
【美術・工芸】
サークル名 講師名 活動日時 月会費 代表者名 募集希望

サークル陶好　 第2・4火曜 鯉江　寛
（陶　芸） 13：00～15：00 65-0366

春　陶　会　 第2・4火曜 入部　ヒモ子
（陶　芸）  9：30～11：30 65-5080

墨　里　会 第１・３火曜 柴田　惠子
（水 墨 画） 13：30～15：30 62-3284

春　色　の　会 第1・3木曜 國枝　洋子
（色鉛筆画） 9：40～11：40 65-6368

楽しく百才まで生きる会 第4金曜 中島　幸雄
（絵 手 紙） 13：30～15：30 65-5010

ふ　で　っ　こ 毎週金曜 小川友加里
（子ども書道） 16：00～18：00 65-6349

【運　動】
サークル名 講師名 活動日時 月会費 代表者名 募集希望

太極拳遊友会 第2・3・4・5月曜 西　　　永
（太 極 拳） 13：00～15：00 65-5905

ﾍﾙｽｱｯﾌﾟｻｰｸﾙ　ﾎﾟﾊﾟｲ 毎週月曜 板山まみ子
（健 康 体 操） 9：00～10：00 65-2200

健康体操クラブ光 第2・4月曜 渡邉　光明
（健 康 体 操） 14：00～15：30 65-7655

Ｏ Ｂ Ｓ バトン 第1・2・3・4水曜 桜井美智子
（子どもバトン） 18：00～20：00 090-2136-8419

春里空手クラブ 毎週月・木曜 土田さおり
(空　手) 18：00～22：00 090-5870-2200

ヨガあっぷる 第1・2・3・4金曜 石神　邦子
（ヨ　ガ） 10：00～12：00 65-3697

ナチュラルヨガ 毎週木曜 １回 平野　愛
（ヨ　ガ） 20：00～21：00 500 090-6594-2993

NOSSはるのさと 第1・3火曜 嶋添美智代
（体　操） 19：00～21：00 65-3762

尾 州 深 川 会 第1日曜 鈴木　勇
（抜 刀 道） 13：00～15：00 65-7312

水墨画を始めませんか。和気な教
室です。まずは見学から。

色えんぴつで身近な物を描いてみ
ませんか。見学も可能です。

楽しくみんなで、思っている物や自
然を描いてみませんか！

絵筆や筆で、美しい文字を書く稽
古をしている子どもサークルです。

メッセージ

身体に優しい呼吸法で健康を保
持し平衡感覚を楽しみながら練習

高齢期を楽しく元気に過ごすため
に、筋トレとストレッチをしています

ゴムバンド等を使う健康体操で、
若々しい体と美姿勢を作ります。

楽しく音楽に合わせてバトンをクル
クル！気軽に見学・体験を！

春里空手クラブは、春里地区で約
20年以上の実績団体です。

体調に合わせた易しいヨガです。
呼吸を整えリラックスしましょう。

深い呼吸とポーズで血流改善、免
疫力アップ!美姿勢をつくります

日本舞踊の動きを取入れた「ＮＯＳ
Ｓ」体操で楽しく健康増進

古武道の抜刀道。形と試斬の訓
練を、模造刀を使用。

都築　裕 1,500 数名

平野　桂子 若干名

柳生　美恵 1,000 10名

斉藤　隆洋 2,000 10名

佐久間忠美 2,300 若干名

広瀬　栄子 1,000 5名

余吾　照美 4,500 5名

中島千賀子 1,500 若干名

100 3名

3,000渡辺　白鳳

5名

5名

500

高橋　靖哉

佐藤　明美

5名

数名渡辺　道子

2,000

1,500

2,000

3,000

メッセージ

楽しく作陶をしてみませんか。多数
の参加をお待ちしております。

未経験でも楽しく土遊びができま
す。11月まで5作品程作ります。

令和２年３月１日発行

高田田鶴子

高田田鶴子

10名

5名

地区センターで活動しているサークルさんが、仲間を募集しています！

問合せや申し込みは

各サークル代表者へ

お願いします。

2020年度

春里地区センター サークルさん紹介



サークル名 講師名 活動日時 月会費 代表者名 募集希望

水仙会 毎週水曜 伊藤　節子
（民  踊） 1３：30～15：30 65-5203

な か よ し 会 第２土曜日 宮崎　清美
（民  踊） 10：00～12：00 65-0869

春里社交ダンス教室 毎週火曜 沖中實佐夫
　(社交ダンス） 13：00～16：00 65-6747

