
　　　《料理・手芸・園芸》

№ 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 会員

1 そば友サークル 手打ち麺

西尾市主催の手打ち麺体験教室体験者有志が集まり、発足：
２０１０年４月松井吉雄氏の指導を仰ぎながら、月１回の開催
で「明るく、楽しく、時たま激しく、笑いの絶えない」サークルで
す。そば打ち体験したい方、一度見に来てください！

毎月１回
　　午前９時～正午
　　午後１時～３時３０分

鶴城ふれあいセンター  １４名 月額１，８００円 募集中

2
かわいい和菓子を作
る会

和菓子作りの実習
和菓子ってきれいだな。かわいいな・・・。おうちで和菓子が作
れるって楽しいことなんです。難しい技術や特別な道具を使わ
ず和菓子作りを楽しんでいます。

毎月１回　第１日曜日
　　午前９時３０分～正午

室場ふれあいセンター  １２名 ３ヶ月７，５００円 募集中

3 マクロ美
マクロビオティック料
理

野菜中心のマクロビオティック料理をにぎやかに作っていま
す。

毎月１回　第２火曜日
　　 午前１０時～午後１時

吉良町公民館  １２名 月額１，０００円 募集中

4 素敵ママの会 調理・栄養学
“食べたもので体と心はつくられる”ことを基本に、体と心にや
さしい料理の提案とプチ栄養学のお話をする仲間です。

毎月１回
　　 午前９時３０分～午後１時

矢田ふれあいセンター  ５名 １回５００円～１，０００円 募集中

5 米津さわやか会
生花・パッチワーク・
紙粘土・手描友禅・
他

さまざまな学習をしています。会話もはずみ和気あいあいで楽
しく行っています。

不定期 米津ふれあいセンター  ５０名

年会費　３００円
生花　月額２，５００円

パッチワーク　年額５，４００円
紙粘土　年額２，０００円
友禅　年額２，４００円

募集中

10 エレガント洋裁 洋裁、バック作り 着物、洋服用の生地で洋服、バック、小物作り。
毎月３回　第１・２・３火曜日
　　午前９時～正午

中央ふれあいセンター  １８名 月額２，０００円 募集中

11 夕顔会 洋裁
一枚の布が素敵な洋服に！流行や好みのデザインを体型に
合わせて縫えます。子供や孫の服もＯＫ。手先と口の運動の
楽しいサークル。

毎月　第２・４水曜日
　　 午前９時～午後４時

八ッ面ふれあいセンター  １０名 １回１，０００円 募集中

12 ちくちく教室 洋裁
各々の好きな物・服・バッグを好きな布地で楽しく縫っていま
す。

毎月２回　第１・３火曜日
　　 午前９時～午後５時

八ッ面ふれあいセンター  １３名 １回１，０００円 募集中

13 あさがお教室 洋服製作
毎月第１・３水曜日八ッ面ふれあいセンターにて古川節子先生
のご指導を受け着物のリメイクや洋服・小物を楽しく作ってい
ます。

毎月２回　第１・３水曜日
　　 午前９時～午後５時

八ッ面ふれあいセンター  １０名 月額１，５００円 募集中

15
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 募集中

16 吉祥結びの会 中国結びの作品作り
一本の紐で様々な基本結びを習得して、基本結びからの変化
とか組み合せをアートしながらさまざまな作品を作っている団
体です。

毎月２回　第２・４火曜日
　　午後１時３０分～４時

中央ふれあいセンター  ８名
　　　月額１，０００円
　材料費別（個人持ち）

募集中
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18 モアモアキルト パッチワークキルト
６０代中心のシニアグループです。自分達の欲しい作品を一
緒に作ります。メンバーの作品が見られるのも楽しみです。会
話を楽しみながら和気藹々と制作活動に取り組んでいます。

毎月１回　第３火曜日
　　午後１時３０分～３時３０分

中央ふれあいセンター  ８名 月額１，０００円 募集中

19 キルトクラブ パッチワーク他
家にある布、いただいた布を工夫してバック・タペストリーな
ど、色々な物を作っています。出来るととっても嬉しいです。仲
間になりませんか。

毎月２回　第２・４火曜日
　　　午後１時～４時

福地ふれあいセンター  ７名 月額２，０００円 募集中

20 一針一針の会
ポジャギ
（韓国のパッチワー
ク）

「布のステンドグラス」と言われているポジャギを中心にメドゥ
プ（紐結び）。刺繍を学んでいます。

毎月２回　第２・４水曜日
　　 午前１０時～正午

鶴城ふれあいセンター  １０名 月額２，０００円 募集中

23 和み会 ちりめん細工作り
ちりめんの和布を使い、四季の花や野菜、つるし飾り等を作り
ます。干支作りも毎年の楽しみになっています。

毎月１回　第４土曜日
　　 午後１時～４時

八ッ面ふれあいセンター  １３名 月額１，５００円 募集中

24 つぼみの会 ちりめん細工
講座終了後に有志で会を立ち上げ、毎月１回季節に合った各
種ちりめん細工（講師のオリジナル作品）を会員全員楽しく作
成しております。

毎月１回　第２金曜日
　　　午後１時～５時

鶴城ふれあいセンター  ８名 月額１，０００円 募集中

25 きものサークル三和 ミニきもの等作成 ミニきものを楽しく作成しています。
毎月１回　水曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

