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№ 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 華道山村御流 生け花
「花は野にあるように」をモットーに、自然の草木が持つ本来の
美しさを生かした生花です。西尾で山村御流を学べる貴重な
教室です。

毎月２回　 第１・３火曜日
　　午後６時３０分～８時３０分

中央ふれあいセンター  ５名 月額８，０００円 募集中

3 楽しいいけばな 生け花
初めての方でも気軽にできるくらしの中のいけばなを、自分ら
しく楽しくいけています。

毎月２回　第２・４金曜日
　　 午後６時３０分～８時３０分

西野町ふれあいセン
ター

 ５名 １回７５０円 募集中

4 華遊会 生け花　（池坊）
花の稽古におしゃべりの花が咲き、月に一度の抹茶ディーで
話が弾み、年一度のフェスティバルで花の展示、後日食事会、
皆んな笑顔です。

毎月３回　第１・３・４木曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

一色町公民館  １５名
月額３，０００円

＋花代
募集中

5 光雪会 真生流生け花練習

（真生流の生け花の練習をしています。）幅広い年齢層の方が
見え、花を通じて季節を感じることが出来ます。また盛り花だ
けではなくアレンジメントや造花なども取り入れて練習していま
す。

毎月２回　第２・４土曜日
　　 午後６時～９時

横須賀ふれあいセン
ター

 １２名 月額４，５００円 募集中

6 池坊　花遊会 いけばな
池坊いけばなのレッスンです。花や木が好きな人ばかりで活
動してます。生活の中の癒しでありたい趣味で、日本の伝統
文化です。

毎週　土曜日
　　 午前９時３０分～午後１時

矢田ふれあいセンター  ５名 １回２，０００円 募集中

9
フラワーサークルぷ
らっつ

フラワーアレンジ、プ
リザーブド、ブーケ等

生花、プリザーブド、ブーケ、造花、小さなものから大きな作品
など、初～上級者まで楽しんでいただける自由参加のアレンジ
教室です。

毎週　火曜日
　　 午前１０時～正午

三和ふれあいセンター  ２０名
月額２００円
＋お花代

募集中

10 俳華クラブ
生け花　俳句　俳画
教室

夜のひとときに活け花をしながら俳画を描いたり、俳句を考え
たりと楽しんでいます。先生は男の先生（斉藤心海先生）でと
てもダンディで優しく教えてくださいます。

毎月３回　木曜日
　　午後７時～９時

寺津ふれあいセンター  ７名 月額２，４００円 募集中

11 宗静会 お茶と着付け
お手持ちのきものでお茶を楽しみませんか。もちろん洋服でも
かまいません。

毎月２回　日曜日
　　 午後１時～３時

西野町ふれあいセン
ター

 １０名 経費実費 募集中

12
西野町ふれあいセン
ター茶道クラブ

茶道（表千家）
茶道を通して人格の高揚、おもてなしの心などを学習しつつ、
盆おどり、供養祭、初釜、フェスティバルへの参加、協力をして
います。

毎月２～４回　土曜日
　　　午後１時～５時

西野町ふれあいセン
ター

 １４名 月額１，０００円 募集中

13 茶和の会
茶道裏千家の勉強
会

稽古の時は、自分だけの時間として、緊張したり、息抜きをし
たり、とても良い時間を過ごす事ができます。

毎月２回　第２・４土曜日
　　 午後１時～５時

西野町ふれあいセン
ター矢田ふれあいセン
ター

 ５名 １回１，０００円 募集中

14 表千家　お茶の会 茶道のお稽古
おいしいお茶とお菓子！茶道を通して季節を感じ、おもてなし
の心を学べます。

毎月２回　第２・４木曜日
　　 午後６時３０分～９時

西野町ふれあいセン
ター

 ８名 月額１，５００円 募集中

17
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15 堤会 書道

私たち堤会は、毎月２回第１・３水曜日に西尾市中央ふれあい
センターで活動しています。少人数ですが、和気あいあいと講
師の判治先生を中心に古典や臨書や自分で作品を仕上げる
創作活動をしています。

毎月２回　第１・３水曜日
　　午後１時～５時

中央ふれあいセンター  ７名 月額３，５００円 募集中

16 金曜書道クラブ 書道 楽しくお稽古しております。
毎月２回　第１・３金曜日
　　 午前１０時～正午

福地ふれあいセンター  １３名 月額２，０００円 募集中

17
茶ノ花会
習字クラブ

書道

初心者から検定候補者までの幅の広い集団です。書き順を考
えて、指先、手首を動かして毛筆に慣れております。認知症の
予防とか日常生活に少しでも役立てればと思い一字一葉を確
認して楽しんでいます。

