
お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

会
員
募
集

お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

会
員
募
集

　令和２年(2020年)３月号　第1184号 　令和２年(2020年)３月号　第1184号　1617

●音楽・詩吟など
名称 活動内容 活動日時 活動場所 会費など 問合先

祖父江コーラスク
ラブ

一曲一曲丁寧に取組ん
でます。気軽に参加を

木曜日、午前 10 時～ 11 時 祖父江町勤労青少
年ホーム

会費月 3,000 円 佐藤百合子☎
080(3629)9253

ボイストレーニン
グ秋桜

腹式呼吸発声法でコー
ラスの醍醐味を楽しむ

第２・４金曜日、午前 10 時～正午 稲沢東公民館 会費月 2,500 円
その他年 2,000 円

栗田静恵☎

090(6575)8468
コール・フロイデ 合唱のハーモニーをご

一緒に楽しみましょう
①第１・３火曜日②第２・４火曜日、
午後２時～３時

①稲沢東公民館
②大里東公民館

会費月 2,800 円 服部恵子☎

0587(32)7634
コーロ・アマトリ
ーチェ

明るく・楽しく・和を
もって－合唱します。

木曜日、午前９時 30 分～正午 大里東公民館 会費月 4,000 円 梅沢和子☎

080(2643)7793
マリア・フローラ 初心者歓迎楽しい仲間

と一緒に歌いませんか
第１・２・４水曜日、午前 10 時～
正午

千代田・下津公民館 会費月 3,000 円 中村康子☎

0587(36)5829
祖父江歌謡クラブ 新曲を教り脳の活性化

となれる楽しい会です
第２・４水曜日、午後１時～５時 祖父江町勤労青少

年ホーム
会費月 2,000 円 森野美智子☎

0567(46)5165
さくら民謡クラブ 全国の民謡を楽しむ会

です、新会員大歓迎
第１・３金曜日、午後１時～２時 老人福祉センター

さくら館
会費月 800 円 長谷川彰男☎

0587(21)9119
稲沢カラオケクラブ 新曲を先生の指導で楽

しく覚えます。
第２・４水曜日、午後１時 30 分～
３時 30 分

稲葉老人福祉セン
ターあすなろ館

会費月 500 円 塚本敏夫☎

0587(23)1823
白百合カラオケク
ラブ

新曲を講師の指導で楽
しく歌いませんか

第２・４金曜日、午後１時 30 分～
３時 30 分

稲沢公民館 会費月 2,000 円
入会金 1,000 円

井上百合子☎

0587(32)3082
すみれカラオケク
ラブ

個人指導でより高いレ
ベルをめざします

第１・３月曜日、午後１時～５時 稲沢公民館 会費１回 1,000 円 松本昭夫☎

090(4253)0645
こだまカラオケク
ラブ

貴方の歌が耳もとにま
るでこだまのよ

第２・４土曜日、午前 10 時～ 11
時 55 分

祖父江町勤労青少
年ホーム

会費月 1,000 円 松本昭夫☎

090(4253)0645
さくらカラオケク
ラブ

皆んなで唄おう。初心
者大歓迎！

第１・３土曜日、午後２時～４時 稲沢公民館 会費月 1,000 円 百瀬賢一☎

090(3253)8207
うぐいすカラオケ
クラブ

皆んなでワイワイ楽し
い仲間たちと。

第２・４土曜日、午後２時～４時 祖父江町勤労青少
年ホーム

会費月 1,000 円 石原正子☎

0587(97)4723
グリーンカラオケ
クラブ

唄って唄って　ともだ
ちの輪をひろげよう

第２・４日曜日、午後１時～３時 大里東公民館 会費月 1,500 円 原田利博☎

090(8321)9373
緑カラオケクラブ 先生に皆んなで新曲を

元気に楽しく教ります
第２・４金曜日、午後１時～３時 老人福祉センター

さくら館
会費月 500 円
入会金 1,000 円

川口博史☎

090(9930)3790
やさしい弾き語り 世界一簡単に弾ける弦

楽器で楽しく歌おう♪
第１木曜日、午前 10 時～午後３時 総合文化センター 会費１回 500 円 田渕佳子☎

090(8187)6976
川崎瀧玲会（民謡
と三味線）

民謡三味線で、新しい
自分を発見しよう。

第１・３木曜日、午前９時 30 分～
正午

総合文化センター 会費１回 1,000 円 住田三千代☎

090(9890)9212
新日本婦人の会　
和太鼓　『凡凹』

和太鼓で気分転換しま
せんか！？

月曜日（月２回）、午前 10 時～ 11
時 30 分

名古屋文理大学文
