
１．　ダンス・おどり・バレエ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．　体操・ヨガ・気功・太極拳　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

３．　語学（韓国語・英語・中国語　他）　　　　　　　　　　　　　　

４．　合唱・合奏・童話・劇団・カラオケ　　　 　　　　　　　　　　　

５．　吟詠・詩吟・謡曲・民謡・三味線・琴・尺八　　　　　　　　　

６．　華道・茶道・書道・座禅・アートフラワー　　　　　　　　　 　

７．　絵画・水彩画・油絵・俳画・日本画・木版画・彫金　　　 　

８．　短歌・俳句・川柳・万葉集　　　　　　　　　　　　　　　　　　

９．　読書・朗読・作文・文学・紙芝居　　　　　　　　　　　　　　　

１０．料理・編物・手芸・刺繍・工芸・洋裁・和裁　　　　　　　　　

１１．写真・パソコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２．歴史・手話・園芸・自然・旅行　　　　　　　　　　　　　　　　　

１３．スポーツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１４．教育・子育て・保育・福祉・健康　　　　　　　　　　　　　　　　

１５．その他（地域団体等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成３０年度　千葉市中央コミュニティセンター
　閲覧用サークル名簿

＜閲覧用＞

平成３１年３月現在



団体名 活動内容 活動状況

エレガンスフォークダンスグループ フォークダンス
毎週火曜日

11：00～13：00

越中おわら愛好会 踊りの練習
第2・4土曜日
13：00～15：00

黒潮美遊 よさこいの練習
日曜日
11：00～

クローバーリーフスクエアーズ スクエアダンスの練習及びパーティ
水曜日

17：00～21：00

社交ダンスサークルS&Q 社交ダンスによる地域交流
木曜日

19：00～20：30

スコッツ スコットランド地方のダンスレッスン
第3土曜日

13：00～17：00

セニョリータ 社交ダンスの練習 第1～4月曜日

ソシアルB・C 社交ダンス
第1～4金曜日
9：00～11：00

ソシアルホタル 社交ダンス
第1～4月曜日
17：00～19：00

ダンス講習会（渚） 社交ダンス
第2・4月曜日
17：00～19：00

チェリークラブ 社交ダンス
第1～4水曜日
13：00～15：00

千葉ダンス’78 社交ダンス
土曜日

15：00～17：00

CHIよREN北天魁 踊りの練習 不定期

土曜会 フォークダンス
第2・4土曜日
11：00～13：00

NEWダンスサークルちば ダンススポーツの普及と技術向上
第1～4土曜日
9：00～13：00

フォーシーズンズ 社交ダンス
月曜日

13：00～15：00

プチシャトー ラウンドダンス
第1.3土曜日
9：00～13：00

１．　ダンス・おどり・バレエ



団体名 活動内容 活動状況

エアロビクスサークル
有酸素運動・筋トレ

健康増進
第1.2.3.4日曜日
11：00～13：00

健康体操なでしこ 軽いストレッチ、体操など
第1・3木曜日
11：00～13：00

笑康会 65才以上を対象にした健康体操 不定期

自力整体 自力整体の実技と呼吸法
第1～4金曜日11：00～15：00
第2・4火曜日11：00～13：00

ちば元気づくり友の会
健康体操

レクリエーション
第1・3日曜日
10：00～16：00

千葉拳友会 太極拳
木曜日

10：30～12：30

ちば操体研究会 体操・操体
木曜日

13：00～15：00

T.C.C太極拳 太極拳
第1・2・3水曜日
13：00～15：00

千葉太極拳教室 太極拳
第1～4木曜日
17：00～21：00

ぱるるの会 ボディメンテナンス
第1～4日曜日
15：15～16：35

法輪功 気功の勉強・練習 不定期

団体名 活動内容 活動状況

FME 英会話
金曜日

10：00～12：00

頑張れ！ハングル！ 語学
土曜日

13：30～15：30

スペイン語あじさい スペイン語の学習 不定期

スペイン語グルーポ スペイン語の学習
水曜日

13：00～15：00

センシティ土曜にほんご学級中央土曜
にほんご学級

日本語学習
土曜日

9：00～13：00

千葉TOEICテスト勉強会 TOEICの勉強会 不定期

中国を知る読書会
中国語でのコミュニケーションを

養う学習会
