
【中央公民館　利用サークル】

№ サークル名 活動日 活動内容

1 歌声広場小川のほとり 隔月第3土13～16 歌声広場

2 英会話サークル 第1～4火19～21 英語の勉強、会員相互の親睦

3 ＮＰＯ小川町風土活用センター（NPOふうど） 不定期 メタン発酵槽の運営

4 小川絵手紙サークル 第1・3水13～16 絵手紙の勉強

5 小川町フォークダンスサークルフラワー 第1・2・4月13～16 フォークダンスの練習

6 小川観世クラブ 第2・4月13～16 観世流謡曲の稽古

7 小川混声合唱団 第2・4土13～16 コーラスの練習

8 小川山野草の会 不定期 山野草の展示会、植物の観察会

9 小川書道会 第1～3土19～21 書道の練習

10 小川点訳ボランティア「かたつむりの会」 第1・3・5水10～12 点字の勉強

11 小川町手話サークル 毎木20～21 手話の練習、勉強

12 小川木彫サークル 第2・4水13～16 木彫の制作、勉強会

13 おがわ町九条の会 不定期 日本国憲法の学習、講演会、たより作成

14 おがわウインドアンサンブル 不定期 吹奏楽の練習・演奏

15 小川町ひまわり手話サークル
第1～5月10～12
第1～5金19～21

手話の学習、役員会、手話普及等

16 おがわ書道教室
第1･2･4月16～18
第1～4水17～18
第1･3土10～12

書道練習

17 小川ハーモニカ愛好会 不定期 ハーモニカ演奏練習

18 こ～る・あんだんて
第1･3･5木10～12
第2･4木9～12

コーラスの練習

19 古文書の会 第1・3木10～12 古文書の勉強

20 姿勢☆骨盤体操サークル 第1・3水10～12 体操

21 自彊術教室 第1･2･4木10～12 健康になるための体操

22 太極拳友好会 第1～3金13～15 身心の向上と共に会員の親睦を図る

23 七夕おどり愛好会 不定期 七夕おどり練習

24 太極拳拳栄会 第1・3木13～15 太極拳の練習

25 埼玉小川町断捨離®会 不定期 断捨離の勉強会・発表会

26 日本棋院小川支部 第1～5日9～16 囲碁定例会

27 ピリアロハ・フラ 第1・2・4土10～12 フラダンスの練習

28 フラサークル・プアマナ小川 第1・3火10～12 フラダンスの練習

29 ポーハクマイカイフラサークル 不定期 フラダンスの練習

30 ホォレア　リコレフア 第2・4・5金17～19 フラダンスの練習

31 山峡俳句会 第2木13～17 俳句会

32 ゆったりヨガサークル 第1～4金10～12 ヨガ

33 立春会 第1～5火・金9～16 囲碁の研修

34 レ・パショネ 第1･3･4木12～16 うたとピアノ

【大塚コミュニティセンター　利用サークル】

Ｎｏ サークル名 活動日 活動内容

1 小川民謡会 毎週月10～12　 民謡練習

2 折紙サークル 第4金10～12 折紙作品製作

3 大塚エアロビクスサークル 毎週水13～15 エアロビクスの練習

4 小川カラオケ同好会 第1・3土13～16 カラオケ

5 小川ハーモニカ愛好会 第2・4日14～16 ハーモニカ演奏練習

6 季陽会 第4日9～17 油彩制作

7 喜いちごクラブ 第1・4火18～21 茶道の練習

8 パレット水彩画 毎週水  9～12 水彩画の練習

9 パンドラの音楽箱 月2回月18～21 コーラスの練習

10 ひびき会　雪 月３回土11～12 日舞

11 ひびき会　桜 月３回土10～11 日舞

12 フラワーサークル「はる菜づき」 不定期 ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ作成

公民館サークル紹介及び会員募集
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Ｎｏ サークル名 活動日 活動内容

