
令和3年度　木曽川公民館

定期利用グループ

学習種目 活 動 内 容 代 表 者 連 絡 先 会費月額 条件 文化

1 毛筆かなクラブ
小筆にて、かな文字の練習をして文化祭に出品して
います年賀状の練習もします。

第1・３
火曜日

午後 西元 87-1073 2,000 成人 男女 加

2 自由書クラブ
日常の生活使用文字の練習を基本としていま月2回
を目安に添削指導あり。

毎週
水曜日

午後 丹下 87-2550 2,000 成人 男女

3 茶　道 木曽川茶道クラブ
会員相互の和を図り、茶の湯を楽しみながら芸術性を
高める木曽川文化祭で呈茶を担当します。

第２・４
金曜日

午後 大島 090- 1600-7298 １回１．０００円 茶道に興味のある方 加

4 濃尾吟詠会
吟道を通じ健康の増進を図ります漢詩、和歌、俳句、
近代詩などの練習を行います。

第１～4
木曜日

午後 丹下 86-6544 1,000 成人 男女 加

5 蘇水吟詠会
吟詠練習、漢詩創作の基礎を学びます公民館芸能
祭に出演します。

毎週
土曜日

午後 甲賀 87-5402 2,000 成人 男女 加

6 詩吟クラブ
詩吟を詠って吟友を作りましょう！複式呼吸と発音ト
レーニングで誤嚥予防、ストレス解消！漢詩・和歌・俳
句・近代詩を詠って脳もトーニング！

毎週
月曜日

午後 宇都木 87-1330 無料 成人 男女

7 逞光吟詩会
詩吟を通じて親睦を図ります　コンクールや発表会に
も積極的に参加しています。

第２・３
火曜日

夜間 柴田 86-4026 1,000 成人 男女

8 きそ川吟詩会
大声で吟じるので健康とボケ防止、何より仲間づくりで
す年４回の発表会、県内の各支部との交流や各コン
クールに参加します。

毎週
水曜日

夜間 山崎 86-3021 3,000 年齢 不問

9 水墨画 木曽川水墨画クラブ
色紙に季節の花鳥や風景を描いています　文化祭出
品や玉堂図書館での展示会を行っています仕事をお
持ちの方、初心者の方 大歓迎。

第２・４
土曜日

夜間 小島 87-3800 1,000 成人 男女 加

10 絵　画 木曽川絵画クラブ
教室では絵画の製作、スケッチ旅行、年1回の展覧会
で作品の発表をします。

第2・4
日曜日

午後 寺西 87-1311 年会費  12,000 成人 男女

11 絵手紙
新婦人絵手紙サー
クル

各自持ち寄った教材を見ながら絵手紙の練習をし、
講師に見てもらいます。

第４
月曜日

午前 福井 87-7255 500 女性 のみ

12 植物画 野の花の会
年１回、玉堂図書館にて発表会を開催月１回、教室
にて描いた作品に添削を受けます　植物画の向上と
会員相互の交流が目的です。

第１
土曜日

午後 谷川 86-3548 1,500 年齢 不問

13 ガラス工芸クラブ
バーナーで色ガラス棒を溶かし、ガラス玉やアクセサ
リーなどを楽しく作っています親睦を深めながら制作
技術を向上できるよう取り組んでいます。

