
中央公民館利用サークル一覧 ☎９３－７５００ 2022（令和4）年４月19日現在

分類 内容 団体名 主な活動日 活動時間 備考 見学可否

【01】ダンス・舞踊 01 社交ダンス ダンスサークル・オアシス 月１回 午後 可

【01】ダンス・舞踊 01 社交ダンス ステップ社交ダンス愛好会 毎週水曜日 午後 可

【01】ダンス・舞踊 02 フラダンス プルメリア 月３回（金曜日） 午前 可

【01】ダンス・舞踊 02 フラダンス カホクフラサークル 毎週日曜日 夜間 可

【01】ダンス・舞踊 02 フラダンス アロアロ　フラ 毎週水曜日 午後 可

【01】ダンス・舞踊 02 フラダンス ロケラニ　ケイキ　フラ 毎週金曜日 午後 可

【01】ダンス・舞踊 02 フラダンス Ａｋａ　ｈｕｌａ 不定期 不定期 可

【01】ダンス・舞踊 02 フラダンス 南国フラダンス 毎週日曜日 夜間 可

【01】ダンス・舞踊 02 フラダンス モアナ 月３回 午後 可

【01】ダンス・舞踊 02 フラダンス プメハナ 月３回（火曜日） 午後 可

【01】ダンス・舞踊 02 フラダンス トゥアヒネ 不定期 不定期 可

【01】ダンス・舞踊 02 フラダンス フラサークル　マーマネ 毎週水曜日 午前 可

【01】ダンス・舞踊 02 フラダンス プルメリア（ケイキ）伊勢原 毎週水曜日 夜間 可

【01】ダンス・舞踊 03 フォークダンス 伊勢原市フォークダンスクラブ 毎週火曜日 夜間 可

【01】ダンス・舞踊 06 ダンス一般 シニアスマイルクラブ 毎週火曜日 午前 可

【01】ダンス・舞踊 06 ダンス一般 ダブルアクセル 月２回 夜間 可

【01】ダンス・舞踊 10 民踊 いせはら舞呼 週１回 夜間 よさこい 可

【01】ダンス・舞踊 10 民踊 友遊庭 第1・3月曜日 午前 可

【01】ダンス・舞踊 99 その他 ＥＴＵモダンバレエ　スタジオ モダンバレエ 可

【01】ダンス・舞踊 99 その他 ストリートダンスサークル 毎週水曜日 夜間 ストリートダンス 可

【01】ダンス・舞踊 99 その他 伊勢原ストリートダンスクラブ 毎週土曜日 午後・夜間 ストリートダンス 可

【01】ダンス・舞踊 99 その他 魅来駆流竜神 毎週水曜日 夜間 よさこい 可

【01】ダンス・舞踊 99 その他 手話ダンスいせはら 月３回 午後 可

【01】ダンス・舞踊 99 その他 伊勢原市スクエアダンスクラブ 毎週火曜日 夜間 スクエアダンス 可

【01】ダンス・舞踊 99 その他 Ａ－Ｐａｒｔｓ 毎週土曜日 午後 キッズダンス 可

【01】ダンス・舞踊 03 フォークダンス 山吹フォークダンス 毎週木曜日 不定期 不可

【01】ダンス・舞踊 05 ジャズダンス ＲＩＤ 不定期 夜間 不可

【01】ダンス・舞踊 05 ジャズダンス Ｔ－ｔｉｍｅ 不定期 不定期 不可



分類 内容 団体名 主な活動日 活動時間 備考 見学可否

【01】ダンス・舞踊 06 ダンス一般 ＫＯＤ 毎週日曜日 不定期 不可

【01】ダンス・舞踊 99 その他 Ｉ．ストリートダンスクラブ 毎週木曜日 夜間 ストリートダンス 不可

【02】謡曲・詩吟・民謡 02 詩吟 伊勢原吟詠会（第一） 月３回 夜間 可

【02】謡曲・詩吟・民謡 02 詩吟 伊勢原吟詠会（第二） 月３回 午後 可

【02】謡曲・詩吟・民謡 02 詩吟 精修流中央詩吟サークル 第1・3金曜日 午後 可

【02】謡曲・詩吟・民謡 03 民謡 民謡同好会 毎週水曜日 夜間 可

【03】華道・茶道 01 華道 レディース・サークル 第１火曜日 午後 可

【03】華道・茶道 02 フラワーアレンジメント 四季の会 第２火曜日 午前 不可

【04】料理 03 パンづくり 新婦人パン小組 月２回 午前 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 どんぐりクラブ 毎週土曜日 午後 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 ＩＫＣ 毎週火曜日 午前 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 グリーンクラブ 毎週木・土曜日 不定期 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 やまぶき卓球クラブ 毎週木曜日 午前 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 彩球会 毎週日曜日 午前 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 千津卓球クラブ 毎週土曜日 午後 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 芝桜卓球クラブ 月２回（水曜日） 夜間 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 デジカメピンポン友の会 不定期 午後 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 卓友会 毎週火曜日 午後 可