毎月２回　第２・４土曜日
　　 午前９時～正午

西野町ふれあいセン
ター

 ９名 年額１，０００円 募集中

19 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 募集中

20 凸凹Ｃlub 書道 みんなで楽しく話しながら　書道をしています。
毎月２回　第２・４火曜日
　　 午後６時３０分～８時３０分

矢田ふれあいセンター  ５名 月額２，０００～４，０００円 募集中

21 美文字 硬筆・習字
私達は、講座の終了後、有志でサークル活動をしております。
基礎を学びながら、作品作りを目指しております。

毎月２回　第１・３木曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

米津ふれあいセンター  ６名 月額２，０００円 募集中

22 雅会 硬筆習字
平成３０年度講座終了後スタートしました。手本を元に筆やペ
ン先が気持ちよく動く感触を味わいなが集中した時間を楽しん
でいます。

毎月２回　第１・３木曜日
　　 午前９時３０分～１１時３０分

福地ふれあいセンター  １０名 １回１，０００円 募集中

23 鶴城書道クラブ
書道（楷書、行草、仮
名、細字）

毎月、毛筆で楷書、行書、仮名、細字を練習します。
毎月２回　木・日曜日
　　 午前１０時～正午

鶴城ふれあいセンター  １６名 月額２，１００円 募集中

24 桜の会
書の練習（木簡書
体）

「書を楽しみませんか」の講座から引続き「木簡書体」の練習を
しています。普段と違う筆の入れ方が難しいですが、皆楽しく
練習しています。

毎月２回　第２・４木曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

西野町ふれあいセン
ター

 ７名
月額２，０００円

＋使用料
募集中

25 一筆会 習字
和やかな雰囲気で楽しく活動しています。実用の書から作品
作りまで、自分が書きたい言葉や文字を練習することができま
す。

毎月２回　第２・４火曜日
　　 午前１０時～１１時３０分

横須賀ふれあいセン
ター

 ６名 月額２，０００円 募集中

26 室場書道クラブ 習字の練習 中年がゆっくりやっています。
毎月２回　火曜日
　　 午後１時３０分～４時

室場ふれあいセンター  １３名 月額１，５００円
＋運営費（500円/3ヶ月）

募集中
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27 清墨会 ペン習字
２時間のおけいこを、楽しくおしゃべりをしながら、メンバー仲
良く先生のお手本を見ながら練習しています。一度体験してみ
てください。

毎月２回　第２・４木曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

一色町公民館  １４名 年額１４，０００円 募集中

28 翠サークル 書道・美文字
基礎を学びながら作品作りをしています。作品に色染をしたり
するので、年賀状に生かしており、消しゴムで印鑑も作ります。

毎月２回　第１・３水曜日
　　 午前９時３０分～１１時３０分

矢田ふれあいセンター  １０名
１回１，０００円

＋部屋代（１００円）
募集中

29 一色てん刻の会 てん刻の学習

てん刻とは、石等を用いて印を刻すことです。認印等と異なる
点は、書としての筆意と美しさが必要であるとされています。
指導者の加藤先生は日展に６回入選されています。参加をお
持ちしております。

毎月２回　第２・４水曜日
　　 午前１０時～正午

一色町公民館  ５名 月額３，０００円 募集中

31 福地絵画クラブ
日本画を主とする絵
画

日本画を主にしていますが、水彩・油絵をも含めて絵画そのも
のを楽しんでいます。

毎月４回　金曜日
　　 午後１時～５時

福地ふれあいセンター  ７名 月額２，５００円 募集中

32 墨幽会 日本画
先生の指導のもとで好きな題材を絵に描き楽しんでいます。自
分達の作品を展示して皆様にも観てもらっています。

毎月２回　第１・３金曜日
　　午前９時～正午

中央ふれあいセンター  １３名 年額２６，０００円 募集中

33 若葉会 水墨画の学習
生涯学習の一環として、花や風景等を自由に描いています。
優しい先生の指導の元、みんなで和気合々と楽しく学んでい
ます。

毎月２回　第１・３水曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

室場ふれあいセンター  ９名 月額１，５００円 募集中

34 守墨会 墨絵

米津ふれあいセンターの「水墨画」講座を受講したメンバーで
サークル活動しています。毎月１回ふれあいセンターに集ま
り、服部講師の指導を受け、画仙紙からＦ８号へと大きな絵を
書いています。

