
公民館・青少年会館　クラブ一覧

施設名 №　 分類 内容 クラブ名 会員 活動曜日 活動時間 講師名（敬称略）

1 学習
ＩＴ福祉･世代・
交流･地域福祉 泉州ひまわりネット 5

第2日
第4木

14:00～17:00 相互

2 学習 中国語 中国語（朋友） 6 第1,2,4木 19:00～21:00 藤平　敬子
3 学習 パソコン ＡＢＣネットクラブ 20 水 13:30～16:00 中越　智恵子
4 学習 歴史 「昭和の戦争」歴史クラブ 8 第2,4木 13:30～16:30 横山　篤夫
5 学習 囲碁 囲碁 23 土 13:00～16:00 宮内　明人・忠岡　正治

6 学習 英語 英語に親しむ会 20 火 19:30～21:00 Maria
7 軽運動 健康体操 健康体操 14 火  9:50～11:20 町谷　邦子
8 軽運動 社交ダンス KDCおしゃべり村社交ダンス 9 火 18:30～20：30 植田　孝子
9 軽運動 ストレッチ エクササイズ スパイラル　ストレッチクラブ 9 第1,3木 19:00～20:00 谷口　悠子
10 軽運動 日本舞踊 舞踊研究 7 第1,2,3水 13:30～16:30 西村流　江子
11 軽運動 ヒップホップダンス スペースクオリティ 11 不定期・日 10:00～12:00 野口　啓子
12 軽運動 吹矢 岸和田吹矢サークル 10 金 13:30～16:30 相互
13 軽運動 舞踊 めんそーれ沖縄舞踊 11 第2,4火 19:00～21:00 武島　久美子
14 調理 料理 男料理の集い 9 第4日 9:30～12:30 相互
15 調理 料理 ヘルシー料理 9 第3金 9:00～12:00 福本　常美
16 茶華道 茶道 茶道 10 土 13:30～16:30 相互
17 音楽 ウクレレ ラハイナ　ウクレレクラブ 18 第1,3金 19:00～21:00 桶谷　康二
18 音楽 オカリナ オカリナ　響 16 第2,4日 13:00～16:00 板東　正裕
19 音楽 吹奏楽 草魂バンド 25 日 9:00～12:00
20 音楽 太鼓 和太鼓　伝寿 12 第3,4土 19:00～21:00 相互
21 音楽 リコーダー リコーダーアンサンブルパレット 16 土 13:30～16:30 大工　聖子

22 音楽 軽音楽 軽音楽（スウィング・アイドル） 13 土 18:00～21:00 相互

23 音楽 詩吟 岸教詩吟 7 木 18:30～21:00 宮田　虹龍
24 音楽 室内楽 室内楽（ロマンツア） 10 第1,3日 14:00～17:00 堺　靖師
25 音楽 民謡･音頭 和泉江州音頭　一心会 8 月2回日 18:00～21:00 川尻　栄利
26 創作 ガーデニング エコロジーガーデンライフ・エリカ 17 第4水  9:30～12:00 溝口　京子
27 創作 篆刻 実用書・篆刻 9 第1,2,3土 13:30～16:30 大津　芳楠
28 創作 俳句 中央あしたば俳句 11 第1火 13:00～16:00 児玉　喜代
29 創作 ペン習字 ペン習字倶楽部 16 第1,2,3金 13:30～15:30 北潟　裕子
30 創作 手芸 手芸（Bear's Paｗ)　 12 第1,3火 13:30～15:30 小木曽　由季
31 創作 書道 書道 6 第1,2,3火 14:00～16:00 浅井　喜堂
32 創作 彫刻 彫刻 14 木 18:00～20:45 由肥　翔陽
33 創作 陶芸 陶器（炎） 10 第1,2,4金 18:00～21:00 武井　俊成
34 その他 手品･マジック 岸和田中央マジッククラブ（カメレオン） 11 火 19:00～21:00 末吉　吹雪
35 その他 人形劇 人形劇（おもちゃばこ） 7 水 10:00～12:00 松本　則子
1 学習 囲碁 囲碁クラブ 11 第1,2,3土 13：00～16：00 加藤　光男　
2 学習 囲碁 囲碁同好会 11 第２,３土  9：30～12：00 加藤　光男　
3 学習 英語 英語研究会 10 月３回土 10：00～12：00 丸山　キム
4 学習 韓国語 ヨンハンクラブ 10 第２,４金 10：00～12：00 金　永漢（キム・ヨンハン）

5 学習 中国語 中国語クラブ　同学の会 10 木 19：00～20：30 王　彩灵
6 学習 中国語 ニーハオクラブ 10 火 10：00～12：00 大滝　沙織
7 学習 外国人のための日本語 春木日本語サロン 51 水 19：00～20：30 相互
8 学習 課題解決 登校拒否を克服する会泉州地域交流会 19 第２,３日 13：00～17：00 浅野　とも子
9 学習 子育て支援 ピッピプレイルーム 17 木 10：00～11：30 久保　澄子・葉狩　真弓

10 学習 俳句 文　俳句クラブ 11 第1,3,4金 13：00～16：30 奥　伊佐男
11 学習 文章教室 文章教室「えんぴつ」 10 第１火 13：00～16：00 倉橋　健一
12 軽運動 健康体操 サニー体操クラブ 17 第１,３金 10：15～11：45 清水　幸恵
13 軽運動 健康体操 ストレッチクラブ 10 第２,４木 10：00～11：00 谷口　悠子
14 軽運動 健康体操 ほっとサロン
はつらつ体操の会 11 第２,４水 10：00～12：00 相互
15 軽運動 健康体操（エクササイズ） 春木健康体操クラブ 10 第２,４火 13：30～15：00 髙橋　智子