【06】体操 02 ストレッチ体操 ひまわり体操クラブ 毎週金曜日 午前 可

【06】体操 02 ストレッチ体操 アクアマリン 不定期 午前 可

【06】体操 03 エアロビクス マーガレットクラブ 毎週木曜日 午前 可

【06】体操 04 ヨガ ＨＡＴＨＡＹＯＧＡサークル 毎週火曜日 午前 可

【06】体操 04 ヨガ ハタヨガ同好会 毎週火曜日 午後 可

【06】体操 04 ヨガ アーサナ　ヨガの会 土曜日 午前 可

【06】体操 04 ヨガ ヨギニーズ 毎週火曜日 午前 可

【06】体操 04 ヨガ 心と体を結ぶヨガの会 月３回 可

【06】体操 04 ヨガ 伽羅女 不定期 不定期 可

【06】体操 04 ヨガ シニアヨガ 月４回 不定期 可

【06】体操 05 気功 気功ゆうすげ 毎週水曜日 午後 可

【06】体操 06 太極拳 青套会 月２回 午後 可



分類 内容 団体名 主な活動日 活動時間 備考 見学可否

【06】体操 07 体操一般 さつきの会 毎週金曜日 午後 可

【06】体操 07 体操一般 自彊術ステイヤング 毎週金曜日 午前 可

【06】体操 07 体操一般 サンディークラブ 毎週日曜日 夜間 可

【06】体操 07 体操一般 和風リズム体操ＨＡＺＵＫＩ 月２回 午後 可

【06】体操 02 ストレッチ体操 Ｔｅａ－ｔｉｍｅ 不定期 不定期 不可

【06】体操 04 ヨガ ＩＳＥＨＡＲＡＹＯＧＡ 不定期 不定期 不可

【07】武道・格闘技 01 空手 伊勢原空手道スポーツ少年会 毎週火曜日 夜間 可

【07】武道・格闘技 03 合気道 聖心館伊勢原合気クラブ 毎週金曜日 夜間 可

【09】写真・ビデオ 01 写真 いせはら写真愛好会 月２回 夜間 可

【09】写真・ビデオ 01 写真 デジカメウォーキングクラブ 不定期 不定期 可

【09】写真・ビデオ 01 写真 ＰＨＯＴＯ２ 第２土曜日 夜間 可

【09】写真・ビデオ 01 写真 写友クラブ 月２回 午前・午後 可

【09】写真・ビデオ 01 写真 悠遊会 毎週金曜日 午前 不可

【10】パソコン・ＩＴ 01 パソコン・ＩＴ Ｓ・Ｐ・Ｃ同好会 月４回 午前 可

【11】絵画・版画・彫刻 01 油絵 あじさい会 毎週火曜日 午前 可

【11】絵画・版画・彫刻 02 水彩画 景の会 月２回 午後 可

【11】絵画・版画・彫刻 04 絵手紙 絵てがみ「遊彩会」 第１月曜日 午後 可

【11】絵画・版画・彫刻 04 絵手紙 伊勢原絵手紙萩の会 第３金曜日 可

【11】絵画・版画・彫刻 06 絵画一般 のびのび描こう会 毎週金曜日 午後・夜間 可

【11】絵画・版画・彫刻 02 水彩画 水彩会（はな） 月２回 不可

【11】絵画・版画・彫刻 05 版画 伊勢原版画クラブ 第３水曜日 午後 不可

【12】書道 01 毛筆書道 日曜書道会 第1・3日曜日 午前 可

【12】書道 02 かな書道 書道クラブかな 月２回 午前 可

【12】書道 03 ペン習字 火曜ペン習字会 月２回 午前 可

【13】陶工芸 08 ステンドグラス ステンドグラスの会 毎週水曜日 午前・午後 可

【13】陶工芸 99 その他 むつみ会 第２土曜日 午後 寄木細工 可

【13】陶工芸 トールペイント ラ・パレット 月２回 不定期 可

【13】陶工芸 01 陶芸 茂美楽会 第３月曜日 午後 不可

【13】陶工芸 02 手芸 キルティングＢｅｅ 月２回 午前・午後 不可

【13】陶工芸 02 手芸 ちくちくの会 月２回 不定期 不可



分類 内容 団体名 主な活動日 活動時間 備考 見学可否

【13】陶工芸 02 手芸 アネモネ 不定期 夜間 不可

【14】語学・外国語 01 英語 伊勢原英会話クラブ 毎週木曜日 夜間 可

【14】語学・外国語 01 英語 伊勢原Ｅ．Ｓ．Ｓ． 毎週水曜日 午前 可

【14】語学・外国語 01 英語 ＣＯＳＭＯＳ 月３回 午後・夜間 可

【14】語学・外国語 01 英語 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｎｇｌｉｓｈ 毎週火曜日 午前 可