三和ふれあいセンター  １１名
月額１，０００円

＋材料費
募集中

26
ちりめん細工　ひぐち
会

古布を使っての細工
物

古布を使って季節に合った、かわいらしい小物を作っていま
す。先生オリジナルの作品で楽しく作品を製作しています。

毎月１回　第１木曜日
　　 午後１時～５時

一色町公民館  ７名 月額１，０００円 募集中

28
ビーズｄeアクセサ
リー　円の会

ビーズアクセサリー
づくり

天然石・ビーズ等を使って流行のアクセサリーを作っていきま
す。平均年齢６０歳の皆さん方ですが、毎回楽しく雑談をしな
がら作品作りに励んでいます。興味のある方はどうぞ！

毎月２回　第２・４土曜日
　　 午前１０時～正午

米津ふれあいセンター  ５名 月額２，０００円 募集中

29
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 募集中

31 表装一樹会 表装
着物、自分で書いた書、てぬぐい、風呂敷等を使って軸装にし
て、楽しんでいます。

毎月１回　第３水曜日
　　　午後１時～５時

福地ふれあいセンター  １０名 月額６００円 募集中

32 かぎ編み 編み物
いろいろな年代の方が自分のペースにあわせて編みたい作
品を作っています。

毎月１回　第３火曜日
　　 午前９時～正午

西野町ふれあいセンター  ５名
月額５００円

部屋代
募集中

34 折り紙 折り紙
紙を折る遊び、造形の遊び、誰でも簡単に楽しめるものです。
日常を離れしばらく紙と向き合う一時を楽しんでいます。

毎月１回　第１金曜日
　　 午前１０時～正午

西野町ふれあいセンター  ８名 月額１，０００円 募集中
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35 折姫 折り紙 毎回楽しく習っています
毎月１回　第１火曜日
　　　午前１０時～正午

福地ふれあいセンター  １３名 月額１，０００円 募集中

36 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 募集中

37 山の幸染め 染色
紙染料を使い、アイロンで染める手軽な染色です。少人数で
和気あいあいとおしゃべりしながら作ります。初心者大歓迎！

毎月２回　第２・４日曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

八ツ面ふれあいセンター  ５名 月額３，２４０円 募集中

38 ステンドグラス同好会
ステンドグラスで作る
作品（ランプミラー
等）の製作

少人数で和気あいあいの中、自分の好きな作品を優しい先生
の指導のもと楽しみながら作っています。

毎月２回　第１・３水曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

吉良町公民館  ５名
月額３，０００円

＋材料費
募集中

39 籐クラブ 籐手芸
籐を使って小さい物から大きい物まで自分の作りたい物を製
作しています。いつも笑いあり楽しく活動しています。（見学は
OKです）

毎月２回　第２・４木曜日
　　 午前９時～１１時３０分

横須賀ふれあいセンター  １１名 月額１，２００円 募集中

40 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 募集中

42 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 募集中

43

西尾市地域包括支援
センター平坂・たんぽ
ぽクラブ

手芸
地域の高齢者を対象にした手芸教室。季節の行事（お正月・
雛祭り・５月節句・クリスマス等）に合わせて作品作りをしてい
ます。

毎月１回　第３金曜日
　　 午前９時３０分～１１時３０分

矢田ふれあいセンター  ２０名 １回３００円 募集中

44 ステキ！　一閑貼り 一閑貼り習得
竹かごや箱に和紙を貼って、柿渋で仕上げ、私だけの小物入
れやバッグを作っています。おしゃべりしながら楽しくやってま
す。

毎月１回　第１火曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

矢田ふれあいセンター  １０名
月額１，０００円

＋材料費
募集中

45
スクラップブッキング
サークル

アルバム作り
写真を台紙にデコレーションして貼り、手作りアルバムを作っ
ています。絵本のようなアルバムが出来ます。お子さん連れ
OK！

毎月１回　不定
　　 午前９時３０分～正午

鶴城ふれあいセンター  ８名 １回１，０００円 募集中

46 ペーパークラフト ペーパークラフト 楽しみながら作るを基本に取り組んでます。
毎月３回　木・金曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

福地ふれあいセンター  １３名 １回５００円 募集中

47
エコクラフト細工クラ
ブ

クラフトテープを使っ
た小物製作

クラフトテープを使ってバック、小物を製作しています。自分の
好きな色のバック、小物、置き物をおしゃべりしながら製作し和
気あいあいあいと活動してます。

毎月１回　第３金曜日
　　 午後１時３０分～４時

室場ふれあいセンター  １２名
月額７００円

＋部屋代(年額３００円）
募集中
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48 トトロクラブ
エコクラフトで小物、
篭などを作成

現在、会員数１０人、全員女性、経験年数はさまざま。月２回
出席し小物や篭、バッグ等の作り方を学ぶ。

毎月２回　第１・３木曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

室場ふれあいセンター  １０名 月額１，４００円 募集中

49 スィーツ女子会
クラフトバンドで手作
り小物

クラフトバンドで小物やバッグを作成しています。活動時間内
出入自由、どこの教室でも参加自由、ご自分のペースに合わ
せてご参加ください。各自好きなものを作ってクラフトを楽しん
でます。

寺津：毎水午後１時～５時
八ッ面：毎木午前９時～正午
矢田：毎土午後１時～５時
吉良公：毎木午後１時～５時

寺津、八ッ面、矢田フふ
れあいセンター・吉良公
民館

 ３０名
毎月１～２回
　１回１３００円
　３回目以降：１回１０００円

募集中

50 ラ・ラ・ブーケ シャドウボックス
数枚の紙を重ねて、立体的にみせる３Ｄアートです。「それ
何ー？」って思った方は、是非見学に来て下さい。

毎月２回　第１・３水曜日
　　 午前１０時～正午

八ッ面ふれあいセンター  ６名 １回１，２００円 募集中