毎月１回　第３土曜日
　　 午後１時３０分～３時

米津ふれあいセンター  ７名 月額７００円 募集中

35 墨酔会
墨により風景等を描
く

墨により山水、風景、花鳥など水墨画特有の濃淡、遠近、ぼ
かし等手本を参考に個性を伸ばしながら楽しく描いています。

毎月３回　第２・３・４金曜日
　　 午前１０時～正午

西野町ふれあいセン
ター

 ８名 月額２，２００円 募集中

36
西尾ボタニカルアート
の会

ボタニカルアート（植
物画）

描きたい植物をじっくり観察して実物大に描いていく絵です。
みんなでなごやかに、自分のペースでやっています。

毎月１回　第１土曜日
　　午後１時３０分～３時３０分

中央ふれあいセンター  １０名 月額１，０００円 募集中

37 植物画　ゆずの会
植物を細密に描きま
す

植物の姿や色などを正確に描きます。植物の好きな方誰でも
描けます。楽しんで描いています。

毎月２回　第１・３日曜日
　　 午後１時３０分～

福地ふれあいセンター  １０名 月額２，０００円 募集中

38
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 募集中

39
花のスケッチ「四季の
会」

四季に咲く花のス
ケッチ

毎回、講師作品のコピーをもらったり、描き方の指導を受け
て、初心者からベテラン迄、皆楽しく高め合っています。

毎月２回　第１・３木曜日
　　 午後１時～３時３０分

米津ふれあいセンター  １０名 月額１，５００円 募集中

19
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40 花むすび会 花の水彩画の作成
石川利也先生のすばらしい指導と楽しい話と、きらくに画ける
植物画がとても魅力です。四季おりおりの花をみることができ
てよいですよ。

毎月２回　第２・４水曜日
　　午後２時～４時

寺津ふれあいセンター  １０名 月額１，５００円 募集中

41 パステル画 パステル画
初心者の方でも、可愛い塗り絵から簡単に楽しく始められま
す。

毎月１回　第１金曜日
　　 午前９時３０分～１１時３０分

西野町ふれあいセン
ター

 ６名 月額１，０００円 募集中

42 つる彩会 水彩画
先生から指導を受けながら水彩画を学んでいます。その他年
２回スケッチを実施又は岩瀬文庫にて水彩画の展示会を開催
しています。

毎月２回　第１・３火曜日
　　 午後２時～４時

鶴城ふれあいセンター  ５名 月額２，０００円 募集中

43 絵の木会 水彩画
ひとり一人の良さを大切にして、水彩画をかいています。水彩
画の基礎を学び、風景画、静物画、人物画等お互いの作品の
良さを鑑賞しています。

毎月２回　火曜日
　　 午前１０時～正午

鶴城ふれあいセンター  ５名 月額２，０００円 募集中

44 グループ三彩 水彩画
自由に楽しくをモットーに、各自の個性に合わせ基礎を交えて
指導して頂き、年２回の発表会、２回のスケッチと交流を深め
ながら水彩画を楽しんでいます。

