
R4.4.1現在

曜 サ　ー　ク　ル　名 時　　間 会　費（円) 講師 代表者 曜 サ　ー　ク　ル　名 時　　間 会　費（円) 講師 代表者

手話ダンス①③ 10:00～12:00 1,000 北野　眞弓 野田　フミコ 卓球愛好会（卓球）①②③④ 10:00～12:00 1,000 佐々木　康弌 森下　京子

こばと（子育てサロン）①③ 10:00～12:00 川嶋　佳江 二胡遊会（二胡）　①②③④ 10:00～12:00 3,000 渡邉　恵子 楢﨑　緑

三友会（三味線）①②③④ 10:00～12:00 三宅　さちえ 3B体操①③ 10:00～12:00 1,000 山田　恵美子 和田　サチ子

成城太極拳①②③④ 12:50～14:50 2,000 褚　　鎖城 御田　マキ子 喜雲会（謡曲・仕舞）　①②③④ 13:00～15:00 500 野又　甲信 西田　政司

啓峰吟詠会（詩吟）①②③④ 13:00～15:00 2,500 谷浦　スミ子 西山　幸子 カラオケ愛好会②④ 14:00～16:00 2,500 小柳　寿美子 馬場　ユキ子

社交ダンスクラブモダン①②③④ 15:10～17:10 2,500 指宿　莉衣咲 平田　さよ子 中国語会話①②③④ 14:00～16:00 2,500 趙　　淑範 西川　好子

楽しいケイキ(子どもフラ)①②③④ 17:30～18:45 1,500 岩村　佳子 津間　知子 池坊いけばな教室　②④ (材料費込) 14:00～16:00 2,500(１回) 山﨑　八千代 小山　よしみ

ナプア・フラ箱崎（フラダンス)①②③④ 19:00～21:00 2,000 岩村　佳子 中村　律子 日本舞踊② 14:30～16:30 1,000 村田　佳奈子 安武　セツ子

座波手伝承会①②③④ 18：30～20：30 1,000 川本　正巳 海　鴎 駒貴教室(日本舞踊) ①③ 13:00～15:00 2,000 永野　純子 佐々木　昌代

いないいないばあ(子育て）③ 9:45～11:45 300 荒木　英里子 鮫島　佳代子 空俳句会 ①③ 13:00～15:00 2,000 柴田　佐知子 亀井　紀子

プリザーブド＆フラワーアレンジ③（材料費込) 10:00～12:00 3,500 牧原　あかね 光安　登志子 歌のさつき会（カラオケ）①③ 13:00～15:00 2,700 小柳　寿美子 田中　信行