第２・４
木曜日

午後 葛谷 87-3923 500 女性 のみ 加

14 籐工芸サークル
籐でバッグ、皿、花かごなどを作っています製作を通
して会員間の交流を図ります。

第１・３
水曜日

午前 岡野 87-7958 2,500 成人 男女

15 木理の会 皿、お盆、レリーフ、鏡などの作品作りをします。
第1

土曜日
午前 水谷 86-4851 無料 成人

16 ニットサークル
棒針・かぎ針等の手編み技術の向上と会員相互のコ
ミュニケーションや親睦を図っています。

毎週
火曜日

午前 岩田 87-6256 2,000 成人 男女 加

17 写　真 めい写会
四季を通じて美しい風景を写真で残すことを活動の目
的としています。

第３
木曜日

夜間 堀井 87-4437 年 3,000 写真 愛好家 加

18
女声コーラスもくせ
い

楽しく歌うことで健康づくりを図ります木曽川町芸能祭
で１年の練習の成果を発表します。

毎週
木曜日

午前 木村 87-0889 3,000 女性 のみ 加

19 どんぐりエコークラブ
童謡、愛唱歌を昔を思い出し楽しく唄っています。
時々、脳トレなどもしています。

第１・３
水曜日

午後 横山 87-4583 500 女性 のみ

20 木曽川合唱団
・一宮合唱祭
・木曽川公民館文化祭・芸能祭
・その他各イベント参加

第３・土曜日
第４土曜日

午後 奥田 86-5643 3,000 成人 男女 加

21 合唱団ローザ・ロッサ
・身近な曲を楽しく歌いながら健康増進を図ります。
・ボランティアやイベントなどに参加し、地域交流に努
めます。

第４
土曜日

夜間 稲垣 87-4510 2,000 成人 男女

22 音　楽
木曽川ライトソングク
ラブ

「誰でもできる楽しいひき語り」を目標に、ジャンルにと
らわれず、皆で好きな歌を持ちより楽しんでいます。

第１・３
土曜日

夜間 竹内 87-3606 無料 成人 男女 加

23 吹奏楽
きそがわポップスバ
ンド

・自主演奏会
・いちのみや七夕まつり
・木曽川一豊まつり
・老人ホーム慰問

第２～５
日曜日

夜間 岩田 55-1647 年 24,000 楽器持参

24 木曽川大正琴クラブ
生涯学習、発表会に向けての練習、ボランティア、親
睦の為

第１～３
水曜日

午前 森 87-0947 3,000 成人 男女 加

25 大正琴日曜クラブ
・生涯学習教育の目的
・年数回の老人ホーム慰問のボランティア活動
・地域の行事

第1・3
日曜日

午前 丹下 86-4716 2,000 年齢 不問 加

手工芸

コーラス

合　唱

大正琴

活動内容・時間・場所・会費等のお問合せは、各団体の代表者へお願いします。

グ ル ー プ 名 活 動 日

書　道

詩　吟



学習種目 活 動 内 容 代 表 者 連 絡 先 会費月額 条件 文化

26 一慎会
七夕などのイベントに参加しています　会員の健康増
進を維持することを目的としています。

毎週
月曜日

夜間 武野 87-2850 無料 年齢 不問

27 ののはな太鼓
障害児・者の余暇活動として、和太鼓の練習や演奏
会の機会を与える　演奏により一般市民との交流を図
り、障害者理解を促しています。

第４
日曜日

午後 葛谷 86-8097 1,500 年齢 不問

28 木曽川民謡同好会
民謡・三味線・太鼓などの練習をして、施設慰問を
行っています。

第1・３
日曜日

午後 大橋 86-0238 3,000 年齢 不問 加

29 木秀会
民謡・三味線の練習をして、ボランティアで老人施設
慰問をしたり、公民館芸能祭に参加しています。

第１・３
日曜日

午後 森 090-4407-7708 2,000 成人 男女 加

30 木曽川民踊会
木曽川町盆踊り、市民体育祭、民踊祭、芸能祭、一
豊まつりパレード、老人福祉施設の慰問などの活動を
しています。

毎週
水曜日

午後 大塚 87-3309 3,000 成人 男女 加

31 里小牧民踊会
木曽川町盆踊り、市民体育祭、民踊祭、芸能祭、一
豊まつりパレード、老人福祉施設の慰問などの活動を
しています。

第2・4水曜
日

第3日曜日

夜
午後

三輪 86-4891 3,000 成人 男女 加

32
よさこい
鳴子踊り

Team一豊
地元を盛り上げ皆さんを元気にするため、お祭りに参
加したり老人ホームで踊っていますストレスを発散した
い方は踊りに来てください。

第２
日曜日

午前 墨 090-8956-2466 年会費 大人　2,000  子ども 1,500 年齢 不問

33 創作ﾀﾞﾝｽ エレガンス木曽川
11月の芸能祭で発表することを目標にしています。ま
た介護施設へﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで慰問に行っています。