16 軽運動 こども体操教室 SKスポーツうんどうクラブ 12 第２,４土 9：00～11：30 鈴木　理

17 軽運動 社交ダンス アスターダンス 14 第１,３水 13：30～15：30 相互

18 軽運動 社交ダンス カサブランカ 10 第２,４土 13：00～16：00 庄野　稔

19 軽運動 社交ダンス キャロット 11 第１,３金 13：00～17：00 須磨　和史

20 軽運動 社交ダンス ダン　ダン　ダン 11 第２,４金 13：00～17：00 須磨　和史

21 軽運動 社交ダンス スターライト 10 第１,３土 13：00～16：30 原　義博・嶋邑　知代子

22 軽運動 社交ダンス ファインダンスクラブ 11 第１,３木 13：30～15：00 古谷　淳子

23 軽運動 社交ダンス ブーゲンビリアダンスクラブ 10 第１,３水  9：30～12：00 佐藤　早姫

24 軽運動 社交ダンス 美鳥会 22 第１,３火  9：00～12：00 相互

25 軽運動 社交ダンス 睦会 48 第１,３木  9：00～12：00 相互

26 軽運動 社交ダンス モダン・エレガンス 12 第１,３火 18：00～20：50 堀川　善溥

市立公民館
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公民館・青少年会館　クラブ一覧

施設名 №　 分類 内容 クラブ名 会員 活動曜日 活動時間 講師名（敬称略）

27 軽運動 ジャズダンス エリージャズダンス 11 第２,４火 18：00～21：00 鈴木　葉奈

28 軽運動 大極扇 太極扇クラブ 11 第２,４木 19：00～21：00 寿　富子

29 軽運動 太極拳 太極拳クラブ・ポピー 14 第１,３木 19：00～21：00 寿　富子

30 軽運動 体操 自力整体クラブ 10 金 18：30～20：30 崋飛山

31 軽運動 民踊・新舞踊 京の会 10 第1,2,3土 18：00～20：30 藤間　良舞（土肥　久枝）

32 軽運動 日本舞踊 日舞同好会 10 第１,３土 13：00～17：00 末定　菅子

33 軽運動 フラダンス Ｈｕｌａティアレ 13 第２,４水 10：15～11：45 川合　幸世

34 軽運動 民踊・新舞踊 岸和田民踊会クラブ 22 第２,４金 9：00～12：00 太良木　裕子

35 軽運動 民踊・新舞踊 美春会支部 10 第２,４水 13：00～17：00 牧野　喜代子

36 軽運動 民踊・新舞踊 藤絵会 10 第１,３火 13：00～16：30 藤間　良舞（土肥　久枝）

37 軽運動 民踊・新舞踊 美喜支部 10 第１,３水 19：00～21：00 牧野　喜代子

38 軽運動 民踊・新舞踊 若竹会 16 隔週　水 13：00～17：00 中司　美智子

39 軽運動 リズムステップ K・エクササイズ 20 第２,４木 13：30～15：30 小畠　登志子

40 調理 料理 メンズ キッチンクラブ 10 第２日 9：00～12：00 久米　一恵
41 音楽 キーボード やさしい大人のピアノ
岸和田クラブ 13 第２,４木 13：00～17：00 高野　真理子
42 音楽 ギター ギタークラブ・ラグリマ 13 日 13：00～17：00 相互
43 音楽 コーラス いずみ合唱団 16 第２,４土 18：30～20：50 植田　幸夫
44 音楽 コーラス うたごえクラブ 20 第４金 10：00～12：00 萬野　多佳子
45 音楽 コーラス 岸和田フロイデ合唱団 16 木 18：00～21：00 山本昌代　他1名
46 音楽 コーラス コーラス　つぼみ 16 第２,４土 9：30～11：30 前薗　智津子
47 音楽 コーラス コットンキャンディ 10 金 13：30～16：30 上葉　尚子
48 音楽 コーラス フレッシュハーモニー・和 24 第１,３土 10：00～12：00 新谷　茂樹　
49 音楽 コーラス マーガレット 13 第２,４水 10：15～12：00 山川　大樹
50 音楽 三線 あっちゃめ三線クラブ 12 木 18：00～21：00 相互
51 音楽 三線 八重山うた会 13 土 13：00～17：00 伊藤　幸二
52 音楽 詩吟 大阪愛吟会岸和田支部 10 土 14：30～16：30 芝本　長久
53 音楽 詩吟 吟城 11 第1,2,3土 18：00～21：00 西城　勝子
54 音楽 室内楽 アンサンブル　ろここ 10 第１,３水 18：00～21：00 相互
55 音楽 吹奏楽 岸和田ウインドアンサンブル 18 金 18：00～21：00 河野　健
56 音楽 吹奏楽 コンブリオ 29 第２,４日 9：00～12：00 河野　健
57 音楽 吹奏楽 ママさん吹奏楽「Siesta」 43 第２,４火  10：00～12：00 藤原　良行
58 音楽 ハーモニカ 春木ハーモニカクラブ 10 第１,３日 9：30～11：30 後藤　貞男
59 創作 ガーデニング ガーデニングクラブ葵 10 第３日 13：00～16：00 林　美代子
60 創作 古布リフォーム クラブ古布 24 第１,２木 13：00～16：00 平野　誉里子
61 創作 トールペイント トールペイントクラブ　パレット 10 第２,４金 13：00～17：00 畑中　典子
62 創作 フラワーアレンジメント フラワーアレンジメント
「プティ・フロ―ラ」 11 第２水 13：30～15：30 角野　豊子
63 その他 郵趣活動 郵趣クラブ 13 第４日 13：30～16：30 相互
1 学習 マージャン 金蘭 17 金 13:00～16:00 相互
2 学習 マージャン 木蘭会 19 木 13:00～16:00 相互
3 学習 書道 子ども書道 14 第1,3土 10:00～12:00 仲村　松堂
4 学習 書道 書道Ｂ（遊心会） 10 第1,3,4水 14:00～16:00 仲村　松堂
5 学習 毛筆･ペン習字 かな毛筆・ペン習字 9 月3回水 10:00～12:00 田中　幸子
6 軽運動 空手 誠撓会空手 19 水 19:00～21:00 林　亮一
7 軽運動 健康体操 いきいき 19 第2,4火 13:30～15:00 南出　弘子
8 軽運動 健康体操 ひまわり 21 水 10:00～12:00 相互
9 軽運動 社交ダンス 春木社交ダンス 13 金 18:00～20:50 堀川　善溥
10 軽運動 ジャズダンス エリージャズダンス 10 第1,3火 18:00～21:00 泉本　紗希
11 軽運動 新舞踊 美喜会 5 第2,4土 18:00～21:00 牧野　喜代子
12 軽運動 新舞踊 美春会 5 第1,3水 13:00～16:00 牧野　喜代子
13 軽運動 太極拳 気功・太極拳 21 木 13:30～15:00 壽　八郎
14 軽運動 太極柔力球 太極柔力球 16 第2,4金 13:30～15:00 山本　文子
15 軽運動 卓球 ＳＡＫＵＲＡ 14 木 19:00～20:45 櫻井　正章　他３名

16 軽運動 卓球 いずみフレンズ 18 木 10:00～12:00 相互
17 軽運動 卓球 春木公民館クラブ 18 金 10:00～12:00 横野　勇
18 茶華道 茶道 茶道 13 第2,4土 13:30～15:30 太田　宗康
19 音楽 カラオケ 春木公民館カラオケ 23 第1,3日 13:30～15:00 山原　正次
20 音楽 コーラス コーロプリマヴェーラ 7 第1,3木 14:00～16:00 長谷川　由理子
21 音楽 コーラス 音楽サークルらんらん 15 第1日 13:30～16:00 小田　結花
22 音楽 大正琴 琴和会 7 第1,2,3水 13:30～15:30 亀田　孝栄
23 音楽 詩吟 詩吟 11 第2,4火 13:00～16:00 相互
24 音楽 民謡･音頭 民謡 11 月3金 19:00～21:00 河合　一良
25 創作 白磁ﾍﾟｲﾝﾄ･ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ なでしこ 20 第3木 10:00～12:00 中井　悦規
26 創作 ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ ジュエル 5 水 10:00～12:00 相互
27 創作 洋画 遊画会 7 土 13:30～16:30 相互
28 創作 和裁 和裁 6 第1,2,3水 13:30～15:30 田平　好美
29 創作 染色 泉染会 5 金 13:30～15:30 相互
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公民館・青少年会館　クラブ一覧

施設名 №　 分類 内容 クラブ名 会員 活動曜日 活動時間 講師名（敬称略）

1 軽運動 エアロビクス エアロビクス 15 第2,4火 10:00～11:30 久保　菜月

2 軽運動 健康体操 脳トレ筋トレ楽トレ 18 第2,4金 14:00～15:30 赤阪　由合香

3 軽運動 健康体操 健康美体操 16 木 19:00～21:00 中野　信子

4 軽運動 軟式剣棒術 軟式剣棒術 10 日 10:00～12:00 相互

5 軽運動 バレーボール ソフトバレー 18 火 19:00～21:00 相互

6 軽運動 ハワイアン・フラ ハワイアン・フラ 15 第1,3金 13:40～15:10 赤阪　由合香

7 軽運動 ヨガ ヨガで元気に 18 第1,2,3水 13:30～15:30 大谷　暁子

8 音楽 童謡・唱歌 童謡・唱歌 26 第1,3水 13:30～15:30 平松　啓子

9 音楽 民謡・音頭 葛城民謡 7 第1,2,3金 19:00～21:00 万戸　日出春

10 創作 革細工 レザークラフト 15 第2,4水 13:30～15:30 毛利　富枝

11 創作 着付 着付 7 第2木 10:00～12:00 相互

12 創作 フラワーアレンジ フラワーアレンジメント 11 第2,4水 10:00～12:00 矢倉　エリ子

13 創作 書道 実用書道 6 第2,4土 　9:30～11:30 根来　緑

14 創作 書道 書道 11 第1,2金 13:20～15:20 相互

15 創作 新水墨画 新水墨画 8 第1,3木 19:00～21:00 山本　青水

1 学習 囲碁 囲碁 6 第1,4土 10:00～12:00 加藤　光男

2 学習 写真 光画 16 第3木  9:30～11:30 相互
3 学習 俳句 俳句あしたば 5 第4木 13:30～16:00 相互
4 学習 パソコン パソコン倶楽部A 8 第2,4火 10:00～12:00 戸治野　智美
5 学習 パソコン パソコン倶楽部B 11 第2,4火 13:00～15:00 戸治野　智美
6 学習 詩吟 詩吟 10 第2,4火 18:30～20:30 西村　實将
7 学習 書道 実用習字 6 第1,3土 13:30～15:30 藤本　英治
8 学習 書道 児童習字 19 第1,2,3土 10:00～12:00 作治　和美
9 軽運動 空手 誠撓会空手クラブ 12 　金 19:00～21:00 林　亮一
10 軽運動 健康体操 仲良し体操 12 　火 10:00～11:30 相互
11 軽運動 健康体操 のびのび健康体操 24 第1,2,4金 13:30～15:00 浅田　昌子

12 軽運動 社交ダンス 社交ダンス 10 第1,2,3水  9:30～11:30 堀　久栄

13 軽運動 卓球 スイトピー 12 火 12:00～14:30 横野　和子

14 軽運動 卓球 すみれ 18 　水 12:30～15:00 室田　光重

15 軽運動 卓球 土曜卓球 13 第1,2,3土 12:00～15:00 横野　勇

16 軽運動 卓球 ゆり 18 木 13:00～15:00 相互

17 軽運動 卓球 ラージボール 20 　日   9:30～12:00 相互
18 軽運動 卓球 光陽卓球 33 土 9:30～12:00 相互
19 軽運動 舞踊 よさこい天粋 12 木 15:30～17:00 熊取　千恵
20 音楽 歌唱 うたの広場 33 第2,3水 10:00～12:00 プリンセスmaya
21 音楽 歌唱 ワクワクコーラス 26 第1～4木 10:00～12:00 藤川 文江・青木 元子