第1・2・3金曜日
10：00～12：00

千葉TOEIC勉強会 TOEICの勉強会 不定期

茉莉花 中国語
第1～3火曜日
9：00～11：00

WORLD 英会話
金曜日

9：00～10：50

２．　体操・ヨガ・気功・太極拳

３．　語　　学



団体名 活動内容 活動状況

アンサンブル・シャロン 合唱
日曜日

13：00～17：00

イルマーレ　マンドリンクラブ マンドリン合奏 不定期

京葉女声合唱団 合唱の練習
金曜日

13：00～17：00

コーロ・ヴィヴァーチェ 女声合唱の練習
第2・4・5金曜日
9：45～12：15

筝曲　朝香会 山田流筝曲音楽の実技と学習
不定期

9：00～15：00

千葉ヴォーチェフローラ 合唱
火曜日

9：00～13：00

月ねこ座 演劇の練習
日曜日

13：00～21：00

千葉みなと童謡コーラスの会 童謡コーラス 不定期

人形劇団くるりん 人形劇制作と公演練習
第1～4金曜日
9：00～15：00

mille foglie 合唱 不定期

みんなで歌う日本の歌 日本の歌曲を主としたレッスン
第2.4金曜日

10：00～12：00

民話の集い
昔話・民話・童話の語り

紙芝居の研修
第2・4火曜日
13：00～17：00

団体名 活動内容 活動状況

吟詠同好会 詩吟の学習
第1・3土曜日
11：00～13：00

国博会1 詩吟の稽古
第1・3水曜日
17：00～21：00

国博会2 詩吟の稽古
第2・4火曜日
17：00～21：00

詩吟クラブ 詩吟の練習
第2・4月曜日
13：00～16：00

大正琴江会菜の花 大正琴の練習
第1・3木曜日
9：00～11：00

千葉県詩人クラブ 総会、理事会、研究会 不定期

ゆんたく沖縄三線の会 三線の練習
金曜日

19：00～21：00

鷺苑会 詩吟 第1・2・3水曜日

４．　合唱・合奏・童話・劇団

５．　吟詠・詩吟・謡曲・民謡・三味線・琴



団体名 活動内容 活動状況

廻光会 座禅、読書、茶道
毎週火曜日
9：00～13：00
13：00～15：00

実用書道 書道の練習
第2・4月曜日
11：00～13：00

禅と茶のつどい 輪読と話し合い・点茶・座禅
金曜日

18：00～21：00

チューリップ プリザーブドフラワー
第3木曜日

13：00～17：00

フラワーサークル花楽 フラワーアレンジ
火曜日

11：00～15：00

雄筆会 書道
第1～3木曜日
19：00～21：00

団体名 活動内容 活動状況

いつみ会 絵画創作
第4月曜日

9：30～15：00

第二水墨画同好会 水墨画・掛軸の技能向上
第1・3木曜日
13：00～17：00

俳画の会 俳画
第1.3.4月曜日
13：00～17：00

版画を作る会 木版画
第2土曜日

13：00～17：00

陽画会 油絵
第1～3火曜日
17：00～21：00

６．　茶道・書道・座禅・アートフラワー

７．　絵画・水彩画・油絵・俳画・木版画



団体名 活動内容 活動状況

京葉相撲甚句会 相撲甚句の練習
第3日曜日

13：00～15：00

原人 俳句誌「原人」の俳句会
第3日曜日

13：00～17：00

古川柳研究会
古川柳を通して江戸庶民の生活文化を

味わう
第3金曜日

13：30～17：00

鴫俳句会千葉支部 句会
第3日曜日

13：00～17：00

対岸俳句会 句会、勉強会
第2水曜日

13：00～17：00

ちば川柳会 川柳
第2水曜日

13：00～17：00

千葉短歌の会 短歌の創作、鑑賞
第2日曜日

13：00～17：00

日本歌人クラブ南関東ブロック千葉支部 歌人クラブの運営についての会議 不定期

マルタの会 短歌
第2土曜日

13：00～17：00

みはま川柳会 川柳
第3木曜日

13：00～17：00

団体名 活動内容 活動状況

シナリオ朗読サークル青葉の森 シナリオ・エッセイの創作・朗読
第3土曜日

13：00～17：00

千葉朗読奉仕の会せせらぎ 朗読の学習会、講習会
第2水曜日

9：00～13：00

読書会ホンダケ 読書会 不定期

ヌーヴェルヴォア 朗読練習
第1・3土曜日
13：00～17：00

文化芸術村の会 課題図書の読後の感想会
第4日曜日

15：00～17：00

団体名 活動内容 活動状況

ガラス工芸　花トンボ
ガスバーナーによるトンボ玉、

ガラスアクセサリーの製作
第2・4木曜日
10：00～16：30

ちくちく刺しゅうの会 刺しゅう
第1土曜日・日曜日

13：00～17：00

千葉コミュニティー手打ちそばの会 手打ちそば技術の研鑚
第2・4月曜日11：00～15：00
