
令和４年度　木曽川公民館

定期利用グループ

学習種目 活 動 内 容 会費月額 条件 文化

1 毛筆かなクラブ
文化祭に出品、小筆にてかな文字の練習(大文字も可
作品出品)、会員相互の親睦を図ります。

第1・３
火曜日

午後 2,000 成人男女 加

2 自由書クラブ
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。

第１・２・３・４
水曜日

午後 2,000 成人男女

3 自遊書倶楽部 ・学校書写、粘土細工、はり絵 毎週火曜日 午後 1回５００円 幼児小学生

4 茶　道 木曽川茶道クラブ
茶道をやさしく楽しみながら作法を学び、文化祭に参加
するための準備をします。

第２・４
月曜日

午前 １回１．０００円 女性のみ 加

5 濃尾吟詠会
古今の日本詩、詩吟、漢詩、和歌、短歌、朗詠の練
習、仲間との親睦

第１～4
木曜日

午後 1,000 成人男女 加

6 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 2,000 成人男女 加

7 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 無料 成人男女

8 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
土曜日

午前 1,000 成人男女

9 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
火曜日

午後 3,000 年齢不問

10 絵手紙 新婦人絵手紙サークル
題材は決まったものではなく、各自で持ってきたものや
交換したもので描いています。描いた後、先生に見せて
直してもらっています。

第４
月曜日

午前 500 なし

11 植物画 野の花の会
植物(花、草等)の形・色等を詳細に描いています。趣味
を通じて交流を深め、絵の向上を図ります。

第１
土曜日

午後 無料 年齢不問

12 ガラス工芸クラブ
色ガラス棒を使い、バーナーで溶かしガラス玉を作った
り、アクセサリー等を皆で楽しく作品作りに取り組んでいま
す。

第２・４
木曜日

午後 500 女性のみ 加

13 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 無料 成人

14 写　真 めい写会 すばらしい風景写真を通じて心に残る日本の風景描く。
第３
木曜日

夜間 年3,000 成人 加

15 女声コーラスもくせい
童謡、唱歌からJPOPまで楽しく練習。芸能祭に参加し、
日頃の練習の成果を発表。会員募集中。

毎週
木曜日

午前 3,000 成人女性のみ 加

16 どんぐりエコークラブ
童謡、唱歌等ピアノの伴奏に合わせて全員で歌います。
その他脳トレなども少し行ないます。

第１・３
水曜日

午後 500 女性のみ

17 木曽川合唱団
なつかしい唄、新しい唄、年一回の芸能祭に向けて会員の皆
さん楽しく練習しています。会員募集中です。是非見学にお越
しください。

第2・3・4
土曜日

午後 3,000 成人男女 加

18 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。

不定期 月2,000円 成人男女

19 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、自分たちの好
きな歌をうたって楽しんでいます。

第１・３
土曜日

夜間 無料 なし 加

20 木曽川アンサンブル #N/A #N/A ### #N/A #N/A

21 木曽川大正琴クラブ 地域イベント、福祉施設へのボランティア活動
第１～３
水曜日

午前 3,000 年齢不問 加

22 大正琴きずな会
・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 1,000 成人男女

23 木曽川太鼓
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 無料 年齢不問

24 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 1,500 年齢不問

25 民　謡 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
木曜日

午後 3,000 年齢不問 加

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。

手工芸

コーラス

合　唱

音　楽

大正琴

太鼓

活動内容を知りたい場合は、直接会場で代表者の方にお問い合わせください。

グ ル ー プ 名 活 動 日

書　道

詩　吟



学習種目 活 動 内 容 会費月額 条件 文化

26 木秀会
ボランティアで施設へ慰問に行っています。
芸能祭に参加しています。

第１・３
日曜日

午後 2,000 成人男女 加

27 木曽川民踊会
町民盆踊りへの参加、黒田小サロン(年１回)、保育園盆
踊りの指導、一豊まつり参加など。

毎週
水曜日

午後 3,000 成人男女 加

28 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1・2・3・5
水曜日

夜 3,000 成人男女 加

29 創作ﾀﾞﾝｽ エレガンス木曽川
メンバーが高齢者になってきましたので、今は自身の健
康維持の為に練習を続けています。

毎週
木曜日

午後 2,000 女性のみ

30 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 3,000 成人男女

31 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。

毎週
月曜日

午前 1,500 成人男女

32 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 500 在住在勤成人男女 加

33 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 大人　3,000子ども 2,300 3歳～成人男女

