサークル 春日北 子育てサークル「北っ子スマイル」 第２ 木曜日 10:30 12:00
19 子育て 2 学習支援 新栄 ひとり親家庭学習支援新栄塾 第１〜４ 金曜日 18:00 20:00
20 読書 1 読書 神野 神野読書教室 第１ 土曜日 10:00 12:00
20 読書 1 読書 若楠 若楠読書会 第３ 月曜日 13:30 16:00
21 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1 読み聞かせ他 東与賀 おはなしボランティアおおきなかぶ 第１ 木曜日 19:30 21:30
21 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1 読み聞かせ他 勧興 勧興たのしいお話会 毎週 木曜日 10:00 12:00
21 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1 読み聞かせ他 鍋島 小さな人のためのおはなし会ぐるんぱ 第１〜３ 金曜日 10:00 12:00
21 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1 読み聞かせ他 新栄 お話し会ハリー 第１〜４ 金曜日 14:00 16:00
21 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1 読み聞かせ他 富士 朗読サークル ひヾき 第１ 水曜日 13:30 16:00
21 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1 読み聞かせ他 南川副 川副朗読ボランティア やまびこ 第３ 月曜日 12:30 16:00
21 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2 消費生活、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 嘉瀬 せいらんボランティア 第１ 金曜日 9:30 12:00
21 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2 消費生活、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 高木瀬 消費者グループ 第４ 火曜日 9:30 12:00
21 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2 消費生活、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 東与賀 ハッピークラブ・クローバー 随時 − 10:00 12:00
22 その他 1 脳トレ 春日北 生協いきいき健康教室 第４ 木曜日 10:00 12:00
22 その他 1 脳トレ 川上校区 川上さくら会 第１〜４ 火曜日 13:00 15:00
22 その他 2 藍染 嘉瀬 藍・愛をつむぐ会 第１〜４ 月・火・木・金 9:30 15:00
22 その他 3 異文化交流 松梅 ポレポレファミリー 第３ 土曜日 14:00 17:00
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