第2・4金曜日11：00～13：00

手編みサークル　はなみずき 手編み
第1・3月曜日
12：00～15：00

やさしい折り紙 折り紙をつかった工作
第2・4水曜日
11：00～15：00

８．　短歌・俳句・川柳

９．　読書・朗読・文学

１０．　料理・編物・手芸・刺繍・工芸



団体名 活動内容 活動状況

クラブ写朗 会員の写真作品の相互評価
第3木曜日

13：00～17：00

全日本写真連盟　千葉支部 写真撮影技術の研究
第2土曜日

13：00～17：00

千葉県写真連盟 会議 不定期

パソコン太陽 パソコン学習 第2.4木曜日

PC65クラブ 高齢者向けパソコン学習
第1.3土曜日

13：00～17：00

団体名 活動内容 活動状況

かな会 古文書の研究を通した歴史学習
第1木曜日

13：00～17：00

千葉古文書の会 古文書の読書・学習 不定期

千葉市手話サークル　いちょうの会 手話の学習、交流会
水曜日

19：00～21：00

歴史教育者協議会　世界史部会 世界史授業実践の報告会・研修など
第2日曜日

13：00～17：00

団体名 活動内容 活動状況

工藤護身術ＳC
スポーツチャンバラ及び

護身術の稽古
日曜日

17：00～19：00

京葉レインボーFC 説明会 不定期

剣和会 剣道
土曜日14：00～16：00
日曜日9：00～11：00

新日本スポーツ連盟
千葉県野球協議会

運営委員会
不定期

17：00～20：30

千葉市剣道連盟 稽古、会議 不定期

千葉市　柔和会 柔道
土曜日14：00～16：00
日曜日10：00～12：00

千葉市なぎなた連盟 なぎなたの稽古、会議
木曜日

10：00～12：00
13：00～15：00

１３．　スポーツ

１１．　写真・パソコン

１２．　歴史・手話



団体名 活動内容 活動状況

いちょうの会（昼）の部 ろう者との日常会話の学習
木曜日

13：00～15：00

NPO法人　生活の発見会 森田理論での神経質症状の学習会
第4日曜日

12：00～16：30

NPO法人　千葉盲ろう者友の会
コミュニケーション支援事業

・盲ろう者支援のための
コミュニケーション勉強会
・通訳介助員養成研修会

不定期

おはなし花かご
保育所・子どもルーム等でのお話会

などの研修・打合せ
第3金曜日

9：00～13：00

雅朋会 伝統文化の継承・発展のための活動
第1・3日曜日
13：00～17：00

千葉フォニックス研究会 小中学生向けの国際交流 不定期

千葉盲ろう者友の会 盲ろう者理事会、交流会 不定期

ドレミリトミック 親子でリトミック
月曜日

11：00～13：00

千葉県断酒会 アルコール問題相談会
第1・2日曜日
13：00～15：00

千葉県パーキンソン病友の会
千葉県内のパーキンソン病患者と
家族の生活向上のための研修会

不定期

千葉市子ども会育成連絡会
子どもの育成事業の計画、運営

研修
第1土曜日

13：30～17：00

千葉市地域で生きる会
障害児の保育教育についての

情報交換、無料相談会、会議など
不定期

１４．　教育・子育て・保育・福祉・健康



団体名 活動内容 活動状況

NPO法人　成田空港ボランティア  スカ
イレッツ　オフィススカイレッツ

打合せ
第4日曜日

11：00～15：00

岳貴山岳会 定例会
第1水曜日

19：00～21：00

公益財団法人日本郵趣協会千葉支部 打合せ
第2日曜日

13：00～17：00

石和会 囲碁の研修
第2・4金曜日
13：00～17：00

蘇我石炭火力発電所計画を考える会
蘇我火力発電所計画に関連する
環境問題などについての学習など

不定期

千葉県オストミー協会 役員会・研修会 第1火曜日

千葉市女性活動推進会 自主企画研修
第1土曜日

10：00～12：00

千葉市女性グループ連絡会 生涯学習グループ代表者の会 不定期

千葉市女性団体連絡会 定例会、打合せ
第1月曜日

9：00～13：00

千葉市地域婦人団体連絡協議会 定例代表者会
第2木曜日

13：30～15：00

千葉市ボランティアグループ連絡会
ボランティア活動の情報交換

定例会、研修会など
不定期

千葉話し方友の会 話の基礎をふまえての学習
第1・3木曜日
18：30～20：30

千葉話し方友の会基礎講座 話の基礎の学習
第1・3火曜日
18：30～20：30

働く仲間の会 賃金と労働条件の勉強会
第3日曜日

13：00～17：00

ボーイスカウト千葉地区 地区総会・研修など
第2土曜日

17：00～21：00

１５．　その他（地域団体等）