化フォーラム（市
民会館）、武道館

会費月 900 円
入会金 100 円
その他月 2,000 円

山本文恵☎

080(8258)6248

初音の会 筝曲（お琴）の練習。
初心者もベテラン？も

第２・４火曜日、午前９時 30 分～
正午

働く婦人の家 会費月 3,300 円
入会金 1,500 円

安田一子☎

0587(32)1080
稲沢雅楽会 日本古来の雅楽を学ん

でみませんか！
第２・４日曜日、午後１時～４時 大里西公民館 会費月 1,000 円

その他１回 2,000 円
吉野逸男☎

090(1280)4949
Twinkle Bells イングリッシュハンド

ベルの演奏
日曜日（不定期）、午後１時～５時 稲沢公民館 会費月 2,000 円 竹内由佳里☎

080(4300)4835
オカリナ織音 楽しくオカリナの練習

をしている初級クラス
第１・３水曜日、午前９時 30 分～
11 時

祖父江町勤労青少
年ホーム

会費月 3,000 円
入会金 2,500 円

原野あけみ☎

090(9186)9759
稲沢市民吹奏楽団 中学生以上で吹奏楽好

きな方合奏しませんか
木曜日、午後６時～９時 名古屋文理大学文

化フォーラム（市
民会館）

会費月 2,000 円
（中・高生月1,500円）
その他年 700 円

峯　光江☎

0587(24)2028

曾山流吟詩会 楽しい仲間と漢詩を学
び、詠ずことで健康に

第１・３木曜日、午前９時～正午 明治公民館 会費月 2,000 円 小出愛子☎

090(3300)9272
岳風彰岳会平和支部 漢詩・和歌・俳句を楽

しく吟詠しましょう！
第１～４木曜日、午前 10 時～正午 平和町農村環境改

善センター
会費月 2,000 円
その他月 1,000 円

杉本　握☎

090(8321)5269
稲沢吟詩会 漢詩を詠う楽しさと声

を出して健康に！
木曜日、午後１時 30 分～３時 30 分 総合文化センター 会費月 2,000 円 鵜野朋洲☎

0587(32)7949
稲沢第二吟詩会 生涯学習に詩を歌う楽

しみと発声で健康に！
金曜日、午後１時 30 分～３時 30 分 働く婦人の家 会費月 2,000 円 鵜野英子☎

0587(32)7949
日本詩吟学院認可
篁風会　稲穂詩吟

楽しく声を出して、豊
かな心と健康な体に！

金曜日、午後６時～９時 大里東公民館 会費月 2,200 円
その他月 800 円

万年正公☎

090(3957)7448

●ダンス・体操・ヨガ・太極拳など
名称 活動内容 活動日時 活動場所 会費など 問合先

ハピネス フラで楽しく、エアロ
で体力 UPしましょ。

水曜日、午前９時 30 分～ 11 時 30 分 明治公民館 会費１回 600 円 高橋京子☎

090(4186)6737
マナカイ　メケアロ
ハ　ポリネシアン

本場のフラを楽しく学
んでます。仲間募集中

①第１・２・４火曜日、午後３時
～４時 30 分
②第２・４火曜日、午後１時 15 分
～２時 45 分
③第１・３金曜日、午後７時～８
時 30 分

①②働く婦人の家
③稲沢公民館

①会費月 3,000 円
②③会費月 2,000 円

飯島和代☎

090(9261)5141

フラ・マヒナ 楽しいフラダンスを一
緒に踊りましょう

金曜日、午前９時 30 分～正午 明治公民館、明治
老人福祉センター
けやき館

会費月 2,000 円
入会金 3,000 円

三輪一美☎

090(5007)8603

フラダンス　プル
メリア

フラダンスの練習と発
表会、ボランティア等

第１～３水曜日、午前 10 時～ 11
時 30 分

祖父江町勤労青少
年ホーム

会費月 3,000 円
入会金 3,000 円

柘植かつ子☎

0587(97)1351
明治民舞クラブ カラオケ舞踊ダンシン

グヒーローも踊ります
第１～３金曜日、午後１時～３時 明治公民館 会費月 4,500 円 大原美津子☎

0567(46)0765
どまつりダンスチ
ーム SPICE ！

楽しい歌と踊りで稲沢
の魅力を発信します

①火曜日、午後７時 30 分～９時
②木曜日、午後１時～３時
③日曜日、午後１時～５時

①大里東公民館
②稲沢東公民館
③大里西小学校

会費月 3,000 円 服部みどり☎

090(8189)9890

猫舎 楽゙子（ねこ
じゃらし）

郡上おどり、白鳥おど
りのお囃子練習

第１・３月曜日、午後６時～９時 大里東公民館 会費月 700 円
入会金 700 円

大岡恵子☎