22 創作 トールペイント トールペイント 10 第2,4金 10:00～12:00 藪　朱美
23 創作 パッチワーク パッチワーク＆カントリードール 10 第1,3火 13:30～15:30 池永　二三子
24 創作 洋裁 リフォーム＆洋裁 8 第2,4水 13:30～15:30 池永　二三子
25 創作 園芸 園芸・すみれ 13 第1金 13:30～15:30 籔　晋一
1 学習 詩吟 詩吟 6 火 19:00～21:00 和田　實超
2 学習 写真 山滝写真 14 第3火 13:30～16:30 山本　宏
3 学習 将棋 将棋 17 第1,3土  9:30～12:00 相互
4 学習 パソコン パソコン山滝 18 第1,3水 13：00～15：30 山口　照子他1名
5 学習 英語 英会話 6 金 13:00～15:00 宮口　淳子

6 軽運動 空手 山滝地区空手道A 20 火 18：00～20：30 宮本　幸美

7 軽運動 空手 山滝地区空手道B 21 木 18:00～20:30 安達　　剛
8 軽運動 気功・太極拳 気功法 11 第2,4金 19:00～20:00 森田　興子
9 軽運動 自力整体 自力整体かるる 16 第1,2,3火 10:00～11:30 秋田　崋飛山
10 軽運動 自力整体 自力整体ここあ 15 第1,3水 10:00～11:30 秋田　崋飛山
11 軽運動 自力整体 自力整体コスモス 15 第1,2,3金 10:00～11:30 秋田　崋飛山
12 軽運動 ストレッチ体操 コア体操 16 第2,3,4金 9:30～11:00 坂上　紀子
13 軽運動 太極拳 山滝太極拳 9 火 9:00～12:00 相互
14 軽運動 卓球 キャロット卓球 16 木  9:00～12:00 相互
15 軽運動 卓球 デイホース卓球 14 土 13：00～15：45 相互
16 軽運動 卓球 ピｰチ卓球 22 水  9:00～12:00 相互
17 軽運動 剣道 山滝剣道 9 水 19:00～21:00 平松　昭博
18 調理 パンと菓子作り パンと菓子(ショコラ) 12 第2木  9:30～12:00 石澤　朋枝
19 音楽 カラオケ カラオケ 16 第1,3,4金 13：00～16:00 藤原　幸雄
20 音楽 コーラス 女声コーラス彩 17 第1.3木 14:00～16:00 栢木　容子
21 音楽 フォークギター 山滝フォークギター 13 水 18：30～21：00 相互
22 創作 ガーデニング ガーデニング 9 第2金 13:30～15:30 林　美代子
23 創作 紙粘土 紙粘土（カーネーション） 5 第2･4木 13:30～15:30 山原　富三代
24 創作 洋裁 洋裁 8 第1,3土 13:30～16:00 松本　三智子　
25 創作 書道 書道 14 第1,3火 10:00～12:00 北村　豊泉
26 創作 水彩画 水彩画（稲の会） 13 第1,2,3木 10:00～12:00 相互
27 創作 水彩画 水彩画（東の会） 9 第1,2,3木 13:00～15:00 相互
28 創作 編物 編物 16 土 13:30～15:30 網代　絹子

山滝地区公民館

葛城地区公民館

光陽地区公民館



公民館・青少年会館　クラブ一覧

施設名 №　 分類 内容 クラブ名 会員 活動曜日 活動時間 講師名（敬称略）
1 学習 パソコン パソコンＡ 15 第1,3木 18:50～20:40 小川　静子
2 学習 パソコン パソコンＢ 9 第1,３水 18:30～20:30 小川　静子
3 学習 パソコン パソコンＣ 16 第1,3火 10:00～12：00 小川　静子
4 学習 パソコン パソコンD 18 第1,3金 13:00～15:00 小川　静子
5 学習 環境 ＥМ研究会 7 第1,3土 10:00～12:00 相互
6 学習 詩吟 詩吟 7 第1～4金 19:00～21:00 名本　清美
7 学習 着付け 若竹会 11 第2,4木 10:00～12:00 隅田　久美子
8 軽運動 ウォーキング ノルディック城北 18 火 13:30～15:30 藪上　孔明
9 軽運動 キックボクシング スタイリッシュキック 12 金 19:00～21:00 松枝　智輝
10 軽運動 ダーツ 城北ダーツクラブ 32 金 13:30～15:30 相互
11 軽運動 タップダンス Tap'sM 15 火 16:00～18:30 月城　マリ
12 軽運動 ダンス ダンスＡ 11 日 18:30～20:50 山本　良子
13 軽運動 ダンス ダンスＢ 13 木 18:00～21:00 高橋　力
14 軽運動 バトミントン 城北バトミントンクラブ 11 金 10:00～12:00 相互
15 軽運動 バレエ 城北バレエ(Ａ) 3 水
14:15～15:45
濱本　睦
16 軽運動 バレエ 城北バレエ(Ｂ) 8 水 15:45～17:45 濱本　睦
17 軽運動 バレーボール グリーンクラブ 12 第1,2,3,5土 18:00～19:00 相互

18 軽運動 バレーボール 岸和田北バレーボール 22
第1,3日

第2,4,5日
15:30～18:00
13:00～16:00

相互

19 軽運動 バレーボール 春木クラブ 15 第1,3,4,5水 10:00～12:00 相互
20 軽運動 バレーボール 城北親子バレーボール 38 日 10:00～12:30 相互
21 軽運動 フラダンス ハワイアン・フラ 10 第1,2,3木 10:00～12:00 網永　加代子
22 軽運動 気功・太極拳 気功・太極拳なごみ(女性) 6 第1,2,3日 13:30～15:00 寿　八郎

23 軽運動 気功・太極拳 城北太極拳クラブ(女性) 15
第Ⅰ,２,３

土
第4土

10:00～12:30
10:40～12:10

寿　富子

24 軽運動 空手 城北空手道クラブ 21 火 18:45～20:30 梅津　誠二
25 軽運動 空手 武勝館空手道クラブ 34 水 19:00～21:00 伊丹　敬治
26 軽運動 健康体操 健康体操 7 第1,3金 14:00～15:00 野口　久美子
27 軽運動 健康美体操 健康美体操クラブ 21 火 10:30～12:00 小畠　登志子
28 軽運動 整体 背骨コンディショニング 10 第1,3火 10:00～12:00 安藤　麻紀
29 軽運動 整体 背骨コンディショニングⅡ 10 第1,3金 17:30～18:30 安藤　麻紀
30 軽運動 整体 背骨コンディショニングⅢ 10 第2,4金 18:00～19:00 安藤　麻紀
31 軽運動 卓球 城北公民館卓球クラブ 15 土 18:30～20:50 相互
32 軽運動 卓球 卓球フレンド 23 木 13:30～15:30 相互
33 調理 料理 楽食 12 第3水 10:00～12:30 相互
34 調理 料理 男の料理 20 第1水 10:00～12:00 坂上　明子
35 調理 料理 料理クラブ 16 第3水 12:30～15:30 坂上　明子
36 音楽 カラオケ カラオケクラブ 17 第2,4日 13:30～16:30 相互
37 音楽 コーラス 城北コーラス 25 第1,3水 10:00～12:00 小田　結花
38 音楽 コーラス 日本の歌 27 第1,3,5金 10:00～11:50 高橋　裕野
39 音楽 大正琴 大正琴 11 第1,3金 13:00～16:00
橋野　澄子
40 創作 お花 花活～大人の花育～ 18 第3木 10:00～12:00 松下　純子
41 創作 パッチワーク 城北パッチワーク 12 第2水 10:00～12:00 平松　三恵子
42 創作 書道 書友クラブ(一般) 9 第1,3土 13:30～16:00 弘田　洋子
43 創作 新日本舞踊 アリッサム優美会民踊 11 金 13:30～16:00 紅雀　優美
44 創作 新日本舞踊 新舞踊アリッサム優美会 11 火 13:00～16:00
紅雀　優美
45 創作 洋裁 古布なでしこ 11 第1水 13:00～16:00 谷向　睦子
46 創作 和裁 五月クラブA 12 第2水 13:00～15：00 田端　和子
47 創作 和裁 五月クラブＢ 17 第4水  13:00～15:00 田端　和子
1 学習 習字 子ども書道A 14 土(不定期) 9:10～10:40 早野　孝
2 学習 習字 子ども書道B 14 土(不定期) 10:40～12:10 早野　孝
3 学習 パソコン 大芝パソコン 8 第2～4日 9:30～12:00 相互
4 学習 囲碁・将棋 囲碁・将棋 14 日 13:00～16:00 相互
5 軽運動 健康体操 健康体操 17 火 10:00～12:00 川口　澄子
6 軽運動 健康体操 シニア体操 20 第2～4木 12:30～14:15 南出　弘子
7 軽運動 社交ダンス 社交ダンス 14 金 10:00～12:00 堀　久栄
8 軽運動 少林寺拳法 少林寺拳法 22 火 19:00～20:45 相互
9 軽運動 太極拳 太極拳 26 火 13:30～15:00 壽　富子
10 軽運動 卓球 大芝卓球 25 土 18:00～21:00 相互
11 軽運動 卓球 春木卓球 20 水 10:00～12:00 室田　光重
12 軽運動 日本拳法 日本拳法 3 第2～4日 9:30～12:00 松下　照幸
13 軽運動 バドミントン 大芝バドミントン 20 水 18:50～20:50 相互
14 軽運動 バドミントン ローズバドミントン 10 土 10:00～12:00 植村　満人
15 軽運動 バレーボール ソフトバレーボール 15 金 19:00～21:00 竹内　令子
16 軽運動 バレーボール バレーボール 17 土 15:30～17:30 岸本光彦・平田賢司