毎週
木曜日

午後 上田 86-2859 2,000 成人 男女 加

34 社交ﾀﾞﾝｽ クラブプチトマト
生涯教育の一環で社交ダンスによって健康を維持し、
明るく楽しくをモットーに活動しています　ダンスを通し
て地域の方々との交流会等もあります。

毎週
火曜日

午後 上田 86-5974 3,000 成人 男女

35 チェリーズ木曽川
フォークダンスを通じて親睦を図り、健康と体力づくり
をします　団体交流や発表会に参加しています。

毎週
月曜日

午前 西片 87-6325 1,500 成人 男女

36 レイワゴールドクラブ
笑顔で楽しく健康を維持し、長く続けられるよう練習し
ています芸能祭、盆踊り等に参加。

毎週
土曜日

午後 宇佐見 87-2633 500 在住 在勤 成人 男女 加

37 フラダンス フラKeiNaniきそがわ
アロハの心を身につけ楽しくフラダンスを学びます地域
の催しに参加したり施設等への慰問ボランティア活動
も行います。

第１・２・４
火曜日

夜間 神辺 090- 6618-3862 大人　3,000 子ども 2,300 3歳～ 成人 男女

38 マミーステップ
エアロビクス・筋力トレーニング・ストレッチ等、音楽に
合わせて有酸素運動を行うことで汗を流し、楽しく脂
肪を燃焼させ健康増進を目指します。

毎週
火曜日

午前 仲𡌛 86-2470 １回 500 女性 のみ

39 健康維持の会 エアロビクスで健康維持を図っています。
第２・４
金曜日

午前 田中 87-0488 無料 女性 のみ

40
子ども
新体操

エンジェルリボンクラ
ブ

ストレッチ、柔軟体操、基本運動（ジャンプ、ターン、歩
行、ステップ）  手具練習（リボン、ボール、フープ、
ロープ、クラブ）をしています。

毎週
金曜日

夕方 北川 86-6807 3,000 子ども（女子） 成人男女

41
子ども

健康体操
ﾜｲﾜｲﾜｲｼﾞｭﾆｱ木
曽川

リズム体操を中心にストレッチ、筋力トレーニング、マッ
ト運動、ボール、縄とびなどを行っています会員相互
の教養と文化活動の推進を図ります。

毎週
火曜日

夕方 今枝 080-6914-2241 2,500 ３歳～ 小学生

42
子ども
体操

ＳＡＫＵＲＡ・Ｊクラブ
子どもの心と体の健康、体力づくりを目的とし、美しい
姿勢を意識するとともに、リズム感・運動の楽しさを考
え、ダンスやマット運動を行っています。

毎週
土曜日

午前 杉本 85-9324 2,000 小学生女子・幼児 加

43 親子ヨガ キラキラ・キッズ
親子でふれあいヨーガをして心も体もリフレッシュしな
がら健康増進し絆も強くする　一緒にポーズをとったり
組んだり楽しみながら体調をよくします。