34 マミーステップ
活動を通じて会員相互の親を図ることを目的として、会員の健康増進、体力
向上を目指しています。音楽に合わせ有酸素運動を行なうことで汗を流して
楽しく脂肪を燃焼させ心と体をきたえています。

毎週
火曜日

午前 １回500 女性のみ

35 健康維持の会
健康を維持するために、会員でエアロビクスをしていま
す。

第２・４
金曜日

午前 3,000 女性のみ

36 エンジェルリボンクラブ
リボンやボールを使い、基本動作の習得、柔軟体操を
し、運動能力向上を目指しています。

毎週
金曜日

夕方 3,000 市内幼児・小中学生

37 ﾜｲﾜｲﾜｲｼﾞｭﾆｱ木曽川
会員相互の教養と本市の文化活動の推進とリズム体操
を中心にストレッチ、筋力トレーニング、マット体操、ボー
ル、縄跳びを行なっています。

毎週
火曜日

夕方 2,500 ３歳～小学生低学年・保護者

38
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 2,000 小学生女子・幼児 加

39 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 　1家族月 2,000 母と子0～12

40 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 2,000 なし 加

41 健康体操ブルースカイ
ストレッチ及びリズムに合わせ心身共に健康になるため
の体操

毎週
金曜日

夜間 2,000 成人男女

42 木曽川健康体操同好会 笑顔で楽しい会を第一にしたいです。
毎週
月曜日

午後 1,000 成人男女

43 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 2,000 なし

44 フラメンコ フラメンコ リサ
スペインのフラメンコを踊る中で会員相互の交流、社会参加の学びの
場で、心身の健康維持増進を図り、心豊かな生活を目指します。コロ
ナ禍の現在２年間施設慰問活動は中止しています。

毎週
火曜日

午前 無料 成人女性のみ

45 ヨーガサークル ヨーガの実習
毎週
火曜日

午前 15001回体験700 成人男女

46 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 1,000 女性のみ

47 ハッピ－ヨガ 健康維持
第１・２・４
水曜日

午前 無料 女性のみ

48 トータルバランスヨガ
ヨガを通して体の内側を見つめていきましょう。柔軟性を
高め、美しい姿勢を目指していきます。

毎週
月曜日

午後 1回500 なし

49 アンチエイジングサークル
みんなで集まりヨガを楽しむことで、日頃のストレスや運
動不足を解消し、精神的にも身体的にも健康になって
いくようにしています。

毎週
金曜日

午後 無料 女性のみ

50 一宮健康太極拳同好会 健康維持、転倒防止のため
毎週
木曜日

午後 1,000 女性のみ

51 木曽川太極拳クラブ
太極拳を通して健康増進に努めると共に会員相互の親
睦を図る。

毎週
水曜日

午前 1回500 成人男女

52 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 1回500 成人男女

太 極 拳

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。
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　令和４年度　木曽川公民館 定期利用グループ
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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　　令和４年度　木曽川公民館 定期利用グループ
活動内容を知りたい場合は、直接会場で代表者の方にお問い合わせください。



会　　　　　　場

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

木曽川中学校 　月
夜
間

木曽川体育館 　土
夜
間

木曽川西小学校 月・木・土
夜
間

木曽川体育館 　土
夕
方

木曽川体育館 　火・土
夜
間

　日 午後

　水 夜間

木曽川中学校　武道場 火・木・土
夜
間

木曽川中学校　武道場 月・水・金
夜
間

木曽川中学校　武道場 月・水・金
夜
間

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

木曽川運動場テニスコートＡＢＣ
木曽川体育館

　金
夜
間

　水 夜間

　土 午前

　火・木 夜間

　土 午前

木曽川西小学校 　火
夜
間

一　般 ショートテニス教室 年/　4,000

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

１回/　500

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

低学年　年24,000
高学年　年30,000
女　子　年12,000

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 ソフトテニス教室 月/　2,000

小・中学生 柔道教室
小学生 月/2,000
中学生 月/　500

小学生～一般 空手道教室 月/　2,000

一　般 タスポニー教室 木曽川西小学校      水曜日は第２・４ 年/　3,000

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

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

対　象　者 クラブ・サークル名 活 動 状 況 会　費

小学生
バレーボール少年団

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。

活動内容を知りたい場合は、直接会場で代表者の方にお問い合わせください。