毎月２回　第１・３土曜日
　　 午前９時３０分～１１時３０分

三和ふれあいセンター  １８名 年額２０，０００円 募集中

45 守水会 水彩画
風景・花・静物等を皆で和気あいあい楽しく絵を描いていま
す。

毎月２回　第２・４水曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

横須賀ふれあいセン
ター

 ８名
月額１，４００円

＋使用料
募集中

46 彩友会 水彩画の勉強
水彩画の基礎を学び、一人一人の良さを大切に楽しく絵をか
く。

毎月２回　土曜日
　　 午後２時～４時

西野町ふれあいセン
ター

 ７名 月額２，０００円 募集中

47 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）

募集中

48
絵手紙サークル楽画
喜会

絵手紙
絵手紙の技法を研究し合い作品の向上をはかる。絵手紙を通
して会員相互の親睦を深める。

毎月１回　第３木曜日
　　 午後１時３０分～３時

吉良町公民館  １３名 年額１，０００円 募集中

49
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 募集中

50 西嵯和サークル
しゅんこう和紙ちぎり
絵

和紙で花や風景を作っています。作品を作るだけでなくみんな
とおしゃべりしたり楽しく活動しています。会員募集中、見学に
おこしください。

毎月２回　第１・３土曜日
　　 午後１時～４時

西野町ふれあいセン
ター

 ５名 １回１，０００円 募集中

51
和紙ちぎり絵サーク
ル

ちぎり絵
色とりどりの和紙を使い、指さきでちぎって台紙に貼ります。風
景、花、小鳥等皆んなで楽しく製作しています。

毎月２回　第２・４土曜日
　　午後１時～４時

寺津ふれあいセンター  ６名 月額２，０００円 募集中
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52 ちぎり絵遊紙会 ちぎり絵
和紙を作って簡単な絵から始めますので初心者でもできま
す。９０歳の方も来ています。小学校の児童も習っています。
のりとはさみがあれば大丈夫！

毎月３回　水曜日
　　 午後１時３０分～４時３０分

米津ふれあいセンター  １８名 月額２，０００円 募集中

53 ハイビスカス ちぎり絵
平成２６年の夏期講座を受講したメンバーを中心に、新しい人
達も加わり、日本の伝統和紙を使って、月２回楽しく創作して
います。

毎月２回　第２・４火曜日
　　 午前９時３０分～正午

矢田ふれあいセンター  ７名 月額１，０００円 募集中

54
ちぎり絵　みちくさの
会

ちぎり絵の製作
和紙をちぎって作品にする。例　花、風景等色紙に貼って作品
に仕上げる。

毎月２回　第１・３水曜日
　　 午後１時３０分～３時３０分

矢田ふれあいセンター  ５名 月額１，５００円 募集中

55 雅友禅会 手描き友禅
赤・青・黄の三原色で好きな色を作り、身近な布に絵柄を描き
ます。自分だけの作品が出来上がったらとても嬉しくて楽しい
です。

毎月３回
　　第２・４木曜日
　　第３水曜日
　　午後１時３０分～５時

矢田ふれあいセンター  １５名 月額１，５００円 募集中

56 デッサンの会 デッサン
デッサンをはじめてみませんか？描いていると、没頭して時間
を忘れてしまいますよ。

毎月２回　第２・４火曜日
　　 午前１０時～１１時３０分

福地ふれあいセンター  １０名 ３か月５，０００円 募集中

57 楽しいアート 似顔絵
寺津ふれあいセンター行事に参加。保育園児の卒園記念に似
顔絵を提供している。

毎月１回　第２木曜日
　　午後１時３０分～３時３０分

寺津ふれあいセンター  ７名 月額１，０００円 募集中

58 押し花　プリンセス 押し花
花を押し、その押し花を合わせて一つの作品に作り上げる行
程は楽しみです。会の雰囲気はとても家庭的で有意義な時間
を過ごしております。

毎月１回　第２土曜日
　　 午後１時３０分～４時

西野町ふれあいセン
ター

 ６名 月額３００円 募集中

60 戸陶会 陶芸 作陶　銘々思い々に作っている
毎週２回　木曜日・土曜日
　　木曜日　午後１時～３時
　　土曜日　午前１０時～正午

八ッ面ふれあいセン
ター

 ２５名 月額５００円 募集中

61 ほのぼのサークル 七宝焼き
私達は、毎月第２・４の火曜日に活動しています。家族同様の
仲間ですので、いろいろな話をしながら焼いています。

毎月２回　第２・４火曜日
　　午前１０時～午後３時

中央ふれあいセンター  ５名 教材費は各自 募集中

62 写真倶楽部　写楽 写真

平成２７年より活動。月例会では約３０分～１時間を座学（ビデ
オ等を用いて構図や撮影技術。季節毎の近隣の撮影ポイント
紹介。）残りの時間は各自の作品を持ち寄り、講師による構図
や撮影時のアドバイスや指導を受ける。最近ではフォトコンテ
ストや展覧会出品時での選定等の助言も受けている。不定期
で撮影会も開催。

毎月　第３水曜日
　　 午後７時～９時

矢田ふれあいセンター  １６名 年額８，０００円 募集中

63
つるしろバルーンクラ
ブ

バルーンアートの作
成

ふれあいセンターの講座から始まったサークルです。４年目を
迎え、つくれる作品もふえてきて、季節ごとのバルーンアートを
楽しんでいます。ぜひ！

毎月１回　第１水曜日
　　　午後７時～９時

鶴城ふれあいセンター  ８名 半年６，０００円 募集中
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№ 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

64 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
募集中