毎週
月曜日

夕方 石川 87-5177 　1家族 月 2,000 母と子 0～12

44
木曽川健康ジャギー
クラブ

音楽に合わせて五感や体を鍛える体操をしています
会員同士の親睦を図り、盆踊りや芸能祭に参加してい
ます。

毎週
水曜日

午前 江崎 86-6910 2,000 女性 のみ 加

45
健康体操ブルース
カイ

音楽にあわせて体を動かし、年に一度の発表会に向
けて日々練習に励んでいます。

毎週
金曜日

夜間 不破 87-7908 2,000 女性 のみ

46
木曽川健康体操同
好会

健康体操と脳トレを行い、会員相互の親睦と楽しく元
気で社会生活が送れるようになることを目的としてい
ます。

毎週
月曜日

午後 五藤 86-5062 1,000 成人 男女

47
リズム体操ジョイクラ
ブ

ストレッチ体操や筋トレ等を行い、健康度のアップを図
ります　体操を通じて世代間交流も図ります。

毎週
金曜日

午前 加藤 86-2928 2,000 成人 男女

48 フラメンコ フラメンコ リサ
健康維持が目的で月１～２回、老人福祉施設へ慰問
するボランティア活動をしています。

毎週
火曜日

午前 白木 86-2502 無料 女性 のみ

49 ヨーガサークル
ヨーガの実習を通して、身体・心の調和と会員相互の
親睦を深めます。

毎週
火曜日

午前 中野 090-9410-4075 1500 1回体験700 成人 男女

50 木曽川ヨガクラブ
身体全体のバランスを整えるヨガを行うとともに会員
相互の親睦を深めます。

毎週
金曜日

午前 大西 87-2254 1,000 女性 のみ

51 ハッピ－ヨガ ヨガ、ストレッチを通して健康維持し、体調を整える。
第１・２・４
水曜日

午前 清水 87-5698 無料 女性 のみ

文化に印がある団体は、木曽川文化団体協議会加盟団体となっています。

文化に印がある団体は、木曽川文化団体協議会加盟団体となっています。

民　謡

民　踊

　令和３年度　木曽川公民館 定期利用グループ

太　鼓

活動内容・時間・場所・会費等のお問合せは、各団体の代表者へお願いします。
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ダンス
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健康体操