13 フィットネスサークル 月3回土日13～16 ヨガ、フラダンスの練習

14 民謡の竹和会 第1～4金13～16 唄、尺八、三味線

15 むらさき句会 第1金13～16 俳句、推敲

16 やよい 月4回月木13～15 三味線

17 友楽カラオケ会 第1・3月13～16 カラオケの練習

【大河公民館　利用サークル】

Ｎｏ サークル名 活動日 活動内容

1 大河絵手紙サークル 第2・4水13～16 絵手紙の練習

2 大河切り絵サークル 第3火14～16 切り絵作品つくり

3 大河書道会 毎週木19～21 書道教室

4 大河太極拳愛好会 第１・2・3・４金17～19 太極拳の練習

5 小川町﨔支部吹矢Ｓ.Ｗ.Ｃ 毎週水10～12・19～21 スポーツ吹き矢練習

6 カマアイナス 第2・4土10～12 ウクレレ演奏活動

7 写団どんぐりの会 第3土16～20　他 写真技術の向上を図る

8 秀麗会（大河教室） 第１・2・4火13～16 民舞踊・新舞踊

9 秀麗会ジュニア教室 不定期 民舞踊のおけいこ

10 秀麗会 民舞・新舞 小川教室 第１～3土10：30～14 踊り練習

11 自彊術（大河） 第１～3火10～12 健康体操

12 箏曲サークル 第1・3日13～16 琴の練習

13 大正琴花みずき 第2・4金13～16 大正琴の練習

14 大正琴すみれ会 第1・3金13～16 大正琴の練習

15 チェリーブロッサム 第1・3金10～12 フラダンスの練習

16 ハーモニカサークル 第1水10～12 ハーモニカ練習

17 福の会 第2・4土10～12、第3木9～12 お点前の練習

18 フラワーデザイン 第2火10～12 フラワーアレンジメント

19 ミノアカ 第2・4土10～12 フラダンス練習

20 ヨーガサークル 第2・4木13：30～15 ヨーガの練習

21 リコレフア 月2回 金17～18 フラダンス

22 吾始紙サークル 第4金14～16 和紙絵製作

【竹沢公民館　利用サークル】

Ｎｏ サークル名 活動日 活動内容

1 OGC 第2金14～18 男の料理教室

2 絵手紙サークル「ゆず」 第2・4水10～12 絵手紙

3 おがわハンドベルサークル 第1・3火10～12 ハンドベルの練習

4 小川武術太極拳クラブ 第4木19～21 武術太極拳の練習

5 小川町グラウンド・ゴルフ協会竹沢支部 不定期 健康増進と交流

6 親子英会話 第2・3・4金17～18 英会話の練習,習得

7 茶道和みの会 第2・4水9～12 茶道の練習

8 散歩・俳句ｉｎｇの会 第2土15～17 俳句に関する学習

9 しのぶえサークル(篠美音） 第1・2・3・4・5木10～12 篠笛の練習

10 書典会竹公支部 月4回水19～21 書の練習

11 大正琴「竹姫」 第1・3火13～16 大正琴の練習

12 竹沢英会話サークル 第1・319～21 英会話の練習

13 竹沢切り絵サークル 第2金10～12 切り絵の勉強

14 竹沢陶芸クラブ 第1・3土13～17翌日 9～17 陶器の作製

15 竹沢民謡カラオケ会 第1・2・3・4水19～21 カラオケ練習

16 竹沢ヨーガサークル 第1・3木13～15 ヨーガの実習

17 竹沢ヨーガサークルB 第2・4金10～12 健康維持・増進のため

18 チャイムドレミ 第1・3木13～15 トーンチャイムの練習

19 津軽三味線「訓悠会（さとゆうかい）」 第2・4土15～17 三味線・民謡の練習

20 篆刻教室「蒼」 不定期 篆刻技術の修得

21 なかよしパッチ―ワーク 第2・4水13～16 パッチワーク作り



公民館サークル紹介及び会員募集