17 軽運動 フラダンス フラダンス 8 第1～3金 14:00～15:30 堀　久栄
18 軽運動 気功 楽しい気功 15 第1～3土 13:30～15:00 壽　八郎
19 調理 料理 家庭料理 8 第2,4土 9:30～12:00 日下　昌美
20 茶華道 茶道、華道 茶・華道 7 第2,4金 19:00～21:00 藤原　美代子
21 音楽 カラオケ カラオケ大芝 10 第1～3木 19:00～21:00 上本　正幸
22 音楽 詩吟 大芝詩吟 7 第1～3水 10:00～12:00 生駒　雲龍

城北地区公民館

大芝地区公民館



公民館・青少年会館　クラブ一覧

施設名 №　 分類 内容 クラブ名 会員 活動曜日 活動時間 講師名（敬称略）
23 創作 一筆画 一筆画 10 第1,3木 13:30～15:30 太田　康子
24 創作 絵画 絵画 14 第1,3日 13:30～16:00 玉城　正雄
25 創作 園芸 園芸 14 第1火 10:00～12:00 阪上　博子
26 創作 はがき絵 はがき絵A 10 第1金 10:00～12:00 安達　良子
27 創作 はがき絵 はがき絵Ｂ 10 第2金 10:00～12:00 安達　良子
28 創作 書道 習字A 14 第2火 10:00～12:00 安達　良子
29 創作 陶芸 陶芸 8 第2,4水 13:30～16:30 武井　俊成
30 創作 編物 手編みA 7 第1～3木 13:30～15:30 安岡　冨美子
31 創作 編物 手編みB 7 第1～3木 10:00～12:00 安岡　冨美子
32 その他 新舞踊・民踊 アリッサム 12 第2～4日 13:00～15:00 塩見　佐知子
33 その他 手品･マジック 大芝マジック 8 第1,3火 13:30～15:30 植田　たつみ
1 学習 中国語 中国語クラブ（聊聊） 13 月3回土 19:00～21:00 大滝　沙織
2 学習 ペン習字 きさらぎ           22 第1,2,3水  9:00～12:00 北潟　裕子
3 学習 書道 旭書道クラブ 27 第1,3,4木 13:00～16:00 柿花　煌
4 軽運動 インディアカ 太田インディアカクラブ 11 金 13:30～15:30 相互
5 軽運動 エアロビクス のびやかクラブ 11 水 12:30～14:00 堀田　笑子
6 軽運動 空手 実戦カラテ　真盟会 19 金 19:00～21:00 相互
7 軽運動 空手 東岸和田空手道同好会 48 火 18:00～20:45 藤井　良造・濱本和雄

8 軽運動 気功 たのしい気功Ａ 23 火  9:00～10:30 壽　八郎
9 軽運動 気功 たのしい気功Ｂ 20 火 10:30～12:00 壽　八郎
10 軽運動 健康体操 ウエンズ 12 月3回水 14:30～16:30 相互
11 軽運動 健康体操 さくらんぼ      10 第1,3水・土 19:00～21:00 得津　多佳子
12 軽運動 健康体操 健やか養生体操 25 木 13:00～16:00 冨田　昭子･石井　登志子

13 軽運動 社交ダンス 社交ダンスクラブ　コスモス 12 金 18:00～20:50 庄野　稔
14 軽運動 社交ダンス チャコダンスクラブ 10 第2,4,5水 19:15～21:00 奥田　久子
15 軽運動 社交ダンス 東岸和田社交ダンスクラブ(アイリス) 10 火 18:00～21:00 立川　啓子
16 軽運動 スポーツチャンバラ 岸和田土生
スポーツチャンバラクラブ 12 木 18:30～20:45 林　光一
17 軽運動 ソフトバレー 東岸和田ソフトバレー 12 木 13:30～15:30 相互
18 軽運動 太極拳 ひまわり太極拳クラブ 22 木 10:30～12:00 壽　富子
19 軽運動 太極拳 太極拳クラブ 23 木  9:00～10:30 壽　富子
20 軽運動 太極柔力球 太極柔力球クラブ 18 第2,4木  9:00～12:00 竹田　百合香
21 軽運動 卓球 たんぽぽ卓球クラブ 28 火  9:00～12:00 室田　光重
22 軽運動 卓球 パンジークラブ   30 火 13:00～15:00 相互
23 軽運動 卓球 フレンズ 卓球クラブ   30 金  9:00～11:50 相互
24 軽運動 卓球 ほうせんか卓球クラブ 36 水  9:00～12:00 相互
25 軽運動 バウンドテニス 岸和田B.T.C 10 第1,3,5木  9:00～12:00 相互
26 軽運動 バドミントン あさひバドミントンクラブ 15 土 19:00～21:00 相互
27 軽運動 バレエ スマイルバレエ東岸和田 20 土 13:00～15:15 肥田　貞子
28 軽運動 バレエ 東岸和田バレエクラブ 18 土 15:15～17:00 肥田　貞子
29 軽運動 バレーボール ＭＹチーム 16 水 19:00～21:00 相互
30 軽運動 バレーボール 岸和田クラブ 16 土  9:00～12:00 相互
31 軽運動 バレーボール 太田クラブ 17 土 13:00～15:30 相互
32 軽運動 ベリーダンス ベリーダンス　ラミール 25 第2,4土 9:00～12:00 Ａｋｉｙｄａ
33 軽運動 リズム体操 ステップ21 11 第2,4金  9:00～11:30 濱　福子
34 軽運動 剣道 旭少年剣道クラブ 15 土 16:00～18:00 春名　聡
35 音楽 カラオケ さくらカラオケクラブ 20 第1,2金 9:30～11:30 徳永　ひとみ
36 音楽 コーラス ローズハーモニー 14 金 13:00～16:00 宮崎　康子
37 音楽 詩吟 土生詩吟クラブ 10 第1,2,4土 18:30～21:00 柿花　飛龍
38 音楽 大正琴 なのはな会 10 第1,4日 14:00～17:00 橋野　澄子
39 音楽 大正琴 琴好クラブ 12 月3回水  9:00～12:00 中尾　敬子
40 音楽 民踊 彩華会 10 水 13:00～15:30 大佛　寿子
41 音楽 民踊 土生民踊クラブ 10 火 13:00～16:00 山本　艶子
42 創作 編物・手芸 楠の木クラブ 25 第2,4金 13:00～16:00 相互
43 創作 絵画 絵画サークル（あざみ会） 10 第2,4水 13:00～16:00 池永　伸二
44 創作 紙粘土 チューリップ 11 第1,3金  9:00～12:00 古石　みつ子
45 創作 ステンドグラス サンクラブ 10 水  9:00～12:00 穴瀬　順一
46 創作 手芸 クラブ　古布 10 第4水 13:00～16:00 平野　誉里子
47 創作 手芸 小袖クラブ 10 木  9:00～12:00 木下　昌子
48 創作 水彩画 水彩画クラブひまわり 14 第1,3木 13:00～16:00 田中　宏
49 創作 水彩画 東岸和田植物画クラブ 11 第2,4金 13:00～16:00 中野　潤子
50 創作 陶芸 陶芸クラブ　釉 10 第1,3金 13:00～16:00 神戸つぐみ
51 創作 陶芸 東岸和田陶芸クラブ 10 日 13:00～16:00 相互
52 その他 手品･マジック 旭マジッククラブ 11 第1,2,3,4木 19:00～21:00 末吉　吹雪
1 学習 囲碁 囲碁クラブ 10 第1,3日 14:00～17:00 相互
2 学習 珠算 子供珠算クラブ 18 金 16:30～19:00 覚野　豊子
3 学習 珠算 天神山珠算クラブ 16 土 9:00～12:00 森　幸子
4 学習 パソコン パソコンクラブ 10 第2,4火 14:00～17:00 相互
5 軽運動 気功 気功クラブ 17 第2,3,4金 13:00～15:30 寿　八郎
6 軽運動 クロリティ クロリティ・クラブ 12 木 13:00～15:00 相互
7 軽運動 社交ダンス スポーツダンスクラブ 7 火 13:00～15:00 佐藤　早姫
8 軽運動 ストレッチ体操 健身ストレッチクラブ 15 火 9:30～11:00 竹田　百合香
9 軽運動 ダンス Ｈｕｌａ・レフア 7 第1,2,3木 15:30～17:00 長尾　美香

