
大田公民館利用サークル一覧 ☎９５－４３７５

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 ＫＭＫ 毎週土曜日 夜間 可

【01】ダンス・舞踊 01 社交ダンス ドリームダンス 毎週火曜日 夜間 可

【01】ダンス・舞踊 01 社交ダンス ＣＡＴダンスサークル 毎週火曜日 午前・午後 可

【01】ダンス・舞踊 02 フラダンス フラ　レフア 毎週木曜日 午後 可

【01】ダンス・舞踊 04 ヒップホップ ＳＨＩ→Ｋ 毎週水曜日 夜間 可

【01】ダンス・舞踊 04 ヒップホップ ＤＡＮＣＥ×３ 毎週水曜日 夜間 可

【01】ダンス・舞踊 07 日本舞踊 さくら会 毎週水曜日 夜間 可

【02】謡曲・詩吟・民謡 03 民謡 大田民謡クラブ 毎週火曜日 夜間 可

【03】華道・茶道 01 華道 フラワークラブ 月１回 午前 第３水曜日 可

【03】華道・茶道 03 茶道 大田茶道クラブ 月２回 午前 第２・４火曜日 可

【04】料理 03 パンづくり パン教室 月１回 午前 第１火曜日 可

【04】料理 03 パンづくり メロンパン 月１回 午前 第２金曜日 可

【04】料理 03 パンづくり パン教室ベーカリー 月１回 午後 第１木曜日 可

【04】料理 05 そば打ち 伊勢原蕎麦打ち倶楽部 月２回 午前 第２土曜日　第４金曜日 可

【04】料理 05 そば打ち 隣傍会 不定期 午前 土曜日 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 シルバー卓球クラブ「たんぽぽ」大田 毎週水曜日 午前 可
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【05】球技・コート競技 01 卓球 翔友会 毎週火曜日 午後 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 大田卓球クラブ 毎週金曜日 午前 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 大田卓球愛好会 毎週金曜日 夜間 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 東悠会 毎週金曜日 午後 可

【05】球技・コート競技 01 卓球 ピンポン同好会 毎週土曜日 午前 可

【05】球技・コート競技 03 野球 大田ドリームズ 不定期 可

【05】球技・コート競技 03 野球 伊勢原マスターズ 不定期 可

【05】球技・コート競技 05 バスケット 大田ミニバスケットボールクラブ 不定期 可

【05】球技・コート競技 99 その他 伊勢原市ソフトボール協会 不定期 可

【06】体操 02 ストレッチ体操 ストレッチサークル 毎週火曜日 午前 可

【06】体操 02 ストレッチ体操 新パール体操サークル 月３回 午前 第1・2・3火曜日 可

【06】体操 02 ストレッチ体操 Ｌｅｔｓ’９３ 月３回 午前 第1・2・3火曜日 可

【06】体操 03 エアロビクス ライザッペ 毎週日曜日 午後 可

【06】体操 03 エアロビクス エアロビール 毎週木曜日 午前 可

【06】体操 04 ヨガ 健康ヨガサークル 月３回 午後 第1・2・3金曜日 可

【06】体操 04 ヨガ リラックス・ヨガ・０９１１ 月２回 午前 第２・４月曜日 可

【09】写真・ビデオ 01 写真 大カメの会 月１回 午前 第１木曜日 可
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【11】絵画・版画・彫刻 02 水彩画 彩の会 月１回 午後 第１火曜日 可

【11】絵画・版画・彫刻 06 絵画一般 絵画教室 月２回 午後 第１・２日曜日 可

【11】絵画・版画・彫刻 06 絵画一般 アトリエ　はむ 毎週木曜日 夜間 可

【13】陶工芸 02 手芸 大田手芸クラブ 月２回 午前 第２・４木曜日 可

【13】陶工芸 07 折り紙 大田折り紙サークル 月２回 午前・午後 第２日曜日　第４土曜日 可

【13】陶工芸 99 その他 友遊レザーサークル 月２回 午前 第２・４水曜日 可

【14】語学・外国語 01 英語
Ｈｏｎｅｙ　Ｂｅｅ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｌｕｂ
月２回 午後 第１・３月曜日 可

【14】語学・外国語 01 英語 親子英語クラブキューピット 毎週木曜日 午後 可

【14】語学・外国語 01 英語 英語クラブリトルエンジェルズ 毎週火曜日 午後 可

【15】俳句・短歌・川柳 01 俳句 さざんか俳句会 毎週日曜日 午後 可

【17】音楽 01 合唱・コーラス 合唱団アマリリス 毎週水曜日 午後 可

【17】音楽 04 歌唱一般 Ｔ・バーズ 不定期 可

【17】音楽 05 吹奏楽 伊勢原市民吹奏楽団 不定期 不定期 可

【17】音楽 08 大正琴 かなりや会 月２回 午後 第２・４水曜日 可

【17】音楽 13 楽器演奏 パエホアロハ 月２回 午後 第１・３月曜日 可

【17】音楽 13 楽器演奏 パール・アイランダース 月２回 午後 第１・３月曜日 可

【17】音楽 13 楽器演奏 コア・ハワイアンズ 毎週水曜日 午後 可
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【23】裁縫・着付け 04 パッチワーク パッチワーク秋桜サークル 毎週水曜日 午前 可

【26】学習活動 03 消費生活 石田牧場ＨＡＣＣＰチーム 不定期 可

【27】地域・ボランティア 01 会議・打合せ 伊勢原シルバー人材大田班 不定期 可

【27】地域・ボランティア 02 交流会 中央寿楽会 不定期 可

【99】その他・分類外 99 その他 伊勢原健康麻雀クラブ 毎週火曜日 午前 可

【99】その他・分類外 99 その他 すみれクラブ 毎週金曜日 午後 可

【99】その他・分類外 99 その他 母の会役員会 不定期 可

【99】その他・分類外 99 その他 大田健康麻雀クラブ 毎週火曜日 午前 可

【99】その他・分類外 99 その他 Ｏ・Ｓ・麻雀クラブ 毎週金曜日 午後 可


