
令和3年度　椿峰ｺﾐｭﾆﾃｨ会館 サークル一覧表
＊サークル代表者の連絡先は、当館窓口まで直接又は電話にてお問い合わせください。

＊サークルの詳細については、代表者に直接お問い合わせください。

令和3年度７月１日現在

活動内容 サークル名 主な活動日 活動時間

1 フラダンス アイマアマ 月２回　土曜日 11:00～13:00

2 ヨ　ガ あけび 毎週　木曜日 11:00～13:00

3 茶　道 梅つばき茶道サークル 第１・３　 金曜日 9:00～13:00

4 地域活動 買い物定期便 月1回　日曜日 9:00～11：00

5 空手 空手同好サークル陽空会 毎週　火曜日 17：30～19：30

6 着物の着付け 着物を楽しむ会 毎週　水曜日 11:00～13:00

7 大正琴 琴陽会（１） 毎週　金曜日 9:00～13:00

8 卓　球 グリーン 毎週　水曜日 9:00～11:00

9 エアロビクス グレープバイン 毎週　土曜日 15:00～17:00

10 パン作り講習 クロワッサン 第３　金曜日 9:00～13:00

11 健康体操 元気功会 毎週　月曜日 13:00～15:00

12 ダンス Ｓaiyukaダンスサークル 毎週　月曜日 17:30～19:30

13 手芸・刺繍 さくらの会 第１・３　火曜日 13:00～17:00

14 卓　球 さわやかピンポンクラブ 日曜日 13:00～17:00

15 体　操 ３B 体操 毎週　水曜日 9:00～11:00

16 楽器演奏(ウクレレ) シェルウクレレ カメリア 毎週　金曜日 9:00～13:00

17 楽器演奏(ウクレレ) ウクレレＴhat's on♪ 毎週　金曜日 13:00～17:00

18 自彊術 自彊術　アンダンテ 第１・２・３　火曜日 19:30～21:30

19 自彊術 若あゆ会　自彊術　 第１・２・３　火曜日 11:00～13:00

20 自彊術 自彊術　若葉会 第１・３　月曜日 13:00～17:00

21 和太鼓 志゛根 女（じねんじょ） 毎週　火曜日 19:30～21:30

22 健康体操 ジムナスティックサークル椿峰 毎週　土曜日 9:00～11:00

23 ジャズダンス ＪＡＭ ＪＡＭ 毎週　木曜日 11:00～13:00



活動内容 サークル名 主な活動日 活動時間

24
ジャズダンス
バレエ

ＪＡＭ ＪＡＭ Ｊr.Ａ 第２・４　木曜日 15:00～19:30

25
ジャズダンス
バレエ

ＪＡＭ ＪＡＭ Ｊr.ＢＣ 第１・３・５　木曜日 15:00～19:30

26 囲　碁 初級囲碁サロン椿峰 毎週　水曜日 13:00～17:00

27 卓　球 水仙会 毎週　水曜日 11:00～13:00

28 ヒップホップダンス Ｓｔｅｐ　ｂｙ　Ｓｔｅｐ 毎週　金曜日 19:30～21:30

29 陳氏太極拳 太極扇　恵み会 毎週　金曜日 13:00～15:00

30 太極拳 太極拳　白鶴会 毎週　木曜日 13:00～15:00

31 尺八演奏 大輪社中

32 津軽三味線 津軽三味線明人会 第１・２・３　火曜日 9:00～11:00

33 日本舞踊 つばき会 第２・４　水曜日 13:00～17:00

34 卓球 つばきピンポンクラブ 毎週　日曜日 13:00～17:00

35 囲　碁 椿峰囲碁同好会 毎週　金曜日 13:00～17:00

36 太極拳 椿峰太極拳同好会 毎週　月曜日 15:00～17:00

37 作　陶 椿峰陶芸サークル 第１・３　土曜日 9:00～13:00

38 スポーツ吹矢 所沢つばきみね支部 第１・3　土曜日 11:00～13:00

39 健康体操 トトロの会 毎週　火曜日 9:00～11:00

40 葉書絵 葉書絵の会 第２　月曜日 9:00～11:00

毎週　月曜日 11:00～13:00
毎週　木曜日 19:30～21:30

42 卓　球 ひまわり 第１・２・４　火曜日 9:00～13:00

43 エアロビクス フィットネスクラブ　WITCH（ウィッチ） 隔週　金曜日 19:30～21:30

44 フラワーアレジメント フルーリール・サークル 第３　月曜日 15:00～17:00

45 フラワーアレジメント フローラルアート（火） 第３　火曜日 9:00～13:00

46 フラワーアレジメント フローラルアート（木） 第３　木曜日 9:00～13:00

47 書道 望雲書道会 第１・３　月曜日 9:00～13:00

48 フラダンス ポーマイカイ 月２回　土曜日 13:00～15:00

49 エアロビクス マスカット 毎週　月曜日 9:00～11:00

不定期

41 ピラティス ピーターパン



活動内容 サークル名 主な活動日 活動時間

50 絵　画 やよいの会 毎週　金曜日 9:00～13:00

51 クラシックバレエ リトルスターバレエＡ 毎週　水曜日 15:00～17:00

52 クラシックバレエ リトルスターバレエＢ 毎週　水曜日 17:30～19:30

53 大正琴 柳弦会 第１・３　火曜日 9:00～13:00

54 卓　球 ループ 毎週　金曜日 9:00～11:00