旭地区公民館

大芝地区公民館

天神山地区公民館



公民館・青少年会館　クラブ一覧

施設名 №　 分類 内容 クラブ名 会員 活動曜日 活動時間 講師名（敬称略）
10 軽運動 ダンス KID'S　DANCE 29 金 16:30～19:30 浅野　有希
11 軽運動 ヨーガ 天神山ヨガクラブ 9 火 12:30～15:00 吉原　恵子
12 音楽 コーラス 天神山コーラス部 29 第2,4木 9:30～12:30 上田　純子
13 音楽 詩吟 吟州クラブ 9 木 18:30～21:00 昼馬　光一（央昼）
14 音楽 詩吟 天神山吟友クラブ 10 土 9:30～12:00 泉　實譔
15 音楽 詩吟 天神山詩吟クラブ 10 金 18:30～21:00 泉　實譔
16 創作 俳句 天神山俳句クラブ 8 第2木 9:30～12:30 相互
17 創作 ﾘｻｲｸﾙ裁縫 パンプキン 18 第1水 13:00～16:00 田端　和子
18 創作 書道 書道教室 13 木 18:00～21:00 中村　佳泉
19 創作 書道 天神山書道クラブ 10 土 13:00～15:00 村上　寒翠　

葛城上地区公民館 1 創作 パッチワーク パッチワーククラブ 3 第1,3木 14:00～16:00 福井　眞由美
1 学習 囲碁 山直囲碁クラブ 32 水  9:00～12:00 相互
2 学習 中国語 はじめての中国語 11 第1,3土 10:00～11:30 大滝　沙織
3 学習 むかし話をかたる やまどりクラブ 10 第2土 13：00～16：00 阿部　栄子
4 学習 映像研究 映像きしわだ 20 第1土 13:00～17:00 西川　重照
5 軽運動 空手 実戦カラテ真盟会 24 水 19:00～21:00 狭間　廣和
6 軽運動 気功・太極拳 いきいき気功クラブ 19 金 9:30～11:30 寿　富子
7 軽運動 健康体操 健康体操悠遊クラブ 78  金 15:00～16:15 朝海　伯子
8 軽運動 ソフトバレー マシュマロ 22 木 15:00～18:00 相互
9 軽運動 卓球 アンクルズ 17 木 18:30～21:00 相互
10 軽運動 卓球 黄金卓球クラブ 30 火  9:00～11:50 相互
11 軽運動 民踊 めばえ会 14 火 13:00～16:00 白樫　ツネ子
12 軽運動 バドミントン エアリアル 18 第1,3土 18:50～21:00 相互
13 軽運動 バドミントン 山直バドミントンクラブ 15 水  9:00～12:00 相互
14 軽運動 よさこい 心蕾万笑 32 火 19:00～21:00 相互
15 茶華道 茶道 久和会 9 第1,3木 12：30～15：30 垣井　喜代子
16 音楽 詩吟 詩吟クラブ 11 水 19:00～21:00 西川　俊信
17 音楽 大正琴 千草会 11 第1,3火 13:00～16:00 井手　俊江
18 音楽 フォークギター 山直フォークギタークラブ 11 隔週木 19:00～21:00 相互
19 創作 陶芸 アートくじら 16 第1,3火 13:00～16:00 木村　幸恵
20 創作 陶芸 いちいち工房 11 隔週日 13:00～16:00 木村　幸恵
21 創作 陶芸 花桃 11 第1,2,3金 13:30～16:30 武井　俊成
1 学習 麻雀 健康麻雀 21 土 12:00～18:00 相互
2 学習 麻雀 水曜健康麻雀 17 水 12:00～18:00 相互
3 軽運動 空手 山直地区空手道 27 金 18:00～21:00 宮本　幸美
4 軽運動 気功 たのしい気功 19 木 10:00～11:30 壽　八郎
5 軽運動 健康体操 久米田健康美体操 20 火 10:00～11:30 松阪　茂子
6 軽運動 卓球 卓球 13 木 13:00～16:00 鎌田　省二
7 軽運動 民踊 岡山民踊会 10 水 19:00～21:00 西川　綾子
8 軽運動 フォークダンス さくらフォークダンス 12 第1,3土 13:30～15:30 東村　昭治
9 軽運動 フラダンス ローズフラ 10 第2,4木 19:30～21:00 堀　久栄
10 軽運動 ヨーガ エンジョイヨガ 19 水 13:30～15:00 浅羽　三千歳
11 軽運動 剣道 少年剣道クラブ 10 土 18:45～21:00 森　幹夫
12 軽運動 元極舞 元極舞 10 水  9:00～10:30 菊地　文子
13 音楽 オカリナ オカリナ・トトロ 10 水 19:00～21:00 吉田　祐子
14 音楽 コーラス ひまわりエコー 25 第1,2,4土 14:00～16:00 西村　佳津江
15 音楽 大正琴 大正琴・泉の会 13 第2,4水 13:00～16:00 河野　和子
16 音楽 詩吟 詩吟Ｂ 10 木 13:00～15:00 和田　實超
17 音楽 詩吟 詩吟Ａ 10 木 19:00～21:00 和田　實超
18 音楽 民謡 民謡・寿鳳会 11 第1,2,3土 14:00～16:00 河合　一良
19 創作 俳句 俳句・みなつき句会 15 第3日 13:00～16:00 谷原　おさむ
20 創作 パッチワーク パッチワーク 13 第1,3木 10:00～12:00 葛本　加代子
21 創作 リサイクル裁縫 創イング花 10 第4水 13:00～16:00 花田　宮子
22 創作 絵手紙 絵手紙 18 第2金 13:15～15:15 加藤　基
23 創作 書道 岡山書道ふれあいの会 12 第1,3火 10:30～12:00 永野　嘉代
24 創作 俳画 俳画・花水木 11 第1,3水 13:30～15:30 川崎　梨生
1 学習 囲碁 囲碁 17 火 13:00～16:00 クラブ生
2 学習 英会話 英会話（どんぐり） 12 第2,4水 13:30～15:30 懸樋　智子
3 軽運動 健康体操 健康美体操（ほがらか） 20 第１,2,３木 10:00～11:30 西林　知子
4 軽運動 健康体操 光明健美体操 12 第2,4水 19:30～20:45 浅田　昌子
5 軽運動 健康体操 百歳体操 42 火 10：00～11：30 相互
6 軽運動 健康体操 リズムエクササイズ 8 第2,4火 10:00～12:00 濱　福子
7 軽運動 社交ダンス 社交ダンス(オリーブ） 12 第1,3,4水 10：00～12：00 清水　幸子
8 軽運動 卓球 卓球クラブ（とんぼ） 12 土 9:00～12:00 三井康夫、三宅泉
9 軽運動 卓球 レインボー卓球クラブ 17 土 13:00～16:00 吉永　淳子
10 軽運動 鳴子踊り とんぼソーリャ 15 火 18:00～20:45 藤田純子、白野幸子

11 軽運動 フラダンス Hula・ロケラニ 10 第1,2金 14:00～15:30 川合　幸世
12 軽運動 フラダンス ハワイアンフラ・アロアロ 11 第2,４木 13:30～15:00 赤阪　由合香
13 軽運動 モダンバレエ 子どもモダンバレエ　 23 第1,2,4水 15:00～18:00 田中　佐和
14 軽運動 ヨーガ エンジョイ・ヨガ 25 火 13:30～15:00 浅羽　三千歳
15 軽運動 剣道 光明剣道クラブ 13 第1,3水 19:00～20:55 藤本　徹
16 調理 料理 男のクッキング 17 第2土 10:30～13:00 原　千津子