【14】語学・外国語 01 英語 大人のためのやり直し高校英語 毎週金曜日 夜間 可

【14】語学・外国語 01 英語 子供英語サークル（水Ｂ） 毎週水曜日 午後 可

【14】語学・外国語 01 英語 子供英語サークル（火Ａ） 月３回（火曜日） 午後 可

【14】語学・外国語 01 英語 ＺＥＬＫＯＶＡ　ＥＮＧＬＩＳＨ 不定期 不定期 可

【14】語学・外国語 01 英語 子供英語サークル（水Ａ） 毎週木曜日 午後 可

【14】語学・外国語 02 中国語 何日君中国語会話 月２回 午前 可

【14】語学・外国語 06 日本語 火曜日　日本語講座 毎週火曜日 夜間 可

【14】語学・外国語 01 英語 ダンデライオン 毎週金曜日 午後 不可

【14】語学・外国語 01 英語 ハックルベリーフレンズ 毎週金曜日 午後・夜間 不可

【14】語学・外国語 03 イタリア語 Ａｍｉｃｉ　Ｉｔａｌｉａｎｉ 月２回 午後 不可

【15】俳句・短歌・川柳 01 俳句 やまどり句会 第２土曜日 午前 可

【15】俳句・短歌・川柳 01 俳句 いづみ句会 第２土曜日 午後 可

【15】俳句・短歌・川柳 01 俳句 顔俳句会 第４水曜日 午後 可

【15】俳句・短歌・川柳 01 俳句 あふり会 第３月曜日 午後 可

【15】俳句・短歌・川柳 02 短歌 輪の会 第３火曜日 午後 可

【15】俳句・短歌・川柳 02 短歌 伊勢原短歌会 月１回 午後 可

【15】俳句・短歌・川柳 02 短歌 みづき短歌会 月１回 午後 可

【16】かるた 99 その他 伊勢原みちのく会 土曜日 午後 競技かるた 可

【16】かるた 99 その他 大山もみじ会 不定期 不定期 競技かるた 不可

【17】音楽 01 合唱・コーラス コール・ポピー 毎週土曜日 午前 可

【17】音楽 01 合唱・コーラス 伊勢原女声合唱団 毎週水曜日 午前 可

【17】音楽 01 合唱・コーラス 東海シーガル 毎週木曜日 午前 可

【17】音楽 01 合唱・コーラス アンサンブルＳａｋａｉ 月２回 午前・午後 可

【17】音楽 05 吹奏楽 伊勢原市民吹奏楽団 毎週土曜日 夜間 可

【17】音楽 06 ピアノ ドルチェの会 月２回 午前 可



分類 内容 団体名 主な活動日 活動時間 備考 見学可否

【17】音楽 08 大正琴 大正琴　エーデルワイス 不定期 午後 可

【17】音楽 08 大正琴 琴姫 隔週火曜日 午前 可

【17】音楽 08 大正琴 大正琴を楽しむ会 隔週月曜日 午後 可

【17】音楽 08 大正琴 大正琴　すずむしの会 第1・3月曜日 午前 可

【17】音楽 08 大正琴 琴心流大正琴あじさい 第1・3水曜日 午前 可

【17】音楽 09 尺八 神宮寺奉賛会尺八クラブ 第２日曜日 午後 可

【17】音楽 09 尺八 尺八の会 毎週火曜日 夜間 可

【17】音楽 10 三味線 津軽三味線貢謙会 月３回（日曜日） 午後 可

【17】音楽 11 太鼓 創作和太鼓グループ　楽鼓 不定期 不定期 可

