
大久保公民館サークル・団体一覧

（平成28年４月１日現在）

番号 サークル名 活動内容 活動日 時間 会員

1 ぷりずむ エッセイ 第3金曜 午前9時～正午 8

2 宮澤賢治を読む会 読書会 第3金曜 午前9時～正午 10

3 かじか会 読書会 第3金曜 午後1時～午後3時 5

4 大久保俳句会 俳句 第1日曜 午後1時～午後5時 15

5 虹の会 俳句 第1金曜 午後1時～午後5時 11

6 川柳あじさい 川柳 第2･第4水曜 午後1時～午後4時30分 12

7 青い麦 短歌 第1木曜 正午～午後5時 11

8 つくし会 短歌 第2･第3木曜
第2木曜　3時～午後5時
第3木曜　正午～午後5時 11

9 菜の花会 短歌 第4日曜 午後1時～午後3時 9

10 ひまわり 社交ダンス 第1･第3･第4木曜 午前9時～正午 9

11 プロム習志野 社交ダンス 第1･第3土曜 正午～午後3時 10

12 モアナラニ フラダンス 第1･第3･第4金曜 午後1時～午後5時 25

13 ハイビスカス・フラサークル フラダンス 第1･第3･第4火曜 午後3時～午後5時 5

14 あざみ会 料理 第1･第3火曜 午前9時～正午 12

15 くいしん坊 料理 第2土曜 午後1時～午後5時 10

16 さくら会 料理 第1･第3木曜 午前9時～正午 21

17 習志野消費生活研究会 料理 第2火曜 午前9時～正午 17

18 食彩塾 料理 第3土曜 午前9時～午後3時 9

19 市川友の会 料理・衣食住 第2金曜 午前9時～午後3時 44

20 健康生活ネットワーク 自然食の普及 第4火曜 午前10時～正午 15

21 アレンジサークル パン作り 第1水曜 午前9時～午後3時 8

22 美味の会 燻製 第3日曜(偶数月) 午前9時～午後5時 13

23 無心会 茶道（裏） 第2･第4火曜 午前9時～午後１時 9

24 きさらぎ会 着付 第1･第3木曜 午後1時～午後5時 17

25 かがやき着付 着付、礼法 第3水曜 午後7時～午後9時 5

26 書芸サークル 書道 第1･第2･第3火曜 午後1時～午後5時 13

27 習字サークル 書道 第1･第3水曜 午前9時～正午 12

28 実用書道の会 書道 第2･第4土曜 午前10時～正午 15

29 墨翠会 水墨画 第2･第4火曜 午後1時～午後5時 12

30 寄席文字サークル 寄席文字 第4土曜 午後2時～午後4時 11

31 パッチワークあすなろ パッチワーク 第2･第4木曜 午前9時30分～正午 15

32 てぶくろ 手編み 第1･第3火曜 午前9時～正午 5

33 ホームソーイング 洋裁 第2･第4水曜 午後1時～午後5時 13

34 トールペイント トールペイント 第2･第3火曜 午前9時～正午 5

35 木目込人形会 木目込人形 第2･第4金曜 午前9時～正午 5

36 ライラック アートフラワー 第1･第3木曜 午前9時～正午 6

37 カトレア会 皮革工芸
第1金曜
第2･第3水曜

午前9時～正午 8

38 ローズの会 ドライフラワー 第1土曜 午前9時～正午 10

39 サークル野の花 生け花（池坊） 第1･第2･第4木曜 午後6時～午後9時 8

40 橘会 生け花（池坊） 第1･第2・第3木曜
第1木曜 午後1時～午後5時
第2・第3木曜 午後3時～午後9時 6

41 童謡サークル赤い鳥 童謡 第1･第2･第3火曜 午前10時～正午 32

42 ムッテル・コール 女声合唱 第1･第2･第4金曜 午後2時～午後5時 28

43 ワンオクロックグリー 女声合唱 第2水曜 午前10時～正午 16

44 謙山会 尺八 第1･第3火曜  午後1時～午後5時 14

45 習志野ライジングゴスペルクワイヤー ゴスペルソング 第1･第2･第3金曜 午後7時～午後8時50分 7

46 習志野シニアアンサンブル 器楽合奏 第2,第3,第4水曜 午後1時～午後5時 30

47 琴習会（大正琴） 大正琴 第1･第3･第4土曜
第1・第3土曜 午前9時～正午
第4土曜　正午～午後3時 8

48 琴響会（大正琴） 大正琴 第1･第3火曜 午後1時～午後5時 10

49 大正琴大久保アンサンブル 大正琴 第1･第3土曜 午前9時30分～午前11時30分 6

50 習志野お琴三絃サークル 琴 第2･第3･第4水曜 午後1時～午後5時 9

51 お琴三絃サークルわかば 小学生琴 第1･第3土曜 午後1時～午後6時 10
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52 紫謡会 謡曲（宝生） 第2･第4土曜 午後1時～午後3時 14