山直地区公民館

天神山地区公民館

久米田青少年会館

光明地区公民館



公民館・青少年会館　クラブ一覧

施設名 №　 分類 内容 クラブ名 会員 活動曜日 活動時間 講師名（敬称略）
17 音楽 軽音楽 おたっしゃジャズオーケストラ 12 第2,3,4日 10:00～12:00 相互
18 音楽 尺八、琴 奏竹クラブ（竹韻会） 12 第1,3,4水 13：00～16：00 クラブ生
19 音楽 童謡・唱歌 童謡・唱歌（光明エンジェルス） 15 第2,4金 13:30～15:30 平松　啓子
20 音楽 民謡･音頭 泉州江州音頭（花沢会） 22 第3,4土 19:00～21:00 峰　利重
21 音楽 民謡･音頭 泉州音頭（千亀利会） 19 火 19:00～21:00 相互
22 創作 絵手紙 絵ハガキ水彩 12 第2,４水 9.:30～12:00 原　容子
23 創作 ステンドグラス ステンドグラス（00クラブ） 8 水 13:00～16:00 穴瀬　順一
24 創作 パッチワーク パッチワーク 12 第2,4火 13:00～15:00 谷上　和子
25 創作 陶芸 陶芸（アース） 14 第1,3,4土 13:30～16:30 木村　幸恵
26 創作 陶芸 陶芸（どろんこ） 11 火 9:00～12:00 木村　幸恵
27 創作 陶芸 陶芸（もぐら） 12 第2,4日 9:00～12:00 木村　幸恵
28 その他 ガーデニング ガーデニング　さくらそう 17 第1水 9:30～11:30 溝口　京子
29 その他 民踊・新舞踊 新舞踊・民踊（しらゆり） 10 木 19:00～20:45 牧野　喜代子
1 学習 囲碁 囲碁クラブ 6 日 13:00～16:00 相互
2 学習 パソコン ＩＴクラブ 9 第2,3,4金 10:00～12:00 牛谷　幹彦
3 学習 パソコン Ｐネットクラブ 7 第1,3木 13:00～15:30 牛谷　幹彦
4 学習 パソコン 新条パソコンぼちぼちクラブ 14 第1,3木 10:00～12:00 大西　佐恵子
5 学習 パソコン パソコンクラブ・Ａ 12 第1,3火 10:00～12:00 大西　佐恵子
6 学習 パソコン パソコンクラブ・Ｂ 17 第1,3金 13:30～15:30 大西　佐恵子
7 軽運動 健康体操 凛雅2 8 第1,2,3木 9:30～11:30 西山　雅美
8 軽運動 ストレッチ体操 ストレッチ体操 9 水 19:30～21:00 坂上　紀子
9 軽運動 社交ダンス あすなろダンスサークル 16 金 13:00～15:30 堀川　善溥
10 軽運動 社交ダンス 新条ダンスクラブ「それいゆ」 8 金 18:45～20:45 佐藤　早姫
11 軽運動 社交ダンス ソシアルダンスすみれ 7 火 14:00～16:00 今田  安喜雄
12 軽運動 社交ダンス ダンスクラブ　パッション　 11 火 18:00～21:00 庄野　稔
13 軽運動 太極拳 太極拳　たまちゃん 15 第1,3水 10:00～11:30 田前　勝次
14 軽運動 太極扇・太極剣 岸和田こまち 16 土 13:30～16:00 竹田　百合香
15 軽運動 民踊 美喜クラブ 10 第1,2,3木 13:30～15:30 相互
16 軽運動 日本舞踊 カトレア舞踊会 10 水 13:00～15:30 未木　成花
17 軽運動 バレエ 新条バレエ 4 金 16:00～18:00 濱元 睦・平谷　南弥子

18 軽運動 フォークダンス 新条フォークダンスクラブ 15 第1,3土 10:00～11:50 東村　昭治
19 軽運動 フラダンス Ｈｏ’ａｌｏｈａ 21 水 15:40～17:10 中村　恵子
20 軽運動 フラダンス アロハ・フラ　クラブ 12 金 9:30～11:30 森永　ひとみ
21 調理 料理 料理クラブ「MCC」 13 第4土 10:00～12:30 福本　常美
22 調理 料理 料理クラブ「さくら」 9 第2木 10:00～12:30 福本　常美
23 茶華道 茶道 茶々クラブ 7 第1,3火 18:30～21:00 関本　宗莞
24 音楽 カラオケ なかよし会 22 第2,4金 13:30～16:00 相互
25 音楽 カラオケ 新条カラオケクラブ 24 第1,3木 13:00～15:00 小林　洋子
26 音楽 コーラス グリー・クレッシェンド（男声） 10 第1,2,3日 17:00～20:00 新谷　茂樹
27 音楽 コーラス なでしこ 15 第1,3水 14:00～15:30 中筋　美恵子
28 音楽 篠笛 楽音（らくね） 14 木 19:00～21:00 相互
29 音楽 泉州音頭 宝龍会 12 水 19:00～21:00 相互
30 音楽 太鼓 和太鼓「轟」 17 金 19:00～21:00 相互
31 音楽 大正琴 あかね会 10 第1,3火 10:00～12:00 井手　俊江
32 音楽 大正琴 あじさい会 8 第2,3木 9:30～12:00 橋野　澄子
33 音楽 詩吟 新条詩吟クラブ 10 木 15:30～17:30 柿花　飛龍
34 音楽 民謡･音頭 新条秀和会 14 第1,3,4土 14:00～16:00 西岡　秀夫
35 創作 手編 もみじ 6 第2,4水 13:30～16:00 川西　よし子
36 創作 陶芸 ハーブ工房 9 第2,4水 13:00～16:00 神戸　つぐみ
37 創作 陶芸 楽窯会 5 第2,4水 18:00～21:00 神戸　つぐみ
38 創作 陶芸 悠陶会 12 第1,3水 13:00～16:00 神戸　つぐみ
39 その他 手品・マジック 手づくりマジック 7 第1,3金 13:30～15:30 林堂　博子
1 学習 囲碁 囲碁 17 土 13:00～16:00 相互
2 学習 英語 英会話クラブ　イングリコ 14 第1,2,3日 14:30～17:30 Fari　Guenatri
3 学習 中国語 中国語 14 第1,3土 13:30～16:30 大滝　沙織
4 学習 将棋 将棋 16 第2,3,4土 13：00～16：00 相互

5 学習 パソコン ＥＷパソコン 11 第2,4木 13:30～16:30
山口　照子
植田　修三郎

6 学習 パソコン 楽しいパソコン 11 第1,3水 9:30～12:00 戸治野　智美
7 学習 パソコン パソコンＡ 11 第1,3火 13:30～16:00 赤井　清鷹
8 学習 パソコン はつらつネット（パソコン） 13 第2,4火 9:30～12:00 黒田　真由美
9 軽運動 エクササイズ ボディメイクトレーニング 10 金 18:30～21:00 塩田　まゆこ
10 軽運動 空手 岸和田カラテ 16 金 18:30～21:00 横内　道広
11 軽運動 気功 楽しい気功 38 土 9:30～12:00 壽　八郎
12 軽運動 太極拳 静太極拳 18 火 19:00～21:00 壽　八郎
13 軽運動 健康体操 健康美体操Ａ 30 第1,2,3木 9:30～12:00 松阪　茂子
14 軽運動 健康体操 健康美体操Ｂ 19 第1,2,3木 13:00～15:00 松阪　茂子
15 軽運動 体操 いきいき百歳体操 54 火 13：00～15：30 佐藤　登志み
16 軽運動 体操 コアコンディショニング健康 40 水 13:00～15:30 塩田　誠也

八木地区公民館

新条地区公民館

光明地区公民館



公民館・青少年会館　クラブ一覧

施設名 №　 分類 内容 クラブ名 会員 活動曜日 活動時間 講師名（敬称略）

17 軽運動 卓球 サクラーズ卓球 27 金 13:00～16:00
留河　績
南　豊秋
草川　千枝子

18 軽運動 卓球 さわらび卓球 15 火 13:00～16:00
室田　光重
宮本　啓子
田端　和子

19 軽運動 卓球 すこやか卓球 26 金 9:00～12:00 石原　洋

20 軽運動 卓球 八木卓球 25 日 13:00～16:00
留河　績
嶋田　俊
久保　茂樹

21 軽運動 社交ダンス サヴァ社交ダンス 15 水 14:00～16:30 矢野　泰裕・千津子

22 軽運動 ジャズダンス Enjoy Jazz Dance! 10 第2,4木 9:30～12:00 宮下　菜奈絵
23 軽運動 ダンス ソシアルダンス 10 日 14:30～17:30 堀　久榮
24 軽運動 鳴子踊り 鳴子踊り　のぞみ 12 木 19:00～21:00 藤田　純子
25 軽運動 バレエ 八木クラシックバレエ 14 木 15:30～18:30 平良　真沙美