マウナ・ヌイ　午前 毎週金曜 村瀬美保子
（フラダンス） 第1・3・5　10：00～12：00

第２．４　9：30～12：30 65-4490

マウナ・ヌイ 土曜会 第2・3・4土曜 田口　由美子
（フラダンス） 19：00～21：00 090-3459-2679

マウナ・ヌイ　日曜日 第1・3日曜 小川　雅美
（フラダンス） 19：00～21：00 61-4358

あ　じ　さ　い 第1・3金曜 小田加奈子
（カラオケ） 10：00～12：00 65-5040

大正琴カトレア会 第1・3木曜 岩田　悦子
（大 正 琴） 12：30～14：30 65-6939

オカリナ・ボンズ 第2・4水曜、第3月曜 嘉藤　博
（オカリナ） 9：00～12：00 65-2664

志　野　太　鼓 毎週土曜 奥村　寿恵
（和 太 鼓） 19:00～22:00 090-9122-6908

可児ギターアンサンブル 第2・4日曜 𠮷野　繁人
（ギ タ ー） 12：00～16：00 65-6045

沖縄三線 第2・4月曜 伊計　智代
（三　線） 14：00～16：00 090-3455-5247

サプライズ可児 第1土曜 楢村　節男
（手　品） 13：30～15：30 65-4598

可児市民第九合唱団 随時利用 津田　敬一
（合　唱） 水19：00～21：00

土・日14：00～16：00
090-2347-5562

【茶華道】
サークル名 講師名 活動日時 月会費 代表者名 募集希望

池 坊 月 曜 会 第2・4月曜 2,500 和田　英子
（生 け 花） 13：00～15：00 　材料費別 65-7001

歌　翠　会 第2・4木曜 2,000 堀尾　英子
 (裏千家茶道) 13：00～16：00 その他 65-3712

【料　理】
サークル名 講師名 活動日時 月会費 代表者名 募集希望

スイーツタイム 第1木曜 前期 尾関　佐智子
（ケーキ） 9：30～13：30 5,000 25-5211

メッセージ

年５回、1回に2種類のお菓子
（ケーキ・ゼリー等）を作ります。

メッセージ

「踊りの輪を人の輪に」をモットー
に、楽しく踊っています。

初心者・男女問わず大歓迎。一緒
に踊って楽しみませんか。

社交ダンスで体も心も若返り、充
実した毎日を送りませんか。

メッセージ

四季折々の花に触れてみません
か。生け花を基本から学んでいま
す。

会員同士、仲良く楽しく活動する
事を大切にしております。

フラダンス初心者歓迎。フラの曲
で心も体もリラックスできます。

心と身体に「心地良い」カネフラの
リズムを体験。（カネ＝男性）

健康のため大きな声を出して、楽
しく新しい曲を歌いましょう。

初心者の方大歓迎です。大正琴
をお貸しする事も出来ます。

オカリナが吹ける方、一緒に活動し
て楽しみませんか‼

年齢、性別問わず、初めての方で
もどなたでも、歓迎いたします。

ギターによる合奏を主に、会員運
営で音楽を楽しみ、地域へ参加

興味のある方は、お気軽に見学に
来て下さい

マジックを通じ、演じる者観る者双
方楽しめることを目標とし活動

本番はオーケストラで歌いますが
初心者にも丁寧に練習します

横井 芳彦 500 若干名

内田　恵美
子

3,000 多数

1,000 若干名

200 3名

1,000 2名

音泉　圭 1,000 多数

長屋季布苑 2,000 若干名

平野　京子 3,000 数名

小川　廣子 3,000 若干名

小川　廣子 3,000 5名

片岡　美子 3,500 数名

小川　廣子 3,000 多数

【音楽・芸能・舞踊】

水野かよ子 2,000 多数

水野かよ子 300 数名

山田とし子

数名稲葉多津子
茶の湯を通し季節を感じ、自然を
楽しみ、点前を学ぶ集まりです。

若干名

上田千奈美 若干名



【文　芸】
サークル名 講師名 活動日時 月会費 代表者名 募集希望

あしたば俳句会 第4火曜 安藤　昇
(俳　句) 9：30～12：30 65-9671

春　灯　句　会 第1・3水曜 可児　靖子
(俳　句) 13：00～15：00 65-5591

【語学・その他】
サークル名 講師名 活動日時 月会費 代表者名 募集希望

サークルメイト　初級 第2・4月曜 奥村　房世