0587(24)0470
舞あかり 越中富山、おわら踊り

の練習
第２・４金曜日、午後６時～９時 大里東公民館 会費月 4,500 円

入会金 4,500 円
大岡恵子☎

0587(24)0470
愛　翔 郡上おどり、白鳥おど

りの練習
第２・４月曜日、午後６時～９時 大里東公民館 会費月 1,700 円

入会金 1,700 円
大岡恵子☎

0587(24)0470
さざんかの会 社交ダンス初級コース

一緒に楽しみましょう
第１・３水曜日、午前９時 30 分～
11 時 30 分

稲葉老人福祉セン
ターあすなろ館

会費月 1,500 円 岡田孝幸☎

090(7953)6973
稲沢社交ダンス愛
好会

ソシアルダンスの基本
ステップおよび発表会

①第２・４火曜日（初級）②第１・
３火曜日（中級）、午後７時～８時
45 分

稲沢公民館 会費月 700 円 藤谷一美☎

0587(21)4962

ダンスサークルミ
ント

健康のための簡単エク
ササイズ

第１・３土曜日、午後１時～１時
45 分

大里東公民館 会費１回 500 円 高橋智絵☎

090(9912)0782
稲沢クーニーズ ストレッチ、筋力トレ

ーニング、リズム体操
金曜日、午前 10 時～ 11 時 45 分 武道館 会費月 2,500 円

入会金 1,000 円
榊原みち子☎

0587(23)3095
Melting Pot ４スタンス理論で正し

いコンディショニング
木曜日、午前 10 時～ 11 時 名古屋文理大学文

化フォーラム（市
民会館）

会費１回 800 円 山岸喜代美☎

090(2773)7978

Merry・D ４スタンス理論で正し
いコンディショニング

金曜日、午前 10 時～ 11 時 名古屋文理大学文
化フォーラム（市
民会館）

会費１回 800 円 山岸喜代美☎

090(2773)7978

里西健康体操クラブ リズム体操、ストレッ
チと楽しく動いてます

金曜日、午後７時 30 分～９時 大里西公民館、大
里西小学校

会費月 2,000 円
入会金 1,500 円

早川道子☎

0587(32)3879
レッツ健美操 初心者大歓迎の「健康

体操クラブ」です
水曜日、午前 10 時～ 11 時 30 分 稲沢公民館 会費月 1,500 円 榊間清子☎

0587(21)6371
プリティー リズムに合わせストレ

ッチ・筋トレします！
火曜日、午前 10 時～ 11 時 30 分 総合体育館 会費月 1,500 円 稲葉美恵子☎

0587(23)0779
ストレッチクラブ リズムに乗って楽しく

ストレッチ
第１・３火曜日、午後７時 30 分～
９時

大里西公民館 会費月 1,000 円
入会金 1,000 円

田中佐代子☎

0587(36)0644
しなやかコスモス
の会

小さな動きで体調を整
える体にやさしい体操

第１・３火曜日、午前９時 30 分～
11 時

大里東公民館 会費月 500 円 川口昌子☎

0587(32)1610
バランスフィット
ネス

まずはやってみません
か　健康体操見学 OK

水曜日、午後２時～３時 総合体育館 会費月 2,000 円
入会金 1,000 円

井上百合子☎

0587(32)3082
アライヴ ハツラツ健康体操、楽

しい仲間と体力づくり
月曜日、午後７時 30 分～９時 明治公民館 会費月 2,000 円

入会金 1,000 円
横井玲子☎

0587(36)3705
里西トレーニング
クラブ

リズムにのって脳も身
体も元気に健康体操。

月曜日、午後２時 30 分～４時 東部体育センター 会費月 1,500 円
入会金 1,000 円

佐藤保子☎

090(6590)9182
新日本婦人の会　
70％で元気の会

〇〇したい！その前に
筋肉を整える体操です

土曜日（月２回）、午前 10 時～ 11
時 30 分

総合文化センタ
ー、老人福祉セン
ターさくら館

会費月 900 円
入会金 100 円
その他月 500 円

石川るみ子☎
090(1725)4152

大里リズム体操 ステキな曲に合わせて
皆でエクササイズ !!

木曜日、午前 10 時～ 11 時 30 分 武道館 会費月 1,500 円
入会金 1,000 円

鹿島より子☎

090(7027)8460
クッキーズ マイナス 10 歳めざし

て楽しく動こう！
土曜日、午前 10 時～ 11 時 30 分 総合体育館 会費月 2,000 円

入会金 1,000 円
池田明美☎

090(8072)5290


