
№ 団体名 活動内容 サークル紹介文 活動日時 活動場所 会員数 会費 分類 募集区分

1
ビーズ ステッチサー
クル

ビーズアクセサリー
や小物の製作

針と糸を使い、ビーズ作品を作っています。自分で作る楽し
み、またそれを身につける喜びを体感できます。

毎月１回　第３金曜日
午前９時３０分～午後０時３０分

幡豆公民館  ５名 １回１，０００円 料理・手芸・園芸 募集中

2 手編みクラブ 毛糸を使った編み物
編み物が好きな人が集まって、ベストやセーターなど自分の好
きな物を、自由に編んでいます。わからない所は、先輩の人に
教えててもらいます。気楽で自由にやっています。

毎月２回　第１火曜日
　　 午前１０時～正午

幡豆公民館  ９名 年額１，０００円 料理・手芸・園芸 募集中

3
着物リフォームサーク
ル

着物リフォーム
古い着物を洋服に作り変えています。皆さん各自アイデアを出
し、お互いの作品を参考にしつつ、新しいデザインを取り入れ
和気あいあいで、楽しく活動しています。

毎月２回　第２・４木曜日
　　 午前９時～午後５時

幡豆ふれあいセンター  １１名 １回５００円 料理・手芸・園芸 募集中

4 幡豆折り紙の会 折り紙制作
季節に合わせた作品を中心に、平均年齢７０歳の７人で楽し
い先生と和気あいあいな雰囲気で活動しています。脳トレ効果
も期待！

毎月１回　第２金曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

幡豆公民館  ７名 月額１，２００円 料理・手芸・園芸 募集中

5 アロマ＆ハーブの会
アロマテラピー・メ
ディカルハーブ

アロマテラピー、メディカルハーブを使い、クラフトを作成した
り、手作り石けんの教室です。みなさんと楽しくレッスンしましょ
う。

不定期 幡豆公民館  ７名 １回３，５００円 料理・手芸・園芸 募集中

6
ボーイスカウト
西尾第１２団

キャンプ等野外活
動、作物作り

将来、社会で活躍できるように、自分達で考えて活動をしてい
きます。野外活動で自然と触れ合い、活用していくことで創造
力と実行力を養います。

毎月１～２回
　　 不定期

野外、弘法山、公共施
設など

 ２０名
年額２０，０００円

＋実費
青少年・子ども・親子 募集中

7 ヨガサークル　スリヤ ヨガ
ゆったりした呼吸と流れる様な動きのヨガを行っています。運
動の強度としては中程度です。

毎月２回　第２・４水曜日
　　 午後２時３０分～３時４５分

幡豆いきいきセンター  ９名 月額１，０００円 健康・スポーツ 募集中

9
スポーツウエルネス
吹矢西尾絆

スポーツ吹矢
スポーツ吹矢は日本で始まったスポーツです。将来は国体に
参加する予定です。吹矢は腹式呼吸で行う為、健康によいと
いわれます。子供から老人まで楽しめるスポーツです。

毎月２回　金曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

幡豆公民館
室場ふれあいセンター

 １５名
月額２，０００円
＋年３０００円

健康・スポーツ 募集中

11 日本空手道拳和会 空手道の練習
心・技・体、国体、大学、高校、中学、小学の全国大会に向け
て練習しています。２０２０年の東京オリンピックでは空手道参
加です。

毎週１回　土曜日
　　 午後５時～７時

幡豆公民館  ２０名 月額３，０００円 健康・スポーツ 募集中

12 空手道　桜塾 空手の稽古
３歳以上でしたらどなたでも参加できます。空手の動きを取り
入れて楽しく体を動かします。

毎週１回　火曜日
　　 午後７時３０分～９時

幡豆公民館  １０名 月額４，３２０円 健康・スポーツ 募集中

13 幡豆ろうどく練習会 朗読
詩や散文童話などの朗読練習をしています。時には講師をお
招きし、日本語の美しさを表現するための力を楽しく磨き合っ
ています。

毎月１回　第４土曜日
　　 午後２時～４時

幡豆図書館  １６名 年額２，５００円 文芸・学習 募集中

14
西尾教育サークルは
やて

模擬授業、レポート
検討、実践報告

小中学校の先生たちが集まり、よりよい授業ができるようにな
るため、指導方法などについて学んでいます。

毎月２回　第１・３金曜日
　　 午後７時～８時３０分

幡豆公民館
幡豆ふれあいセンター

 １０名 なし 文芸・学習 募集中

15 幡豆俳句教室 俳句勉強会・吟行会
平成１５年より旧幡豆町文協の活動として俳句教室が発足し
た。高齢化により当初１０数名いた会員が減少した。参加者を
歓迎している。