26 軽運動 バレーボール 岸和田エース(バレーボール) 17 水
9:00～12:00
（第5週は18：
00～21：00）

相互

27 軽運動 バレーボール 和バレーボール 13 火 9:00～12:00 相互
28 軽運動 フラダンス ハワイアン・フラＡ 20 第1,2,3水 18:30～21:00 佐藤　英子
29 軽運動 フラダンス ハワイアン・フラＢ 18 第1,2,3火 16:30～18:30 佐藤　英子
30 調理 料理 すみれクッキング 18 第3金 9:00～12:00 奥　イト
31 調理 料理 楽しいクッキング 20 第4水 9:00～12:00 中永　裕紀子
32 調理 料理 料理かぶらの会 12 第1火 9:00～12:00 相互
33 茶華道 茶道 茶道 10 第2,4火 13:30～16:30 相互
34 音楽 大正琴 大正琴クラブ　千鳥会 10 水 13:00～16:00 荒谷　キヌヨ
35 音楽 童謡・唱歌 うたごえの森 22 第2,4水 9:00～12:00 平松　啓子
36 音楽 ハーモニカ ハーモニカ 12 第2,3,4金  9:30～12:00 後藤　貞男
37 創作 絵手紙 絵手紙Ａ 13 第2木 9:30～12:00 峯　誉
38 創作 絵手紙 絵手紙Ｂ 15 第4木 9:30～12:00 峯　誉
39 創作 ガーデニング エコロジーガーデニング 17 第3火 9:30～12:00 溝口　京子
40 創作 着付 着付 11 第1,3金  9:00～12:00 田平　好美
41 創作 洋裁 洋裁 10 第2,4水 9:00～12:00 松本　三智子
42 創作 和裁 和裁 10 第2,4金 9:00～12:00 田平　好美
43 創作 詩吟 詩吟 12 第1,2,3水 13:00～15:30 西村　謙三
44 創作 書道 書道クラブ　薫風 20 第1,2,3金 9:30～12:00 根来　香翠
45 創作 書道 書道クラブ　香墨会 14 第1,2,3金 13:00～15:00 根来　香翠
46 創作 書道 書道 10 第1,3火 18:00～20:30 原　秀峰
47 創作 水彩画 水彩 14 第2,3,4水 9:30～12:00 長浜　征右
48 創作 短歌 久米田短歌 10 第1,3金 13:00～15:30 鈴木　きぬ子
49 創作 編物 手編み 10 第1,3木 13:00～16:00 城戸　桂子
1 学習 インターネット・スマホ Ｗｅｂサークル 12 第1,2,3木 13:00～16:00 相互・随時外部
2 学習 英会話 英会話クラブColors（カラーズ） 19 水 18:30～21:00 懸樋　智子
3 学習 写真 桜台フォトクラブ 20 第1,3土 13:30～16:30 津田　篤志
4 学習 写真 ときわ写真クラブ 17 第2,4土 18:00～21:00 相互
5 学習 パソコン トキワＰＣクラブ 16 第1,2,3金 13:30～15:30 黒田　真由美
6 学習 パソコン トキワＰＣナイト 13 第1,2,3火 18:15～20:30 黒田　真由美
7 学習 パソコン パソコンＡクラブ 15 第1,3土 13:30～15:30 赤井　清鷹
8 学習 ペン習字 ペン習字 15 水 13:00～15:00 北潟　裕子
9 学習 書道 書道クラブB 22 金 9:30～11:30 原　秀峰
10 学習 書道 書道クラブC 19 金 19:00～21:00 原　秀峰

11 軽運動 居合道 岸和田居合道クラブ 14
第1,2,3,5

木
18:30～21:00 相互

12 軽運動 気功・太極拳 気功・太極拳クラブ 22 土 9:30～12:30 吉岡　郁子
13 軽運動 剣道 常盤剣心会 16 第4火 18:00～21:00 相互
14 軽運動 剣道 常盤剣道クラブ 12 日 9:00～12:00 植野　善一　他
15 軽運動 子どもバレエ ときわ子どもバレエクラブ 12 火 16:00～17:00 甲斐　優
16 軽運動 ストレッチ体操 ストレッチ体操A 35 木 13:00～14:30 石原　みわ子
17 軽運動 ストレッチ体操 ストレッチ体操Bクラス 31 木 14:45～16:30 石原　みわ子
18 軽運動 体操 健康いきいき体操クラブ 40 水 9:00～12:00 相互
19 軽運動 卓球 カーネーション卓球クラブ 23 水 13:00～15:30 相互
20 軽運動 卓球 花鳥風ＧＥＴ’Ｓ 18 金 19:00～21:00 相互

21 軽運動 卓球 卓球クラブ「飛翔」 37
第2,4日
第2,4金

13:30～16:00
9:30～12:00

相互

22 軽運動 卓球 卓球クラブ「レガート」 18
第1,2,4,5

木
9:00～10:40 相互

23 軽運動 卓球 トキワ卓球クラブ 28
第2,4土

第1,3,5日
13:00～16:00 相互

24 軽運動 バレエ・ジャズダンス 岸和田バレエ＆ジャズダンスクラブ 13  第1,2,4水 18:30～21:00 田中　佐和
25 軽運動 フラダンス Ｈｕｌａ・イリマ 20 第1,2,3火 15:00～16:30 川合　幸世
26 軽運動 フラダンス Ｈｕｌａ・ピカケ 16  第1,2,4木 11:00～12:30 長尾　美香
27 軽運動 ほぐしの体操 ほぐし体操 13 第2,4金 13:30～15:30 奥出　恵美子
28 軽運動 ヨーガ ヨーガ３ 22 水 10:00～11:30 田中　奈美江
29 軽運動 ヨーガ ヨーガA 27 火 10:00～11:30 川畑　尚子
30 軽運動 ヨーガ ヨーガB 12 火 13:00～14:30 川畑　尚子
31 茶華道 華道 華道部 10 第2,4水 13:00～15:00 永橋　永甫
32 茶華道 着付 着付クラブ 10 第1,3,4火 13:30～16:30 伊勢　鳳麗

八木地区公民館

常盤地区公民館



公民館・青少年会館　クラブ一覧

施設名 №　 分類 内容 クラブ名 会員 活動曜日 活動時間 講師名（敬称略）
33 音楽 合唱 青少年合唱クラブ桜 30 土 18:00～21:00 福島　和喜
34 音楽 詩吟 実海会桜台詩吟クラブ 12 木 18:00～21:00 近澤　實海
35 音楽 大正琴 大正琴クラブ 16 第2,4水 9:30～12:00 中俣　房江
36 音楽 童謡・唱歌 うたごえ常盤クラブＡ 45 第1,3金 13:00～16:00 摩耶　あきら
37 音楽 童謡・唱歌 うたごえ常盤クラブＢ 17 第1,3火 13:30～15:30 摩耶　あきら
38 音楽 ハーモニカ ときわハーモニカクラブ 12 第2,4日 13:30～15:30 後藤　貞男
39 音楽 民謡･音頭 民謡やすらぎの会 11 火 18:30～21:00 原田　邦夫
40 創作 ガーデニング エコロジー・ガーデニング　りぼん 20 第2火 13:15～15:30 溝口　京子
41 創作 絵画 絵画クラブ 12 第1,3日 14:00～17:00 道古　和代
42 創作 紙粘土 紙粘土バラ 10 第1,3木 13:30～16:30 山原　富三代
43 創作 写佛 写佛同好会 14 第4土 13:00～16:00 浅井　香那恵（観舟）

44 創作 パッチワーク キルトときわ 10 第2,4木 9:30～11:30 葛本　加代子
45 創作 フラワーアレンジ アレンジフラワー 12 第1金 18:30～21:00 藤田　淳子
46 創作 水彩画 水彩画クラブ田中会 27 第1,3水 13:00～16:00 田中　宏
47 創作 彫刻 木彫クラブ 14 第1,3木 10:00～12:00 内田　計子
48 創作 陶芸 陶芸うつわ 10 火 10:00～12:30 岩井　和廣
49 創作 陶芸 陶芸クラブ（焼成会） 12 日 13:00～16:00 相互
50 創作 編物 手編A 12 第1,3土 9:30～11:30 網代　絹子
51 創作 編物 手編B 11 第2,4土 9:30～12:00 網代　絹子
1 学習 英会話 英会話クラブ99 13 第1,3金 19：00～20：30 ブラッド　バートリーズ