【17】音楽 12 フルート ＦＥＣ 月１回 可

【17】音楽 13 楽器演奏 湘南バロックアンサンブル 第2・4日曜日 午後 可

【17】音楽 01 合唱・コーラス 丹沢歌劇団 不定期 不定期 不可

【17】音楽 09 尺八 伊勢原尺八倶楽部 毎週水曜日 夜間 不可

【17】音楽 13 楽器演奏 伊勢原室内管弦楽団 月３回 夜間 不可

【17】音楽 99 その他 ハーモニー 月３回 ヴァイオリン 不可

【20】文学・歴史・郷土史 01 郷土史 伊勢原郷土史研究会 第２土曜日 午前 可

【20】文学・歴史・郷土史 02 古文書 古文書を読む会 第４土曜日 午後 可

【20】文学・歴史・郷土史 02 古文書 双葉会 第３日曜日 午後 可

【20】文学・歴史・郷土史 05 古典 万葉俳句会 月１回 午後 万葉集 可

【21】幼児・児童 01 子育て 子どもふれあいサークル　らふチルドレン 不定期 不定期 可

【21】幼児・児童 01 子育て のこのこサークル 月１回 午前 可

【21】幼児・児童 01 子育て あんこサークル 不定期 不定期 可

【21】幼児・児童 01 子育て 小春の会 不定期 不定期 可

【21】幼児・児童 01 子育て ゆるふわ　Ｈａｐｐｙ 不定期 不定期 可

【21】幼児・児童 01 子育て 親業フォローアップの会 第２火曜日 午前 不可

【21】幼児・児童 01 子育て フレンズサークル 毎週火曜日 午後 不可

【21】幼児・児童 01 子育て あそびーんず 月３回 不定期 不可

【23】裁縫・着付け 03 編み物 かのこサ－クル 月３回 午後 可

【23】裁縫・着付け 04 パッチワーク お針箱の会 月１回 午前 可

【23】裁縫・着付け 04 パッチワーク スタンプバスケット 第1・3木曜日 午前 可



分類 内容 団体名 主な活動日 活動時間 備考 見学可否

【23】裁縫・着付け 05 着付け 着物サークル　はなみずき 月２回 午後・夜間 可

【23】裁縫・着付け 05 着付け 着付けサークル　すみれ 第１金曜日 夜間 可

【23】裁縫・着付け 01 洋裁 すいよう会 毎週水曜日 午後 不可

【24】手品・マジック 01 手品・マジック 伊勢原マジッククラブ 月２回 午後・夜間 可

【25】囲碁・将棋 01 囲碁・将棋 伊勢原将棋愛好会 毎週日曜日 午後 可

【25】囲碁・将棋 01 囲碁・将棋 中央公民館　囲碁の会 月２回 夜間 可

【26】学習活動 07 健康・福祉 ばたふらい 第４金曜日 不定期 可

【26】学習活動 99 その他 くだかけ会 月１回 午後 可

【26】学習活動 99 その他 おやこ劇場 月２回 不定期 可

【99】その他・分類外 99 その他 アベイラクラブ 毎週木曜日 午前・午後 麻雀 可

【99】その他・分類外 99 その他 ＩＳＥＨＡＲＡバトン 不定期 午後・夜間 月曜か水曜（週１） 可

【99】その他・分類外 99 その他 いせはら手作り甲冑隊 不定期 不定期 不可