毎月１回　第２日曜日
　　 午後１時～４時

幡豆公民館  ６名 ４ヶ月５，０００円 文芸・学習 募集中

16 幡豆囲碁クラブ 定期活動、囲碁大会
囲碁の愛好者集団です。対局を重ね、全員相互の技術向上と
親睦を図っています。皆様の入会を歓迎します。

毎週１回　土曜日
　　 午後０時３０分～５時

幡豆公民館  １５名
年額１，５００円
＋大会６００円

文芸・学習 募集中

17 幡豆よみきかせの会 絵本の読み聞かせ
幼児から大人まで楽しめる絵本の世界を届けるため読み聞か
せを中心に紙芝居、わらべ唄などを織り交ぜ読み聞かせの会
を開いています。

毎月２回　第１・２日曜日
　　 午前１０時３０分～１１時

幡豆図書館  ２４名 その都度 文芸・学習 募集中

18 ローズの会 トールペイント
木製品をメインに、生活に役立つ雑貨品としてペイントしてい
ます。絵ごころが無くても大丈夫です。楽しく描いていくうちに
上手になれます。

毎月２回　第１・３木曜日
　　 午前１０時～正午

幡豆公民館  ６名
月額１，０００円

＋会場費
芸術・文化 募集中

20 幡豆書道クラブ 書道
書を学んでいると、生活の中で何か役立つことがあるかもしれ
ません。皆さんとふれあい、楽しい時間を過ごしましょう。

毎月２回　第１・３木曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

幡豆ふれあいセンター  １０名 半年６，５００円 芸術・文化 募集中

21
はずボタニカルアート
の会

植物画の勉強会
植物の構造を細部まで観察して、楽しく皆さんと勉強していま
す。春又は秋にボタニカルアート展を開催しています。

毎月１回　第１土曜日
　　 午前１０時～正午

幡豆公民館  １１名 年額５，０００円 芸術・文化 募集中

22 絵画クラブ 絵画作成

月２回２時間公民館にて活動しています。１回は鳥山先生の
絵画教室、絵についての知識・技術を習得しています。他１回
は、それぞれ課題の絵を鳥山先生の指導のもと作成していま
す。その他写生会や親睦会があります。和気あいあいの楽し
いクラブです。

毎月２回　土曜日
　　　午前９時～正午

幡豆公民館  １９名
年額３，０００円

（内文化協会会費
１，５００円）

芸術・文化 募集中

23
はずたのしい絵手紙
の会

絵手紙の練習と作成
講師の指導のもと、主に葉書へ、和気あいあいと、四季折々
の物等を絵にし相手に伝えたい思いの言葉を添えた絵手紙を
かいています。

毎月２回　第１・３水曜日
　　 午前９時３０分～１１時３０分

幡豆ふれあいセンター  ８名 月額１，１００円 芸術・文化 募集中

24 幡豆民舞会 民舞
２００５年の愛知万博を機に発足、以来地元に伝わる歌や踊り
の伝承を目的に楽しい雰囲気の中で稽古を重ね各イベント
や、保育園等で踊っています。

毎月１回　第３土曜日
　　 午後７時～９時

幡豆ふれあいセンター  ３２名 年額１，０００円 歌・芸能・ダンス 募集中

25
ハーラウオ　プアメリ
ア　幡豆モアナ

フラダンス
ハワイの先生に師事し、皆で美しいフラを目指して練習してい
ます。各地のイベントやボランティア活動に参加してフラを楽し
んでおります。

毎月２回　第１・３火曜日
　　 午後７時３０分～８時４０分

幡豆公民館
幡豆いきいきセンター

 １２名 月額２，０００円 歌・芸能・ダンス 募集中

26 五織流　輝樹会 日本舞踊
幡豆地域文協・吉良地域文協を主に西尾等で年８回の舞台を
務める踊りの好きな人の集いです。

毎週１回　土曜日
　　 午後１時～５時

幡豆・吉良・西尾  １２名 月額５，０００円 歌・芸能・ダンス 募集中

27 寿栄貴美会 日本舞踊
老若男女を問わず楽しみながら古典と伝統の美しさ、大切さを
肩を張らずに学びながら踊る事を楽しむ会です。「和」がモッ
トーです。

毎月３～４回　火曜日
　　 午後６時３０分～９時

幡豆ふれあいセンター  ７名 年額２，０００円 歌・芸能・ダンス 募集中

28 こどもの国吟詠会 詩吟の朗詠の練習
社会法人日本詩吟学院認可三河岳風会支部・蒲郡岳風会の
幡豆教場として活動している。詩吟の朗詠に関心のある方の
参加を期待しております。