ヨ　ガ



学習種目 活 動 内 容 代 表 者 連 絡 先 会費月額 条件 文化

52 トータルバランスヨガ
心と体の調和を保ち、美しい姿勢、健やかな体を保つ
ことを目指します　ヨガを通して会員相互の交流を深
めす。

毎週
月曜日

午後 五藤 86-4582 1回 500 15歳 以上 男女

53
アンチエイジング
サークル

ヨガ体操をすることで新陳代謝が上がり、筋肉がほぐ
れて体調をよくしていきます　また精神的にもリラックス
できます。

毎週
金曜日

午後 高木 090-9890-0498 2,000 女性 のみ

54
一宮健康太極拳同
好会

健康維持のため呼吸法、八段錦、百花拳、不老拳、
楊名時太極拳２４式を行っています。

毎週
木曜日

午後 青井 87-1900 1,000 女性 のみ

55 木曽川太極拳クラブ
太極拳を通して柔軟性、バランス感覚を鍛え、肩こり・
転倒を未然に防ぎ健康増進に努めています。

毎週
水曜日

午前 大野 86-0140 2,000 成人 男女

56 めだかクラブ
ゆったりとした動作で全身運動を行うことで健康増進
を図ります。

毎週
金曜日

午前 吉田 86-5663 1回 500 成人 男女

57
パソコン・体
操・手芸等

いきいきクラブ
地域の方々と親睦を図るとともに、幅広い人間の深み
を増すためにパソコン、体操、手芸、料理など元気に
楽しく生きるための活動をしています。

毎週
月曜日

午後 日比野 86-3917 無料 成人 女性

58 着付け 着物を楽しむ会
日本の伝統衣装である着物や浴衣を自分で着られる
ようになりましょう。

第１
日曜日

午後 浅野 86-3622 1回 1,000 一宮市在住の女性

59
コミュニ

ケーション プラスの会
日常の会話を通してコミュニケーションを見直す場を
提供、相手も自分も大切にするよい人間関係、健康
的な生活をすることを目的としています。

第３
水曜日

午前 笹岡 090-3388-8278 1,000 女性 のみ

60 英会話
新婦人英会話サー
クル

英会話の基礎を楽しく学び、会員相互のコミュニケー
ションを図ります。

第２・４
月曜日

午後 岩田 87-0153 1回 1,100 成人 女性

61 勉強会 清流クラブ
個人では読みきれない本も読書会をすることによって
活字離れを防ぎ、本を通じていろいろな方とつながり
をもつことを目的とする読書会です。

不定期 午前 竹内 87-3606 無料 成人 男女

62 紙芝居
年金をよくする会紙
芝居サークル

紙芝居を読み合い練習したり、いろんな場所にボラン
ティアに行っています。

第1
水曜日

午後 福井 87-7255 無料 成人 男女

63 音楽療法 ふれあいらんど
障害者、障害児の情緒的発達を促すとともに家族で
の支援を目的としています。

第４
土曜日

午前 水野 87-0751 1回 1,000 障害を持った方とその家族

64 演　劇 創造事務所ＳＨＯＴ
舞台公演に向けて台本読み合わせ、ストレッチ、発声
等の練習やオリジナル脚本の作成。創造活動を通し
て、自己啓発や地域文化活動の活性化を目的とす

