












部門 クラブ・サークル名 代表者氏名 電話 活動日 活動場所 活動時間 会費

１　

教
養
・
ビ
ジ
ネ
ス

手話 岐南手話サークルわかば 岡安　有里 090-1562-4330 火曜日 中央公民館 19：30-21：30 年　4,800円

パソコン 岐南パソコンクラブ ＊ 090-4216-1696 第２第４水曜日 ほほえみ会館 9：00-12：00 月　1,000円

パソコン 
タブレッ
ト

パソコンクラブ＠HOME ＊ 245-3267 第２第４土曜日 南町民センター 9:30-12:00 １回 1,000円

パソコン パソコンのいろは 川出　宗一 246-8196 第２第４水曜日 三宅町民センター 19:00-21:00 月　1,000円

２　

手
工
芸

工芸 オリジナル白磁ポーセラーツ 谷藤　真由美 271-5852　　　　
（速水） 第２木曜日 南町民センター 10：00-12：30 月　1,000円

工芸 ステンドグラス制作 池田　千代子 245-4620 第1第3火曜日 中央公民館 17：30-21：30 月　1,000円

工芸 レザークラフト　クラブ 澤田　花子 090-9180-0516 第２第４火曜日 岐南町実習室 14：00-16：00 月　2,300円

工芸 籐細工 小関　和代 090-4113-4008 第２第４水曜日 西町民センター 9：30-12：00 月　2,000円

手芸 すみれ・編み物会 伊藤　知賀子 245-2409 第１第３月曜日 平島公民館 13：30-16：00 月　1,500円

手芸 パッチワーク　カーディナルス 成瀬　悦子 272-1984

第2第4日曜日  ほほえみ会館 13：30-15：30

１回 1,000円第1第３
火・金曜日

講師宅

火・金曜日 
13：00-15：00

第1第３
木曜日

木曜日 
19：30-21：30

手芸 パッチワークキルトサークル 
サンローズ 岡崎　三重子 090-3580-5946 第1第３水曜日 南町民センター 19：00-21：30 月　2,100円