Ｎｏ サークル名 活動日 活動内容

22 花みずきダンスサークル 第1・2・3金19～21 ソシアルダンスの練習・発表

23 フラダンス・プアリリイ 第4火13～15 フラダンスの練習

24 文学サークル 第1・3火13～16 古典「今昔物語集」の学習

25 ほほほ隊たけざわ 不定期 ｳｫｰｷﾝｸﾞ

26 よさこい竹沢金勝クラブ 第1・3土13～15 鳴子踊りの練習

27 歴史を学ぶ会 第2土10～13 歴史の学習

【八和田公民館　利用サークル】

Ｎｏ サークル名 活動日 活動内容

1 明日花ハイキング友の会 第1火19～21 軽登山、ハイキング

2 ｵｶﾘｰﾅｻｰｸﾙ ピュアアイズ 第2水10～12 ｵｶﾘｰﾅ演奏の練習

3 おがわウィンドアンサンブル 不定期 吹奏楽の練習・演奏

4 小川混声合唱団 不定期 コーラス練習

5 小川陶芸サークル
第1、2、3金
13～16、18～21
第1・3土13～17　他

陶芸制作

6 小川バラ会 不定期 バラ栽培の講習等

7 おがわミュージックサークル 第2･4火14～16 ﾊｰﾓﾆｶとｷﾞﾀｰの練習

8 小川町欅支部吹き矢SWC 土10～12 スポーツウェルネス吹き矢

9 小川民謡会 毎週　金13～16 民謡の練習

10 沖縄舞踊美ら 第1・3木13～15 沖縄舞踊の練習

11 カトレア会 第1･2･3土14～16 社交ﾀﾞﾝｽの練習

12 玉麟書道会 第1・3土19～21 書道練習

13 グラス・アート 第1火9～12 グラスアート作品制作

14 古典を読む会 第1・3火　10～12 古典を読み、文化歴史を学ぶ

15 自彊術サークル　リフレ 金13～15 健康体操

16 篠笛サークル 金10～12 篠笛演奏

17 清楓会 第1・3金10～12 硬筆・毛筆の練習

18 手仕事サークル 第2・4水 9～12 作品製作

19 日本画　栗の会 第1・3金10～12 絵画教室

20 花みずき小川ダンスクラブ 第1～4土曜日18～21 社交ダンスの練習

21 ピアノサークル 第2・4火12～15 ピアノレッスン

22 マム・アダージョ 第2･4金19～21 コーラスの練習

23 八和田ｱﾏﾁｭｱ無線愛好会 不定期 無線技術の向上

24 八和田太極拳サークル 第1～4火9～12 太極拳の練習

25 八和田民謡会 第1～4木19～21 民謡の練習

26 楽描き絵手紙サークル 第2・4木9～12 絵手紙の勉強会

27 リトミック　こあらっこ 月2回火10～12 親子で音楽に合わせてスキンシップ

≪小川町の公民館等施設≫

◎　中央公民館（大塚５５） ☏　７２－０３４２
◎　大塚コミュニティセンター
　　　　　　（大塚８９７－１）

☏　７１－１０６１

◎　大河公民館（腰越４３） ☏　７２－００３１

◎　竹沢公民館（勝呂７９９） ☏　７２－１１７４

◎　八和田公民館
　　　　　　（上横田１７７６）

☏　７３－０５４８

◎ この「公民館サークル紹介及び会員募集」は、小川町の各公民館等で、いきいきと活動されているサークルの

みなさん（紹介と会員募集を希望される団体）をご紹介しています。（令和2年1月1日現在で集計）

◎ 「活動の内容が知りたい」、「活動の様子を見学してみたい」、「ぜひ入会したい」など

サークルへのお問い合わせは、その団体の代表者の方に直接ご連絡ください。

※代表者の問合せ先は、公民館までお問合せください。

◎ お問い合わせの際は、お電話のおかけ間違いのないようにお願いいたします。

◎ この「公民館サークル紹介及び会員募集」には個人情報が含まれているため、そのお取扱いには十分に

ご注意ください。また、本サークル紹介の目的以外でのご利用は固く禁じます。


