
№ 同好会名 実施場所 備考

1 健康体操同好会１ 第１金 14：15～15：15 集会室 体操

2 健康体操同好会２ 第４月 14：15～15：15 集会室 体操

3 リズム体操同好会 第３木 11：15～12：15 集会室 体操

4 健やかヨガ体操 第２・４土 13：30～15：00 集会室 体操

5 太極拳同好会 第１・３土 13：00～15：00 集会室 太極拳

6 瑞友会 第１・３土 9：30～11：30 集会室 民踊

7 楽踊会 第１水 13：00～15：00 第３水 10：00～12：00 集会室 民踊

8 フラダンス同好会 第２・４土 10：00～12：00 集会室 フラダンス

9 社交ダンス同好会 第１・３火 13：30～15：30 集会室 社交ダンス

10 陶芸補習会 第４月 9：30～14：30 技芸室 陶芸

11 陶芸研究会 第１・３土 9:30～14：30 技芸室 陶芸

12 瑞陶会１ 第２・４火 9：30～14：30 技芸室 陶芸

13 瑞陶会２ 第１・３水 9：30～14：30 技芸室 陶芸

14 瑞陶会３ 第２・４水 9：30～14：30 技芸室 陶芸

15 絵手紙同好会 第１・３土 9：30～11：00 わくわく室 絵手紙

16 習字愛好会 第１・３土 11：00～12：00 わくわく室 筆ペン・毛筆

17 写真同好会 第１・３木 13：30～15：30 技芸室 写真

18 絵画同好会 第２・４土 13：30～15：30 技芸室 油彩・水彩

19 植物画サロン 第１水 10：00～12：00 第３金 13：00～15：00 技芸室又は和室 水彩画

20 瑞墨会 第１・３火 9：30～11：30 技芸室 水墨

21 手芸同好会 第１月 9：30～15：00 集会室 手芸

22 毛糸玉 第１・３火 9：30～15：30 和室 編み物

23 リサイクル手芸 第３・４木 13：00～15：00 わくわく室 手芸・洋裁

24 折り紙習作会 第２・４火 13：00～15：00 わくわく室又は和室 折り紙

25 コーラス同好会 第２月 10：00～11：30 集会室 コーラス

26 大正琴補習会 第４土 10：00～12：00 技芸室 大正琴

27 みやび会 第２・４金 13：00～15：00 わくわく室又は集会室 大正琴

28 さくら会 第１・３火 13：00～15：00 わくわく室又は技芸室 大正琴

29 民謡研修会 第４水 12：40～14：40 集会室 民謡

30 民謡同好会 第３水 12：40～14：40 集会室 民謡

31 民謡愛好会 第１水 12:30～15：00 わくわく室 民謡

32 吟詠会 第４火 13：00～15：30 わくわく室 詩吟

33 詩吟会 第２・４火 10：00～12：00 集会室 詩吟

34 ハーモニカ楽集 第２・４土 13：30～15：30 わくわく室 ハーモニカ

35 カラオケ同好会 第２・４水 9：30～12：00 集会室 カラオケ

36 ウクレレ同好会 第１・３木 9：30～11：30 囲碁将棋室 ウクレレ

37 脳トレ音楽茶論 第１・３水 13：00～15：00 わくわく室 カラオケ

38 三味線同好会 第１・３土 13：30～16：00 和室 三味線

39 和光会 第２・４木 10：00～15：00 和室 茶道

40 桜豊会 第２・４金 10：00～12：00 和室 茶道

41 楽友会 第２・４水 10：00～15：00 和室 茶道

42 なごみ会 第１・３月 10：00～15:00 和室 茶道

43 おやつ作り同好会 第１金 10：00～12：00 第３火 13：00～15：00 わくわく室 調理

44 パソコン同好会 第４土 10：00～12：00 わくわく室 パソコン

45 英会話同好会 第２・４火 10：00～11：50 囲碁将棋室 英会話

46 むすびの会 第３木 15：00～16：00 集会室 着付け

47 瑞将会 第２金 13：00～15：00 和室、技芸室 将棋

48 囲碁研修会 第２月 13：00～15：00 和室、技芸室、わくわく室 囲碁
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