
パソコンドリーム

パソコンドリームパソコンドリーム

パソコンドリーム 『きらく会』囲碁

『きらく会』囲碁『きらく会』囲碁

『きらく会』囲碁 水彩画教室

水彩画教室水彩画教室

水彩画教室 気功体操教室

気功体操教室気功体操教室

気功体操教室 サークル名

サークル名サークル名

サークル名

パソコン 囲碁 水彩画 気功 活動内容

毎週月曜日 毎週月曜日 毎月第2月曜日 毎月第1・第3月曜日 活動日

9:00～12:00

13:00～16:30 9:30～11:30 19:00～21:00 活動時間

黒田　公雄　さん 野呂　進次　さん 藤岡　美津子　さん 佐倉　優子　さん 代表者

365-6478 364-9460 363-0403 364-7571 電話番号

琴松会

琴松会琴松会

琴松会 フォークダンスサークル スマイル

フォークダンスサークル スマイルフォークダンスサークル スマイル

フォークダンスサークル スマイル 松風吟詩会

松風吟詩会松風吟詩会

松風吟詩会 富洲原ちぎり絵教室

富洲原ちぎり絵教室富洲原ちぎり絵教室

富洲原ちぎり絵教室

大正琴 フォークダンス 詩吟 ちぎり絵

毎月第1・第3火曜日 毎週火曜日 毎週火曜日 毎月第4火曜日

9:00～11:30 10:00～12:00 13:00～17:00 13:30～15:30

早川　美恵子　さん 中間　景長　さん 樋口　恵子　さん 磯田　和子　さん

365-8977 364-6143 365-7431 363-2853

木彫りサークル積木の会

木彫りサークル積木の会木彫りサークル積木の会

木彫りサークル積木の会 富洲原リズム体操

富洲原リズム体操富洲原リズム体操

富洲原リズム体操 囲碁クラブ

囲碁クラブ囲碁クラブ

囲碁クラブ 富洲原ヨガ教室

富洲原ヨガ教室富洲原ヨガ教室

富洲原ヨガ教室 つくしの会

つくしの会つくしの会

つくしの会

木彫り作品 リズム体操 囲碁 ヨガ 手話サークル

毎月第2・第4水曜日 毎週水曜日 毎週水・木曜日 毎週水曜日 毎週水曜日

9:00～12:00 10:00～12:00 13:00～16:30 19:30～21:00 19:30～21:00

鈴木　紀子　さん 竹内　きみ子　さん 野呂　進次　さん 生川　幸代　さん 鈴木　サミエ　さん

366-3526 364-4018 364-9460 365-1924 364-3098

木耀会（油絵）

木耀会（油絵）木耀会（油絵）

木耀会（油絵） 手芸クラブ

手芸クラブ手芸クラブ

手芸クラブ パソコンを触ってみたいなの会

パソコンを触ってみたいなの会パソコンを触ってみたいなの会

パソコンを触ってみたいなの会 料理教室”ひまわり”

料理教室”ひまわり”料理教室”ひまわり”