53 習宝会 謡曲（宝生） 第1･第3金曜 午後1時～午後5時 10

54 火曜会 民謡 第1･第2･第3火曜 午前9時～正午 9

55 旭　会 民謡 第1･第2･第3木曜 午後1時～午後3時 10

56 大久保会 民謡 第1･第2･第3木曜 午前9時～午後1時 5

57 扇寿会 民謡 第1･第2･第3金曜
第1・2金曜　午後1時～午後3時
第3金曜　　　午前9時～正午 10

58 土曜民謡愛好会 民謡 第1･第2･第3土曜 午後6時～午後9時 8

59 大久保民謡サークル 民謡 第1･第2･第4金曜 午前9時～正午 6

60 やろまい会 郡上踊り 第2･第4日曜 午前10時～正午 55

61 みどりの会 詩吟 第1･第3火曜 午後1時～午後5時 5

62 吟詠宝松会 詩吟 第1･第2･第3金曜 午後7時～午後9時 6

63 吟心会 詩吟 第1･第3火曜 午後7時～午後9時 7

64 春雪吟詠会 詩吟 第1･第2･第3水曜 午後1時～午後3時 5

65 千葉吟風会 詩吟 第2火曜　第4木曜
第2火曜 午後1時～午後5時
第4木曜 午後3時～午後5時 20

66 かすみ扇習会 詩舞 第1･第3金曜 午後5時～午後9時 8

67 大久保吟詠会 詩吟 第2･第4土曜 午後1時～午後3時 5

68 煌めき会 詩吟 第2･第4水曜 午後6時～午後9時 7

69 吟友会 詩吟 第2･第4木曜　第3金曜
第2・第4木曜　午後1時～午後3時
第3金曜　午後3時～午後5時 7

70 あづま吟詠会 詩吟 第2･第4金曜 午後3時～午後5時 5

71 千葉新協美術会 絵画 第3日曜 午前9時30分～午後4時 50

72 フォルム大久保 絵画（油絵） 第1･第2･第3火曜 午前9時～正午 17

73 人物デッサンの会 絵画 第2木曜･第4火曜 午後1時～午後4時 14

74 スケッチ習志野 水彩画 第1･第3土曜 午後1時～午後5時 8

75 大久保俳画サークル 俳画 第3火曜 午前9時30分～午後1時 8

76 くるみの会 木彫り 第3･第4土曜 午前9時～正午 7

77 絵手紙さくら 絵手紙 第2･第4火曜 午後1時～午後5時 13

78 七彩会 デジタル写真 第2木曜 午前9時～正午 13

79 デジアル会 デジタルカメラ他 奇数月第4日曜 午後1時30分～午後4時30分 9

80 健康体操だいこん 健康体操 第1･第2･第3火曜 午後1時～午後3時 10

81 極習会 太極拳 第1･第2･第3木曜 午後6時～午後9時 14

82 健康体操太極拳　 太極拳 第2･第3･第4土曜 午前10時～午前11時30分 20

83 ならしの気楽会 気功・太極拳 第2･第4木曜 午後1時～午後3時 12

84 さわやかトリム 健康体操 第1･第3木曜 午後1時～午後3時 24

85 ぴょんちゃんクラブ 保育（親子親睦） 第1金曜･第3火曜 午前9時～正午 20

86 おきらく会 保育（親子親睦） 第1火曜、第3･第4金曜 午前10時～正午 5

87 あひるの会 教育活動 第2木曜 午前9時～午後1時 68

88 ガールスカウト千葉34団 ガールスカウト 第1･第3･第4日曜 午前9時～正午 20

89 学童保育連絡協議会 学童保育 第2土曜 午後7時～午後9時 40

90 コンドル 英会話 第1･第2･第3日曜 午後3時～午後5時 12

91 西安会 中国語学習 第2･第4水曜 午前10時～正午 12

92 英久会 英会話 第1･第2･第3金曜 午前9時～正午 7

93 習志野郵趣会 切手収集 第4日曜 午後1時～午後5時 21

94 ならしの山の会 登山 第1･第3水曜 午後6時～午後9時 44

95 ならしの自然探検ネット 自然環境保全 第2土曜 午後7時～午後9時 72

96 ハイク湯こう 山行き、軽登山 第2木曜 午前9時～正午 15

97 古文書・大久保の会 古文書の学習 第1･第3水曜
第1水曜 午後3時～午後5時
第3水曜 午後1時～午後4時 13

98 手話サークル羽の会 手話 第1･第2･第3水曜 午後7時30分～午後9時 40

99 習志野市聴覚障害者協会 聴覚障害者協議会 第2日曜･第4水曜
第2日曜 午前10時～午後5時
第4水曜 午後7時～午後9時 24

100 習志野断酒新生会 断酒会 第3木曜･第4土曜 午後6時30分～午後8時30分 9

101 習志野大久保会 勉強会 第2･第3木曜 午後7時～午後9時 18

102 おおくぼ通心 パソコン 第3･第4木曜 午前9時～午後3時 43

103 オーキッドサークル 洋ラン栽培 第4日曜 午前10時～正午 25

104 習十会（カレッジ10期生） 囲碁・将棋 第1土曜 午後1時～午後5時 16

105 新日本婦人の会 勉強会 第1水曜 午前9時～午後1時 8
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