2 学習 パソコン パソコン7 17 第1,3火 13:30～15:30 牛谷　幹彦
3 学習 外国人のた
めの日本語 箕土路日本語サロン 20 火 19:00～20:30 相互
4 軽運動 健康体操 かんたんストレッチ 17 第2,4水 19：00～20：30 田渕　佳子
5 軽運動 健康体操 健康美体操クラブ 10 金 10:00～12:00 田渕　佳子
6 軽運動 熟年体操 岸和田オヤジーズ 13 第1,3水 15:00～16:30 清水　幸恵
7 軽運動 卓球 スイートピー卓球クラブ 25 第１～４火 9:30～12:00 相互
8 軽運動 卓球 ピンキーズ卓球クラブ 26 木  9:30～12:00 留河　績
9 軽運動 ヨーガ エンジョイ　ヨーガ 11 火 19:00～20:30 浅羽　三千歳
10 軽運動 剣道 箕土路剣道クラブ 22 土 14:30～17:30 森　正之他１名
11 茶華道 煎茶道 箕土路煎茶クラブ 11 第3木 10:00～12:00 中賀　祐子
12 茶華道 書道 箕土路毛筆クラブ 9 第2,4木 13:30～16:30 武田　吉雄
13 音楽 男声合唱 男声合唱シルバースター箕土路 11 第2,4水 13:00～15:00 外畑　典子他１名
14 音楽 童謡・唱歌 楽しく歌おう 8 第4火 13:00～14:30 高橋　裕野
15 創作 絵手紙 箕土路絵手紙クラブ 16 第2,4土 13:30～15:30 峯　譽
16 創作 民踊 民踊 13 第2火 13：00～16：00 白樫　ツネ子
17 創作 人形劇 おじかくらぶ 5 第2水 10:00～12:00 相互
18 創作 パッチワーク パッチワーク　倶楽部 12 第2木 10:00～12:00 平松　三惠子
19 創作 洋裁 洋裁クラブ 11 第1,2,3金 10:00～12:00 松本　三智子
20 創作 リサイクル裁縫 古布クラブ 11 第１水 13:30～15:30 菅沼　英子
21 創作 和裁 すみれ会 9 第1,2,3水 10:00～12:00 田平　好美
22 創作 書道 硬筆クラブ 4 第1,3金 13:30～16:00 武田　吉雄
23 創作 編物 編物クラブ 11 第1,2,4水 10:00～12:00 川西　よし子
1 学習 語学 スペイン語 20 月2回土 14:00～16:00 塩屋　裕
2 学習 写真 写真クラブ「山吹」 16 第2金  9:00～12:00 山本　宏
3 学習 パソコン キータッチ 10 木 18:30～20:45 大前　初代・福井さゆり

4 学習 パソコン 初心者パソコン教室 16 第2，4水 13:00～15:00 牛谷　幹彦
5 学習 パソコン パソコネット 20 第2，4水 10:00～12:00 牛谷　幹彦
6 学習 パソコン パソコン倶楽部大宮A 11 第2，4日 10:00～12:00 戸治野　智美
7 学習 パソコン パソコン倶楽部大宮B 11 第2，4日 13:00～15:00 戸治野　智美
8 学習 パソコン 楽しいパソコン教室 6 第1，3水 13:00～15:00 牛谷　幹彦
9 軽運動 気功 気功 25 水 9:30～11:00 壽　八郎
10 軽運動 健康体操 ベティクラブ 13 第1,2,3,4水 10:00～11:00 岩出　浩美
11 軽運動 健康体操 極美クラブ 25 火  9:00～12:00 寿　　富子
12 軽運動 健康体操 ダンギム 20 火 13:00～14:30 鍛治　加奈美
13 軽運動 その他 岸和田そ～りゃ地車人 17 木 13:00～16:00 藤田　純子
14 軽運動 その他 ポールde歩こうノルディックウォーク岸和田 9 水 10:00～12:00 相互
15 軽運動 その他 リトミック会 10 第2日 10:00～11:00 田中　知子
16 軽運動 フラダンス イリマ 9 金 13:30～14:30 大高　幸子
17 軽運動 フラダンス ハイビスカス 10 金 14:30～15:30 大高　幸子
18 軽運動 ヨガ ファミリーヨガ健康クラブ 11 第２，４木 10:30～12:00 池田　真実
19 軽運動 ヨガ ヨーガ 15 第2,4火 13:30～15:00 吉真　嶽士
20 軽運動 ヨガ ヨーガクラブ 31 火 19:00～20:30 吉真　嶽士
21 茶華道 着付け 着付け 8 月4回金 19:00～21:00 平谷尚子・鈴鹿信子

22 音楽 歌唱 サンデーひろば 15 偶月第１日 13:30～15:00 谷　　純子
23 音楽 合唱 コーラス 20 第2,4日 19:00～21:00 大門　稚咲
24 音楽 合唱 さくら会 25 第1,3木 9:50～11:50 大門　稚咲
25 音楽 その他 謡曲 10 第2,4土 13:30～15:30 臼井　需
26 音楽 詩吟 詩吟 10 第1,2,4木 14:00～16:00 西川　俊信
27 創作 絵画 ポピー 10 第４火 13:00～15:30 岡田孝子
28 創作 絵画 絵手紙 25 第1火 10:00～12:00 峯　誉
29 創作 絵画 水彩画 10 月3回金 13:30～16:00 鍋谷　英治

大宮地区公民館

箕土路青少年会館

常盤地区公民館



公民館・青少年会館　クラブ一覧

施設名 №　 分類 内容 クラブ名 会員 活動曜日 活動時間 講師名（敬称略）
30 創作 その他 古布歩っ歩A 16 第2,4木 13:30～15:30 岡田 艶子
31 創作 その他 古布歩っ歩B 8 第2,4木 13:30～15:30 岡田 艶子
32 創作 その他 パッチワークすみれ 16 第2，4木 13:30～15:30 西村　紀子
33 創作 その他 表装 7 第１水 14:00～17:00 久場　勝
34 創作 その他 文章教室プランタン 6 第１木 10:00～12:00 日高　ハル
35 創作 その他 ペリドット 20 第1火 10:00～12:00 中塚　鞠子
36 その他 演劇 劇団ばらとくす 11 第2，4水 19:00～21:00 相互

大宮地区公民館



学習 軽運動 調理 茶華道 音楽 創作 その他 合計

市立公民館 6 7 2 1 9 8 2 35

市立公民館分館 11 28 1 18 4 1 63

春木地区公民館・春木青少年会館 5 12 1 6 5 29

葛城地区公民館 7 2 6 15

光陽地区公民館 8 11 2 4 25

山滝地区公民館 5 12 1 3 7 28

城北地区公民館 7 25 3 4 8 47

大芝地区公民館 4 14 1 1 2 9 2 33

旭地区公民館 3 31 7 10 1 52

天神山地区公民館 4 7 4 4 19

葛城上地区公民館 1 1

山直地区公民館 4 10 1 3 3 21

久米田青少年会館 2 10 6 6 24

光明地区公民館 2 13 1 5 6 2 29

新条地区公民館 6 14 2 1 11 4 1 39

八木地区公民館 8 21 3 1 3 13 49

常盤地区公民館 10 20 2 7 12 51

箕土路青少年会館 3 7 2 2 9 23

大宮地区公民館 8 12 1 5 9 1 36

合計 96 261 14 11 99 128 10 619

活動団体数表

学習
15%

軽運動
42%

調理
2%

茶華道
2%

音楽
16%

創作
21%

その他
2%

団体数分類別割合

学習 軽運動 調理 茶華道

音楽 創作 その他



学習 軽運動 調理 茶華道 音楽 創作 その他 合計

市立公民館 82 71 18 10 125 95 18 419

市立公民館分館 170 386 10 297 55 13 931

春木地区公民館・春木青少年会館 69 179 13 74 43 378

葛城地区公民館 110 33 58 201

光陽地区公民館 81 184 59 41 365

山滝地区公民館 61 184 12 46 74 377

城北地区公民館 83 392 48 80 101 704

大芝地区公民館 50 232 8 7 17 94 20 428

旭地区公民館 62 585 86 121 11 865

天神山地区公民館 54 96 58 49 257

葛城上地区公民館 3 3

山直地区公民館 73 269 9 33 38 422

久米田青少年会館 38 150 79 79 346

光明地区公民館 29 220 17 80 69 27 442

新条地区公民館 65 162 22 7 156 32 7 451

八木地区公民館 107 447 50 10 44 166 824

常盤地区公民館 168 429 20 143 164 924

箕土路青少年会館 50 124 20 19 92 305

大宮地区公民館 110 195 8 80 118 11 522

合計 1352 4415 185 104 1509 1492 107 9164

活動団体在籍者数表

学習
15%

軽運動
48%

調理
2%

茶華道
1%

音楽
17%

創作
16%

その他
1%

団体在籍者数分類別割合

学習 軽運動 調理 茶華道

音楽 創作 その他