毎月３回　第１・２・４土曜日
　　 午後２時～４時

幡豆公民館  ５名 月額１，８００円 歌・芸能・ダンス 募集中

29 愛吟会 詩吟の練習
腹式呼吸で漢詩や和歌などを吟じ、健康増進を兼ねて家族的
な雰囲気で雑談も交えながら楽しく練習しております。

毎週１回　火曜日
　　 午後７時３０分～９時

幡豆ふれあいセンター  ４名 月額３，０００円 歌・芸能・ダンス 募集中

30 峰遊会 詩吟

日本吟詠学院・峰遊会として、昭和５５年１月設立し、幡豆地
域文化協会に加入し、はず文協まつり、はず文化祭、芸能祭、
又近隣市町文化協会とも交流し、日本の伝統である吟詠を楽
しんでいます。

毎月３回　土曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

幡豆公民館  ５名 月額１，０００円 歌・芸能・ダンス 募集中

31 コール・メロディシュ コーラス
芸能祭（１１月）に参加することを目標に楽しく練習していま
す。二部合唱が主で、楽譜が読めなくても全く問題ありませ
ん。

毎月３回　第２・３・４土曜日
　　 午後７時～８時３０分

幡豆いきいきセンター  １５名 月額１，５００円 歌・芸能・ダンス 募集中

32
幡豆太鼓波音
－ＮＡＭＩＮＯＮＥ－

和太鼓演奏
三世代によるチーム編成で、月２回の稽古日は和気あいあい
で楽しんでいます。年一回の発表会や幡豆芸能祭で演奏を楽
しんでいます。

毎月２回　第２・４金曜日
　　 午後７時～９時

幡豆ふれあいセンター  １６名
月額

大人４，０００円
小人３，０００円

楽器演奏 募集中

33
三ヶ根マーチングキッ
ズ

マーチングバンド
小学生３年～６年のマーチングバンドです。今年で結成２２年
になります。初心者でも大丈夫ですので入会をお待ちしていま
す。

毎週１回　土曜日
　　 午前９時３０分～１１時３０分

幡豆小学校体育館
幡豆ふれあいセンター

 ２３名 月額１，０００円 楽器演奏 募集中

34
幡豆ハーモニカクラブ
レッドフラワーズ

ハーモニカ練習
髙橋、山本両先生のやさしく丁寧なご指導のもとなごやかな雰
囲気で楽しく練習しています。演奏も依頼があれば伺い、共に
楽しんでいます。

毎月２回　第１・３火曜日
　　 午後３時～５時

幡豆ふれあいセンター  １０名 月額２，０００円 楽器演奏 募集中

35 尺八愛好会
定期練習、発表会、
慰問活動

尺八は日本の古典楽器の中で、日本の詫び、錆びの心を奏で
る楽器です。尺八を通して心豊かに楽しく人生を暮らしましょ
う。

毎月２回　第１・３土曜日
　　 午後５時～９時

幡豆ふれあいセンター  ５名 年額４，０００円 楽器演奏 募集中

36 オカリナハートズ オカリナ
ジャンルを問わない選曲でアンサンブルに取り組んでいます。
少しでも癒しの音色が出せるように練習に励んでいます。

毎月２回　第１・３火曜日
　　　午後１時３０分～３時

幡豆公民館  ７名 月額２，０００円 楽器演奏 募集中

37 ウクレレ同好会 ウクレレの演奏
講座で参加された方が延長して、いろいろな曲を練習していま
す。

毎月１回　第４土曜日
　　 午前１０時～１１時３０分

幡豆公民館  ５名
月額１，２００円

＋会場費
楽器演奏 募集中

38 幡豆ボカシづくりの会 ボカシ作り
定期的にボカシ作りをし、ボカシを使ってゴミの減量や肥料化
を行い、会員それぞれが家庭菜園、園芸に利用し楽しんでい
ます。

６・９・１２・３月の第３土曜日
　　午前８時３０分～１０時３０分

東幡豆漁業協同組合市
場

 ３４名 年額１，０００円 語学・その他 募集中
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39
三河ラブスマイルクラ
ブ

アマチュア無線

三河ラブスマイルクラブは幡豆地域を中心に活動するアマ
チュア無線愛好者のクラブです。アマチュア無線の交信運用
及び技術情報の交流を行っています。クラブ員２２名発足以来
４０年間会報発行し、JA２ZLFで運用中。

毎月２回　第１・２土曜日
　　 午後７時３０分～９時

幡豆地域  ２２名 月額４００円 語学・その他 募集中