手芸 ハンドメイドクラブ 大竹　恵子 272-3756 第2第4火曜日 中央公民館 9：30-12：00 月   　500円

洋裁 小山洋裁教室 山田　和加 275-6135 第２第４金曜日 南町民センター 13：00-16：00 月　2,000円

陶芸 陶岐窯クラブ 小出　悦司 271-5374 第２第４金曜日 岐南町実習室 13：00-17：00 年　6,000円

ちぎり絵 しゅんこうの和紙ちぎり絵 鈴村　加代子 245-9792 第1第３水曜日 ほほえみ会館 10：00-12：30 １回   600円

３　

音
楽

合唱 アカペラ　ムジカ 稲葉　由美枝 090-5113-2700 第２第４水曜日 ほほえみ会館 13：15-15：15 月　1,500円

合唱 クール・ラ・メール 伊藤　正子 246-9535 第1第２第4木曜日 西町民センター 9：00-12：00 月　3,000円

ハーモニカ ハーモニカ岐南フレンドシップ 多和田　繁信 246-5988 
090-6462-5638

第２火曜日 
第４金曜日 平島町民センター 9：30-11：30 年　4,000円

和太鼓 夢飛翔太鼓 小松　雅彦 248-7589 金曜日 南町民センター 19：00-21：00 月　1,000円

邦楽 琴城流大正琴もみじ 小関　和代 090-4113-4008 第1第2第3火曜日 西町民センター 9：00-12：30 月　4,000円

邦楽 梶の葉会 下田　慶子 247-2488 第1第３金曜日 ほほえみ会館 19：00-21：30 月　2,000円

邦楽 橘会 葛谷　静枝 090-4266-5985 第２第４水曜日 南町民センター 19：30-21：30 月　1,000円

邦楽 篠笛サークル 鷲見　武敏 080-5296-4664 第2第4火曜日 ほほえみ会館 13：00-16：00
月　1,200円 
篠笛購入代 
2,000円

オカリナ オカリナどれみ 津田　泰子 090-5100-7636 第1第3水曜日 三宅町民センター 9：30-11：30 月　  500円

部門 クラブ・サークル名 代表者氏名 電話 活動日 活動場所 活動時間 会費

４　

絵
画
・
書
・
和
歌

短歌 岐南町短歌教室 鈴木　美智子 090-9928-9218 第３金曜日 南町民センター 9：30-11：30 月 　  500円

絵画 岐南町絵画クラブ 大塚　勝 090-8422-5911 第１第３水曜日 中央公民館 19：00-21：00 月 　  500円

書 写経の会 上杉　悦子 247-3118 第１第３水曜日 
第2第4火曜日

野中　安浄寺　　　　
上杉宅　　　 10：00-12：00 月　1,500円

書 墨友クラブ 鈴木　富子 247-1047 第１第３金曜日 徳田町民センター 9：00-12：00 月　1,600円

書 やさしい書道 ＊ 080-9118-5200 第１第３木曜日 東町民センター 13：30-16：30 月　2,000円

絵手紙 縁の絵手紙 松本　ふき子 090-3423-5777 
（横山）

第２火曜日
第２金曜日

中央公民館 
北町民センター 10：00-12：00 月　1,000円

水彩画 おもしろ水彩画 津川　寿子 090-3423-5777 
（横山） 第1木曜日 三宅町民センター 10：00-12：00 月　1,000円

５　

舞
踊
・
ダ
ン
ス
・
健
康

ダンス 岐南町レクダンス・フォーク
ダンス花の和FDC ＊ ＊ 火・水曜日 北町民センター 13：30-15：30 月　1,500円

ダンス フレンズ岐南フォークダンス
クラブ 片桐　多津子 245-2909 火曜日 

第2第4土曜日 三宅町民センター 火9：30-11：30 
土13：30-15：30 月　1,000円

ダンス 優雅にフラダンス 板橋　美枝子 246-9905 金曜日 ほほえみ会館 10：00-12：30 月　3,200円

ダンス 優雅にフラダンス　中級 板橋　美枝子 246-9905 第1第2第3木曜日 三宅町民センター 18：30-20：30 月　3,500円

ダンス 優雅にフラダンス　入門 板橋　美枝子 246-9905 第1第2第3火曜日 東町民センター 18：３0-20：30 月　2,700円

ダンス ゆめクラブ岐南 正村　陽三 090-4869-5709 木曜日 北町民センター 19：00-21：30 月　3,000円

舞踊 岐南音頭保存会 武井　美都子 273-0673 第1第３木曜日 中央公民館 13：30-15：30 年　5,000円

舞踊 若扇会 吉田　加代子 090-2779-0590 水曜日 徳田町民センター 10：00-17：00 月　5,000円

ダンス レッスンサークル　サンライズ 川出　育子 090-1419-5956 水・土曜日 東町民センター 18：50-20：50 月　2,800円

ヨガ ヨガサークル 武藤　美恵 090-9265-9291 水曜日　 三宅町民センター 10：00-12：00 月　1,400円

リトミック 親子リトミック　１・２歳児 瀬野　千尋 090-7694-4817 金曜日 南町民センター 10：00-12：00 月　3,500円

体操 ハッピー健康クラブ 高橋　富江 337-7077 金曜日 三宅町民センター 10：00-12：00 月　2,000円

体操 肩こり・腰痛予防の３Ｂ体操 渡部　クニ子 090-1290-4967　
（岸）

第2第3第4土曜日
第1木曜日 北町民センター   10：00-11：30

  10：00- 月　2,000円

エクサ
サイズ バランスボール　エクササイズ ＊ 080-1601-8698 第2第４水曜日

金曜日 北町民センター 10：30-11：30
18：30-20：30 月　3,000円

太極拳 太極拳　木曜会 高橋　信子 271-0395 第1第2第3木曜日 西町民センター 9：30-11：30 月　1,500円

６　

花

華道 桂川いけばなサークル 西川　和子 272-0819 金曜日（月2回） ほほえみ会館 13：30-16：00 月　2,000円

華道 いけ花　フラワーアレンジメント 岩砂　清子 245-2990 第１第２第３
火曜日 ほほえみ会館

第1第3火曜日 
9：30-16：00 
第2火曜日 
13：00-16：00

第1・3火（生け花）
1回900円

第2火(フラワー)
　1回2,000円　 

その他
1回800円

菊づくり 岐南菊友会 葛谷　和彦 090-7854-0509 土曜日（月１回） 岐南町実習室 14:00-16:00 年　5,000円

園芸 徳田ねぎづくり伝承サークル 正村　英司 271-4016 土曜日または日曜日 南町民センター南畑 9:00-12:00 年　2,000円

７ 

料
理

パン クロワッサンクラブ 鈴木　幸子 274-2473 第１土曜日 防災コミュニティー
センター 9:00-12:30 月　2,100円