 (英 会 話 ) 9：30～11：00 65-7953

サークルメイト　中級 第2・4月曜 奥村　房世
 (英 会 話 ) 11：00～12：30 65-7953

【美術・工芸】 【運　動】
プチトマト　（絵手紙） 第2火曜 10：00～12：00 春里太極拳同好会 第2・3・4・5月曜 10：00～12：00

たけのこ（かな書道） 第4水曜 10：00～12：00 春里太極拳クラブ 第3木曜 13：00～16：00

土筆の会（書道） 第１水・第３木 13：30～15：30 新婦人太極拳小組 第1･3水曜 10：00～12：00

可児ピクチャーズ（絵画） 第1・3金曜 9：30～12：30 すぷりんぐ（健康体操） 毎週木曜 9：55～11：55

愛面会（面打ち） 第1･3水曜 12：00～15：00 いきいき体操（健康体操） 毎週水曜 13：30～15：30

わすれな草（草木染め） 毎週火曜 13：00～16：00
第4週のみ10：00～16：00 PPK（健康体操） 毎週木曜 9：55～11：55

ワン・ツー・スリー（健康体操） 毎週水曜  2.4    12：00～14：00
1.3.5    13：00～15：00

【音楽・芸能・舞踊】 きずな（健康体操） 毎週水曜 9：00～11：00

春里カラオケ教室 第3土曜 13：00～16：00 にこにこサークル（ﾎﾟﾚﾎﾟﾚ体操） 毎週水曜 13：00～15：00

白ゆり 第２土曜 9：00～11：00 春里ラージボール卓球同好会 毎週金曜 13：30～15：30

菊和会（筝・三絃・尺八） 第3金曜 13：30～16：30 帷子クラブ（卓球） 毎週日曜 18：00～21：00

和楽（しの笛演奏） 第2木曜 13：00～16：00 楽しく百才まで生きる会（健康体操） 第1月曜 13：10～15：10

座・我楽（ケーナ） 第1・2・4・5木曜 13：00～16：00 可児真向法体操会 第2・４水曜日 14：00～16：00

ダ・カーポ（ハンドベル） 第2・4金曜 19：00～22：00

マウナ・ヌイ（研究科） 第1・3火曜 10：00～12：00 【料　理】
パペットサークル「かに座」 第1・3水曜 夏季13：30～15：30

冬季　9：30～15：30 ケーキサークル“マロン” 隔月金曜  9：15～13：15

西可児中吹奏楽部 随時 随時 ケーキサークル“シフォン” 随時金曜  9：30～13：30

季節のパン 第4水曜  9：30～13：30

メッセージ

一緒に俳句を楽しみましょう。お待
ちしています。

俳句に興味ある人,私達と俳句を
楽しみませんか。初心者大歓迎

メッセージ

ネイティブ英語教師が発音と文法
を基礎から学びます。

奥村アリシア 2,500 5名
本格的な英語とアメリカ文化を学
べます。

奥村アリシア 2,500 5名

岬　　雪夫 1,000 ５名

岬　　雪夫 1,250 数名

その他、春里地区センターで活動されているサークルさんを紹介します。（会員の募集はしてみえません。）



【語学・その他】
はちどりの会（自己啓発） 随　時 19：45～21：45 【文　芸】
岐阜ｺﾐｭﾆﾃｨ創造大学（漢字と古典を楽しむ会） 第1・3火曜 9：45～11：45 若竹句会（俳句） 第2・４土曜 13：00～16：00

岐阜ｺﾐｭﾆﾃｨ創造大学（講座） 第1木曜・４土曜 13：20～15：20 虹の会（俳句） 奇数月第3土曜 13：00～16：00

シシ丸王国寺子屋とことん塾 第1・3金曜 17：00～19：00 天衣俳句会（俳句） 随　時 随　時

サロンわらしべ（高齢者サロン） 第４木曜 9：00～11：00

可児レピータハムクラブ 第１土曜 19：00～21：00 【手　芸】
てっせんの会（手作りなど） 随　時 9：00～13：00 ひまわり（着物のリフォーム） 第1木曜 10：00～12：00

信仰の大聖堂（賛美歌、勉強会） 随　時 9：30～12：30 仲良しサークル（手芸） 第２・４月曜日 10：00～15：00

ｓｍｉｌｅ 毎週水曜 17：00～19：00

＊サークル紹介のために情報を掲載しています。

　 目的以外では使用しないで下さい。

可児市矢戸407番地 （0574）65-2006

可児市 春里地区センター