やさしい気功と整体 ①②③④ 9:45～11:45 1,500 幸田　房代 岩谷　瑞穂

ホクラニ箱崎（フラダンス）①②③④ 13:30～15:30 2,000 箱嶋　典子 山口　真由美

西本書道(書道）②④　(材料費込) 19:00～21:00 3,500 西本　聡二 柿原　佳昭 　      お願いする場合があります

箱崎球遊会（卓球）①②③④ 19:00～21:00 2,000 藤澤　文子 阿久根　和幸

ナ・リコ・プアリリア（フラダンス）①②④ 10:00～12:00 2,000 杉本　佐由里 永松　邦子  館外サークル

健康麻雀ハコすずめNO１①②③④ 10:00～12:00 2,000 石川　竜一 井上　安子 時　　間 会　費（円) 講師 代表者

社交ダンスクラブラテン①②③④ 12:15～14:15 2,500 指宿　莉衣咲 竹内　高功 直接お問い合わせ下さい 3,500 加藤　公三 鶴長　幸治

レクダンス ①②③④ 14:30～16:30 2,000 森　　邦子 吉村　京子 直接お問い合わせ下さい 2,500 安武　勝 井手　由紀

華あそ美（鳴子踊り）①②③④ 19:00～21:00 2,000 麻生　民子 岡本　容子 16:50～19:00 3,000 井上　真理 溝口　美紀

はがき絵教室②④ 10:00～12:00 2,300 清田　与志子 小森　千代子 19:00～21:00 2,000 小山　源治 御田　美香

真美健康体操①②③④ 10:00～12:00 2,500 南川　恵津子 楢崎　洋子 直接お問い合わせ下さい 3,000 田邊　佳代 小林　美樹男

陶芸教室ハコザキ①③ 10:00～12:00 2,000 後藤  和正 中山　泰介 17:00～19:00 3,000 武村　英樹 藤尾　香織

健康麻雀ハコスズメ２①②③④ 13:00～15:00 2,000 安部　久美子 今村　和子

箱崎フレンズ（卓球）①②③④ 13:00～15:00 2,000 園田　千之 熊中　あゆみ

Ｈａｐｐｙ kids Ｅｎｇｌｉｓｈ1 ①②③④教材費込 15:30～16:25 1,500（幼児） ヨーダー 真理 大石　理江 16:00～18:00 0 大屋　良太 安武　栄一

Ｈａｐｐｙ kids Ｅｎｇｌｉｓｈ2 ①②③④教材費込 16:30～18:15 3,000（小学低学） ヨーダー 真理 小早川 千賀子 19:30～21:30 1,000 深見　由紀子

ハングルカフェ　①②③④（文法) 18:45～20:45 2,500 具　惠貞 田村　晴章 19:30～21:30 1,000 坂本　真貴子

雅楽同好会①②③④ 19:00～21:00 2,000 松井　正寿 大津　義紀 19:00～21:30 0 網屋　明利

清泉流清泉会（詩吟）①②③ 10:00～12:00 3,000 東　邦夫 柴田　セツ 19:30～21:00 0 上杉　啓三

水墨画（墨松会）①③ 10:00～12:00 500 江島　禮次郎 小尻　ふみ子 直接お問い合わせ下さい 500 中村　正人

コール・パンドラ（コーラス）①②③④ 10:30～12:30 3,000 南　　愛子 岩下　宏子 15:00～17:00 3,000 森  碧 河村　涼子

民謡洲山会 ①②③ 12:45～14:45 3,000 臼井　由紀子 安武　イエ子

箱崎書道会 ①②③ 13:00～15:00 3,000 二宮　理恵 德永　ひさ子   サークル以外のグループ

箱崎卓友クラブ（卓球） ①②③④ 13:30～15:30 2,000 園田　千之 長尾　由紀 木 ランラン会①③ 10:00～12:00

アマービレ（ハンドベル） ①③ 19:00～21:00 1,500 佐藤　真理子 横田　茂代 土 いきいき健康体操②④ 10:00～12:00 明寿会会員

木 ワクワク健康体操①③ 15:30～16:30

囲碁クラブ（火・土） 13:00～17:00 ６０歳以上の方

　　◎サークルに参加されたい方は公民館までお問い合わせください

月

土

日

火
　　◎地域団体等や行政機関からの施設利用の申し入れにより、サークルを休講または部屋の変更を

　　◎サークルの部屋利用は、第1週～第4週までです

令和4年度　箱崎公民館利用
サークル・グループ一覧表 箱崎公民館   ☎651- 7708

箱崎クラブ（バレーボール） (木）

水

サ　ー　ク　ル　名

勝楽寺子ども育成会　ソフト (火・金・土）

箱崎ジュニアＦＣ　サッカー  (水・木・土）

子ども空手 流水会 (水）

木

神風館道場(剣道） （①③火・毎週金）

箱崎ジュニアバレーボールクラブ (火・土・日・祝）

箱崎合気道教室 (木)

柳生新影流兵法 柳心会 箱崎道場 (水）

リトルママ(婦人バレーボール） (月）

箱崎伝統文化保存会(太鼓部) （②④火）

19:30～21:30 長岡　鎮廣 山﨑　清登

箱崎子ども太鼓 （③土）

校区の方ならどなたでも参加可

金

箱崎消防分団(太鼓・まとい）（④土）

Ｈｉ！Ｑ Ｖ.B(バレーボール） (土・日）

福岡東ダブルダッチクラブ(大繩）(土)

６０歳以上の校区の方

一般 3000～
高校 2000～
中学 1000～