不定期 　 林 090-1295-6357 無料 特に なし

65 文化事業
木曽川文化創造ワ
－クショップ

コンサート・公演の企画運営、地域の文化団体や文化事業へのス
タッフ参加。 不定期 　 桑山 090-2920-4890 年 1,000 趣旨に賛同する方

66 木曽川親子クッキングクラブ
・親子で作れる簡単なおやつづくり
・お父さんの喜ぶおつまみづくり

随時 　 藤田 090-6352-1326 1,000 特に なし

活 動 内 容 代 表 者 連 絡 先 会費月額 条件

謡曲の練習 今　村 87-2584 2,000

地域のイベント、福祉施設の慰問発表会など
舞踊を通じて心体の健康作りを目指します 堀 87-5182 2,000

健康太極拳の二十四式、八段錦の練習をおこな
います 田　村 86-1465 2,000

健康維持のための体操を行います 佐　塚 87-3371 2,000

年に一度芸能祭に出演します　ボランティアで各
施設に慰問しています 森 86-8054 無料

水彩画・絵手紙等の学習を行います 五　藤 86-5062 １回500円

琴、三味線の練習をしてイベントに楽しく参加して
います　（古曲から現代の作品）

脇　田 87-1094 2,000

絵　画
木曽川
　　絵画同好会

シルバー人材センター
木曽川支所
第2・3・4水曜日

筝・尺八 宮城社 脇田会 代表者宅

健康体操 ハ ピ ス マ
金曜日夜間
たけのこ園

民　謡 木　秀　会 未定

日本舞踊 清流クラブ
今伊勢公民館
日曜日午後

太極拳
木曽川
　　太極拳同好会

水曜日午前
北保健センター他

○活動内容・時間・場所・会費等のお問合せは、各団体代表者までご連絡ください。

太 極 拳

学習種目 クラブ・サークル名 活動日

謡　曲 木曽川謡曲クラブ
木曽川高齢者いき
がいセンター

　　令和３年度　木曽川公民館 定期利用グループ

ヨガ

文化に印がある団体は、木曽川文化団体協議会加盟団体となっています。

木曽川公民館主催（盆踊りのつどい、文化祭・芸能祭）事業を
支援する【 木曽川文化団体協議会 】加盟団体です。

　活動内容・時間・場所・会費等のお問合せは、各団体代表者までご連絡ください。

グ ル ー プ 名 活 動 日



活 動 内 容 代 表 者 連 絡 先 会費月額

琴と尺八の合奏を行います 島　津 86-5109

市内施設でのボランティア演奏や文化祭に向けて
練習をしています　初心者の方 大歓迎 岩　田 87-7184 2,000

生け花全般の稽古を行います
文化祭に参加します 林 86-5492 1回700円

茶道の練習を行い、文化祭に参加します 菱　川 87-4560 １回800円

一針一針に思いを込め仕上げていく過程の楽しさ、手
作りの豊かさを感じながら活動しています 丹　下 87-1261 2,000

礼儀作法を取り入れた着付けを楽しく学びましょう
（着物一式お貸しできます） 林 87-1792

1回
1,300

会　　　　　　場 代 表 者 連 絡 先

木曽川東小学校 　水・土 夜間

木曽川体育館 　水 夜間

木曽川中学校 　月・金 夜間 松　本 080- 4530-0102

木曽川中学校 　月 夜間 松　本 080- 4530-0102

木曽川体育館 　土 夜間 永　井 090- 8136-3069

木曽川西小学校 月・木・土 夜間 岩　村 86-8475

木曽川体育館 　土 夕方 永　井 担当：森 090- 8557-4527

木曽川体育館 　火・土 夜間 服　部 050- 5319-7581

　日 午後

　水 夜間

木曽川中学校　武道場 火・木・土 夜間 日比野 080- 4532-0101

木曽川中学校　武道場 月・水・金 夜間 福　井 86-3626

木曽川中学校　武道場 月・水・金 夜間 則　武 090- 8324-4587

木曽川河川敷専用グラウンド
木曽川サブグラウンド
木曽川東・黒田小学校

土・日・祝
午前
午後 大　迫 080- 3652-2038

木曽川運動場テニスコートＡＢＣ
木曽川体育館

　金 夜間 岩　田 080- 4540-0101

　水 夜間

　土 午前

　火・木 夜間

　土 午前

木曽川西小学校 　火 夜間 高御堂 090- 8078-2122

一　般 タスポニー教室 木曽川西小学校      水曜日は第２・４ 本　田 090- 6615-8911

一　般 ショートテニス教室 年/　4,000

園児～小学生 サッカー少年団
木曽川運動場  （木曽川西小）
木曽川中学校グランド

佐　藤 090- 3930-5232

低学年　年24,000
高学年　年30,000
女　子　年12,000

小学生～一般 ソフトテニス教室 月/　2,000

小学生
一般（親子)

親子の
ソフトテニス教室

木曽川運動場テニスコートＡＢ
隔週　水・土

岩　田 同上 １回/　500

月/　2,000

小学生
木曽川ジュニア
ベースボールクラブ

中学　　月1,000
1～3年　月2,000
4～6年　月3,000

小学生～一般 空手道教室

小学生～一般 剣道教室
小学生　月/2,000
中学生　月/1,500
高一般　年/1,850

小・中学生 柔道教室
小学生 月/2,000
中学生 月/　500

年/　3,000

中学生
ジュニア
バスケットボール教室 年/　8,000

園児 ～ 一般 体操教室 年/ 10,000

高校生以上 バスケットボール教室 年/ 12,000

小学生
ミニ
バスケットボールクラブ 年/ 12,000

中学生以上
ソフト
バレーボール教室 年/　4,700

小学生
一般（親子)

ジュニアソフト
バレーボール教室

小学 年/5,500
親子 年/8,700

小学生
バレーボール少年団 寺　西 090- 3306-5838

年額/ 12,000

中学生 中3半期 /6,000

　木曽川公民館主催（木曽川町連区市民体育祭）事業を
　支援する【 ＮＰＯ法人 木曽川文化スポーツクラブ 】です。

○活動内容・時間・場所・会費等のお問合せは、各団体代表者までご連絡ください。

対　象　者 クラブ・サークル名 活 動 状 況 会　費

手　芸 刺しゅう 柔和会
代表者宅
第２・４火曜日

着付け 若　葉　会 代表者宅

華　道 林 社 中 (華道)
代表者宅
毎週土曜日

茶　道 林 社 中 (茶道)
林社中宅
毎週土曜日

琴・尺八 筑 紫 加 豊 会 代表者宅

大正琴 琴城流　琴幸会 福祉センター

学習種目 クラブ・サークル名 活 動 場 所

木曽川公民館主催（盆踊りのつどい、文化祭・芸能祭）事業を

支援する【 木曽川文化団体協議会 】加盟団体です。
○活動内容・時間・場所・会費等のお問合せは、各団体代表者までご連絡ください。


