
伊勢原南公民館利用サークル一覧 2022.4.19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 南ダンス愛好会 毎週日曜日 夜間 可

【01】ダンス・舞踊 03 フォークダンス 南公民館レクリエーションダンス愛好会 月２回 午前 第２・４木曜 可

【01】ダンス・舞踊 99 その他 ラブリーダンス 毎週土曜日 夜間 ラテンダンス 可

【01】ダンス・舞踊 99 その他 オーロラ会 毎週金曜日 午前 クラッシクバレエ 可

【01】ダンス・舞踊 04 ヒップホップ ヒップホップダンスサークル 毎週火曜日 夜間 中学生以上 可

【01】ダンス・舞踊 04 ヒップホップ キッズダンスサークル 毎週火曜日 夜間 小学生以下 可

【01】ダンス・舞踊 99 その他 親和会 毎週金曜日 午後 新舞踊 可

【01】ダンス・舞踊 07 日本舞踊 妙華会 毎週火曜日 午後 可

【01】ダンス・舞踊 01 社交ダンス 美しく社交ダンスを踊る会 毎週木曜日 夜間 可

【02】謡曲・詩吟・民謡 02 詩吟 さがみ吟詠会 月２回 午後 金曜 可

【02】謡曲・詩吟・民謡 02 詩吟 吟道紘仙流 月３回 午後 木曜 可

【03】華道・茶道 01 華道 はなみずき 月２回 午後 第２・４木曜 可

【03】華道・茶道 02 フラワーアレンジメントカモミール 月１回 午前 第１水曜 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 きのこ倶楽部 毎週木曜日 午後 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 桜花クラブ 毎週火曜日 午後 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 風卓球 毎週日曜日 午前 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 コスモス 月３回 午前 水曜 不可

【05】球技・コート競技 01 卓球 もみじクラブ 月２回 午後 第２金曜、第３日曜 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 ほたて会　卓球部 月１回 夜間 金曜 不可

【05】球技・コート競技 01 卓球 青空卓球クラブ 月２回 午後 第１・３日曜 可

【06】体操 04 ヨガ 健康体操クラブ　ヨガ 月３回 午後 水曜 可

【06】体操 06 太極拳 すいれん太極拳の会 毎週土曜日 午前 可

【06】体操 04 ヨガ 南公ヨガ 毎週火曜日 午後 可

【06】体操 04 ヨガ 伊勢原ヨガサークル 月３回 午前 土曜 可

【06】体操 99 その他 フレッシュ　ハ－ト 月２回 午前 ダイアビック体操第２・４水曜可

【06】体操 04 ヨガ Ｎｉｇｈｔ　ｙｏｇａ 毎週水曜日 夜間 可

【07】武道・格闘技 01 空手 心嘉会館 毎週木曜日 夜間 可



分類 内容 団体名 主な活動日 活動時間 備考 見学可否

【07】武道・格闘技 02 吹矢 スポーツウェルネス吹矢伊勢原 月２回 午前 第２・４木曜 可

【08】登山・ウォーキング 99 その他 山とスキーの会 不定期 不定期 会議使用 可

【09】写真・ビデオ 01 写真 みなみデジカメサークル 月１回 午後 第２火曜 不可

【09】写真・ビデオ 01 写真 みなみ一眼デジカメサークル 月１回 午後 第３水曜 不可

【09】写真・ビデオ 01 写真 伊勢原南デジカメの会 月１回 午後 第４水曜 不可

【09】写真・ビデオ 01 写真 フォトレタッチサークル 月１回 午後 第１木曜 可

【11】絵画・版画・彫刻 04 絵手紙 彩の会 月１回 午後 第２水曜 可

【11】絵画・版画・彫刻 02 水彩画 水陽会 月２回 午前 第２・４水曜 可

【11】絵画・版画・彫刻 03 水墨画 四君子の会 月２回 午前 第１・３金曜 不可

【11】絵画・版画・彫刻 99 その他 Ｆｏｕｒ　ｌｅａｆ　ｃｌｏｖｅｒ 月２回 午前 隔週金曜 可

【11】絵画・版画・彫刻 02 水彩画 水彩画サークル「きんもくせい」 月２回 午前 第１・３火曜 不可

【12】書道 04 実用書道 毛筆に親しむ会 月２回 午後 第１・３土曜 可

【12】書道 01 毛筆書道 親墨会 月２回 午前 第１・３土曜 可

【13】陶工芸 99 その他 花みずき 月１回 午前 モザイクタイル・第２火曜 不可

【13】陶工芸 99 その他 みなみ紙ひもクラフトサークル 月１回 午前 第３木曜 不可

【14】語学・外国語 01 英語 ビギナーズ・イングリッシュ 月３回 午後 第１・２・４木曜 可

【14】語学・外国語 01 英語 リトルキッズ・イングリッシュ 月３回 夜間 可

【14】語学・外国語 01 英語 キッズイングリッシュクラブ 月３回 夜間 可

【14】語学・外国語 01 英語 ハローキッズ　イングリッシュ 月３回 夜間 可

【15】俳句・短歌・川柳 01 俳句 みなみ葉月句会 月１回 午前 第２水曜 可

【15】俳句・短歌・川柳 01 俳句 万象俳句会 月１回 午前 第２土曜 可

【15】俳句・短歌・川柳 01 俳句 伊勢原稲門会俳句会 月１回 午後 第２土曜 不可

【17】音楽 02 カラオケ やまゆり 毎週土曜日 午後 可

【17】音楽 13 楽器演奏 プルメリア・ハワイアンズ 毎週金曜日 午後 可

【17】音楽 08 大正琴 琴心流大正琴 月２回 午前 水曜 可

【17】音楽 02 カラオケ みずき 月３回 午後 第１・３・４金曜 不可

【17】音楽 02 カラオケ ドレミファサークル 月１回 午後 第１水曜 可

【17】音楽 01 合唱・コーラス 歌の会五月のバラ 月２回 午後 第１木曜、第３水曜 可

【17】音楽 01 合唱・コーラス はまゆう 毎週火曜日 午前 可

【17】音楽 01 合唱・コーラス 伊勢原混声合唱団 毎週土曜日 夜間 可
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【22】読書・読み聞かせ 99 その他 もくれん読書会 午後 隔月第２水曜 可

【23】裁縫・着付け 03 編み物 アムウ 月２回 午前 第１・３水曜 可

【25】囲碁・将棋 99 その他 麻雀クラブ親友会 毎週火曜日 午後 麻雀 可

【25】囲碁・将棋 99 その他 元気でジャン 毎週木曜日 午後 可

【25】囲碁・将棋 01 囲碁・将棋 南囲碁クラブ 毎週水曜日 午後 可

【25】囲碁・将棋 99 その他 中央麻雀クラブ 毎週木曜日 午前 麻雀 可

【99】その他・分類外 99 その他 アロマテラピージャスミン 月１回 午前 火曜 可

【99】その他・分類外 99 その他 アームレスリング 毎週水曜日 夜間 可


