
2022/4/20
クラブ
NO 種　　目 ク　ラ　ブ　名 問合せ 活　動　日 活動時間

活動場所
交流センター

1 囲碁 長生村囲碁クラブ ○ 毎週土・日曜日及び休日 13:00～16:30 和室

2 将棋 将棋クラブ × 毎週土曜日 9:00～12:00 第１会議室

3 華道 すずらんクラブ ○ 毎月第２金曜日 9:00～12:00 第２会議室

4 カラオケ 長生村カラオケ愛好会 ○ 毎月第１金・第３・４水曜日 13:00～16:30
防音室
文化会館・和室

5 カラオケ カラオケ絆の会 ○ 毎週日曜日 13:00～16:30 防音室

6 カラオケ カラオケこころ唄 ○ 毎月第１・２・３金曜日 13:00～16:00 防音室

7 カラオケ カトレア歌謡クラブ ○（連絡は竹下さん
へ ） 毎月第１・２・４水曜日 13:00～16:30 防音室

8 カラオケ カラオケはまひるがお ○ 毎月認定日 13:00～16:30 防音室

9 詩吟 長生吟詠クラブ ○ 毎月第１・３木曜日 9:00～12:00 防音室

10 フラダンス モアニフラ ○（連絡は中村さん
へ ） 毎週金曜日 9:00～12:30 ダンスルーム

11 手話 長生村手話クラブひよこ ○ 毎月３～４回　水曜日 19:00～21:00 第３会議室①②

12 パソコン 長生パソコン同好会 ○ 毎月第１・３木曜日・第２水曜日 13:30～16:00 第３会議室①

13 写真 長生村写真クラブ ○ 毎月第１土曜日 9:00～11:３0 第３会議室①

14 編み物 ひなげしクラブ　Ｂ ○ 毎月第１・３土曜日 9:30～11:30 和室

15 絵てがみ 絵手紙クラブ ○ 毎月第４水曜日 9:30～12:00 研修室

16 押し花絵 押し花ひまわり ○ 毎月第３木曜日 13:00～16:30 第２会議室

17 織り物 おりひめ × 毎月第１・３木曜日 9:30～16:30 第１会議室

18 着物のリメイク 着物リメイク会 ○ 毎月第２水曜日 9:00～12:00 研修室

19 パッチワーク あじさい会 ○ 毎月第１･３･４水曜日 13:00～16:00 第１会議室

20 フラワーアレンジメント 長生華 ○ 毎月第３日曜日 13:00～16:３0 第２会議室

21 レザークラフト レザークラフト × 毎月第２・４木曜日 9:30～16:30 第１会議室

22 楊名時太極拳 長生你好会 ○ 毎週土曜日 10:00～11:30 講　堂

23 総合太極拳 長生村太極拳クラブ ○ 毎月第１～３土曜日 14:00～16:00 講　堂・第３会議室①②③

24 ヨーガ 水仙の会 ○ 毎週火曜日 14:00～15:30 文化会館・和室

25 ヨガ さわやかヨガ　 ○ 毎月第１･３･４金曜日 9:30～11:00 文化会館・和室

26 卓球等 いきいき ○ 毎月第１・３火、第２・４金曜日 13:30～16:00 講　堂

27 卓球等 敬スポーツクラブ・火曜会 ○ 毎週火曜日 9:00～12:00 講　堂

28 卓球等 長生卓球木曜会 ○ 毎週木曜日 9:00～11：30 講　堂

29 健康体操 自彊術体操 ○ 毎週火曜日 13:30～15:30 ダンスルーム

30 フラダンス ティアレ ○ 毎月第２木曜日 13:00～16:３0 ダンスルーム

31 フラダンス ガーデニア八積 ○ 毎月第１・４土曜日第３金曜日 13:00～16:30 講　堂・第３会議室①②③

32 民謡 一佳会長生 ○ 毎月第１・３・４火曜日 17:00～21:00 防音室

33 陶芸 創陶クラブ ○ 毎月第１・３土曜日 9:00～16:00 陶芸所・窯場

34 陶芸 燦友会 ○ 毎月第１・３金曜日 9:00～16:00 陶芸所・窯場

35 俳句 長生村俳句クラブ ○ 毎月第１金曜日 13:00～16:00 第２会議室

36 歴史探索 長生村郷土史研究会 ○ 毎月第２土曜日 13:00～16:00
第２会議室
生涯学習バス

37 茶道 茶道クラブ ○ 毎月第１・３木曜日 13:00～16:30 文化会館・和室

38 茶道 初雪草 ○ 毎月第１・３水曜日 9:00～12:00 文化会館・和室

39 福祉健康 長生村老人クラブ連合会 ○ 毎月第３水又は第2水曜日
毎月第4木又は第3木曜日

9:00～12:00
13:00～16:00 講堂

40 日本舞踊 観華会 ○ 毎月第１・３金曜日 13:00～16:30 ダンスルーム

41 詩吟 有志詩吟の会 ○ 毎月第１日曜日 9:00～12:00 防音室

42 ３Ｂ体操 パワーアップ３Ｂ体操 ×（連絡は酒井先生
へ ） 毎月３回水曜日 17:00～20:50 講　堂

43 ペン習字 わかば会 ○ 毎月第２・４日曜日 13:30～15:30 第１会議室

44 親子サークル サークル　SMILE MAMA ○ 不定期 子育てルーム

45 トレッキング 長生トレッキングクラブ ○ 年6回 8:30～17:00 生涯学習バス

46 トレッキング 長生山の会 × 年６回 8:30～17:00 生涯学習バス

47 音楽（リトミック） ドレミの会 ○ 毎月２回水曜日 10:00～11:00 文化会館・視聴覚室

48 社交ダンス マリモダンスサークル ○ 毎月４回木曜日 13:00～16:30 文化会館・視聴覚室

49 英会話 長生村英会話クラブ ○ 毎月第１日曜日第４土曜日 10:00～12:00 研修室

50 俳句 野火俳句クラブ ○ 毎月第４金曜日 13:00～16:00 第２会議室

51 健康マージャン 悠々クラブ健康マージャン ○ 毎週土曜日 9:00～16:30 防音室又は研修室

52 和洋服リメイク すてきなリメイク ○ 毎月第１水曜日 9:30～12:00 第１会議室

53 日本舞踊 七々寿の会 ○連絡は愛乃川さん
へ 毎週木曜日 9:30～12:00 和室

54 ウクレレ 長生ウクレレクラブ ○ 毎月第２・４金曜日 9:00～11:30 研修室・第2会議室

55 ビーズ作製 ビーズクラブ ○ 毎月第２水又は第３水曜日 9:30～16:30 第２会議室

56 フオークダンス 長生フォークダンス愛好会 ○ 毎月第２・４木曜日 10:00～12:00 ダンスルーム

57 ウクレレ ラウレア ○ 毎月第１・３金曜日 13:00～16:00 研修室

58 氣功 長生氣功サークル ○ 毎月日曜日 10:00～12:00 ダンスルーム
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4４サークル　SMILE MAMAについては後日申請予定