料理教室”ひまわり” レザークラフト

レザークラフトレザークラフト

レザークラフト 四日市北教場

四日市北教場四日市北教場

四日市北教場 囲碁クラブ

囲碁クラブ囲碁クラブ

囲碁クラブ

絵画教室 編物・ぬいぐるみ等 パソコン 料理実習 革工芸 扇舞 囲碁

毎月第1木曜日 毎月第1・第3木曜日 毎月第1・2・4木曜日 毎月第3木曜日 毎週木曜日 毎月3回木曜日 毎週水・木曜日

9:30～12:00 9:30～11:30 9:30～12:00 9:30～12:00 13:00～16:00 13:00～17:00 13:00～16:30

矢代　由美子　さん 小川　絹代　さん 出口　千代　さん 　嶌貫　淑子　さん 加藤　和代　さん 樋口　恵子　さん 野呂　進次　さん

364-6044 365-8806 365-2822 365-2316 365-6807 365-7431 364-9460

富洲原書道部

富洲原書道部富洲原書道部

富洲原書道部 自彊術普及会

自彊術普及会自彊術普及会

自彊術普及会 日本舞踊花柳流彩の会

日本舞踊花柳流彩の会日本舞踊花柳流彩の会

日本舞踊花柳流彩の会

毛筆・硬筆 自彊術 日本舞踊

毎週金曜日 毎週金曜日 毎週金曜日

9:00～12:00 14:30～16:00 18:00～21:00

鈴木　幸子　さん 　　和田　津紀代　さん　 田村　美榮子　さん

364-8654 363-0356 365-4361

ふれあい料理教室

ふれあい料理教室ふれあい料理教室

ふれあい料理教室 富洲原カラオケクラブ

富洲原カラオケクラブ富洲原カラオケクラブ

富洲原カラオケクラブ タンゴ愛好会

タンゴ愛好会タンゴ愛好会

タンゴ愛好会

料理実習 カラオケ CD・テープ鑑賞会

毎月第3土曜日 毎月第2・第3土曜日

毎月第1土曜(1・5・11月は休会)

9:00～13:00 13:00～16:00 13:00～15:00

　嶌貫　淑子　さん 林　明美　さん 毛利　道哉　さん

365-2316 365-8937 365-5977

つどいさくら会

つどいさくら会つどいさくら会

つどいさくら会

障害者の貼り絵とハンドベル

毎月第２日曜日

9:30～15:00

　嶌貫　淑子　さん

365-2316
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日 時：毎月第2月曜日の9:30～11:30

場 所：富洲原地区市民センター

2階調理室

講 師：西川 妙子 先生

問合せ：藤岡 美津子 さん

�363-0403

水彩画教室水彩画教室水彩画教室水彩画教室

日 時：毎週火曜日の13:00～17:00

場 所：富洲原地区市民センター

2階小会議室

講 師：鈴木 英司 先生

問合せ：樋口 恵子 さん

�365-7431

松風吟詩会松風吟詩会松風吟詩会松風吟詩会

富洲原書道部富洲原書道部富洲原書道部富洲原書道部

日 時：毎週金曜日の9:00～12:00

場 所：富洲原地区市民センター

2階大会議室

講 師：佐藤 桑碩 先生

問合せ：鈴木 幸子 さん

�364-8654

自彊術普及会自彊術普及会自彊術普及会自彊術普及会

日 時：毎週金曜日の14:30～16:00

場 所：富洲原地区市民センター

１階和室

講 師：堀田 茉有実 先生

問合せ：和田 津紀代 さん

�363-0356

木彫りサークル積木の会木彫りサークル積木の会木彫りサークル積木の会木彫りサークル積木の会

日 時：毎月第2・第4水曜日の

9:00～12:00

場 所：富洲原地区市民センター

2階小会議室

講 師：市瀬 恵子 先生

問合せ：鈴木 紀子 さん

�366-3526

◇ご入会を希望の方は、サークルの代表者にお問い合わせください。

◇ご入会を希望の方は、サークルの代表者にお問い合わせください。◇ご入会を希望の方は、サークルの代表者にお問い合わせください。

◇ご入会を希望の方は、サークルの代表者にお問い合わせください。

◇活動日は、会員数や講師の都合で変更する場合があります。

◇活動日は、会員数や講師の都合で変更する場合があります。◇活動日は、会員数や講師の都合で変更する場合があります。

◇活動日は、会員数や講師の都合で変更する場合があります。

◇会費等は、サークル代表者に問い合わせください。

◇会費等は、サークル代表者に問い合わせください。◇会費等は、サークル代表者に問い合わせください。

◇会費等は、サークル代表者に問い合わせください。

◇ご入会は、随時申し込みできますが、満員になることがあります。

◇ご入会は、随時申し込みできますが、満員になることがあります。◇ご入会は、随時申し込みできますが、満員になることがあります。

◇ご入会は、随時申し込みできますが、満員になることがあります。

◇サークルの都合により活動を休止される事があります。

◇サークルの都合により活動を休止される事があります。◇サークルの都合により活動を休止される事があります。

◇サークルの都合により活動を休止される事があります。

いろんなサークルあって

迷っちゃうなぁ。


