
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　1819

●子育て
名称 活動内容 活動日時 活動場所 会費など 問合先

親子リトミック　
稲沢音楽らんど

１～３歳の親子で楽し
く音遊びをしましょう

月曜日（月２回）、午前 10 時 30 分
～ 11 時 15 分

大里西公民館 会費１回 500 円 百々友子☎

0587(22)1155
親子リトミック
（Let's enjoy リトミ
ック）

１～３歳親子対象。詳
しくはブログを見てね

第２・４水曜日、午前 10 時 30 分
～ 11 時 15 分

稲沢東公民館 会費１回 500 円
入会金 1,000 円

村田直子☎

080(1612)1481

レスリー先生のハ
ッピー・ハーモニ
ーズ

英語でリトミック。未
就園児との親子参加。

第２・４金曜日、午前 10 時～ 10
時 40 分

下津公民館 会費１回 1,000 円 伊東昌子☎

090(9948)1466

キッズ・体づくり
くらぶ

運動遊びで体の土台作
り。幼児、小学生対象

第２日曜日、午前９時 15 分～ 11 時 千代田公民館 会費 1回 500 円 林　慶子☎

090(7036)9349
不登校を考える親
の会　いなざわ

同じ経験をしている親
が、話し合い支え合う

第１土曜日、午後１時 30 分～５時 総合文化センター 会費１回 300 円 大野紀久江☎

0587(23)5799

●絵画など
名称 活動内容 活動日時 活動場所 会費など 問合先

やさしい水彩画 初心者大歓迎
随時入会 OK

第２・４木曜日、午後１時 30 分～
３時 30 分

総合文化センター 会費３カ月
10,000 円

小崎恵子☎

090(5004)5701
絵手紙サークル ヘタでいいヘタがいい

絵手紙。随時入会ＯＫ
①第１・３木曜日、午前 10 時～正午
②第１・３木曜日、午後１時 30 分
～３時 30 分
③第２・４木曜日、午前 10 時～正午

総合文化センター 会費３カ月
10,000 円

小崎恵子☎

090(5004)5701

新婦人　絵手紙
（ハガキで遊ぼう）

下手でいい、下手がい
いがモットーの絵手紙

第１木曜日、午前 10 時～正午 下津公民館 会費月 900 円
入会金 100 円
その他１回 100円

中村モモ子☎

0587(22)1387

新婦人　ちぎり絵
（ハガキで遊ぼう）

新聞をちぎって作品が
できると嬉しいです。

第４木曜日、午前 10 時～正午 下津公民館 会費月 900 円
入会金 100 円
その他１回 100円

中村モモ子☎

0587(22)1387

和紙ちぎり絵 風景・生物四季の花等
を和紙を使い制作する

第２水曜日、午後１時～４時 祖父江町勤労青少
年ホーム

会費１回 1,000 円 今津明美☎

0587(97)3790
N・K 絵画グループ 油彩、水彩で風景、静

物を楽しく描きます。
第１・３土曜日、午後１時～３時 荻須記念美術館 会費１回 1,000 円 近藤憲男☎

090(1860)5217

グループアトリエ 様々な画材で具象、抽
象で自由に制作する。

第１～３木曜日、午前 10 時～午後０
時 30 分

荻須記念美術館 会費月 7,000 円
入会金 3,000 円
その他月 500 円

皆川純子☎

090(1834)6512

修友会 写実的な絵画クラブで
す。初心者歓迎

第２・４日曜日、午前 10 時～正午 荻須記念美術館 会費月 3,700 円
入会金 1,000 円

竹市　睦☎

090(7912)8095
日本画研究会 日本画の技法を研究し

ながら作品を描く
第２・４水曜日、午前 10 時～正午 平和町農村環境改

善センター
無料 竹田ゆう子☎

080(6950)1937

●スポーツ
名称 活動内容 活動日時 活動場所 会費など 問合先

世界武道連盟　風
林火山　稲沢支部

実践空手楽しく強くな
ろう稽古礼儀作法から

水曜日、午後６時～９時 平和町農村環境改
善センター

会費月 1,000 円　
入会金 3,000 円

丹下由美☎

090(4197)8942
新空手道　獅道会 空手を通し強い体と良

い姿勢の生活を目指す
土曜日、午後６時～８時 30 分 大里東公民館 会費月 2,500 円　

入会金 3,000 円
後藤貴信☎

090(3588)6104
日本空手道　宮戸
派糸東流　聖武会

伝統空手。年齢、性別
問わず入会できます。

①火曜日②土曜日、午後７時～９時 ①千代田中学校
②大里中学校

会費月 3,000 円 大野弘敬☎

090(9176)5995
全日本空手道連盟
和道会　水風会　
稲沢支部

オリンピックを目指す
空手団体です。

①月・水曜日②土曜日、午後７時
～９時

①武道館
②稲沢中学校

会費月 3,000 円　
入会金 2,000 円

小崎寛康☎

090(9336)9298

稲沢ボクシングク
ラブ

中学生以上の男女健康
増進から試合出場まで

水曜日、午後７時～８時 45 分 総合体育館 会費年 5,000 円　
入会金 3,000 円　
その他月 1,000 円

志村和良☎

090(5112)2559

Brush up 小学生からの陸上クラ
ブ。１回目は体験無料

水曜日、午後７時～８時 30 分 平和中央公園 小学生１回 500円
中学生以上１回
1,000 円から

佐藤直美☎

090(7958)1539

稲沢シニアハイキ
ング・登山同好会

月１回のハイキング・
登山隔月の雑談勉強会

奇数月第３土曜日、午後３時～午
後５時　※ハイキングは月１回（不
定期）

大里西公民館 その他実費 杉原秀高☎

090(4183)8292

アミテニスクラブ 初級中級レベルの硬式
テニスサークル

日曜日、午前 10 時～正午 奥田公園テニスコ
ート

会費半年 3,000 円 津坂高行☎

090(5621)5747
ボンビーズ テニスを通じて交流を

深める。シニア。中級
土・日曜日、午後１時～５時 六輪グラウンドテ

ニスコート
会費年 12,000 円 円法憲生☎

090(6572)1914
スマイル卓球クラブ 卓球を楽しんでいます。

熱意のある人募集中
金曜日、午後１時 30 分～３時 30 分 祖父江町体育館 会費年 5,000 円 児島喜代子☎

090(7309)2018
稲沢シニアソフト
ボールクラブ

ソフトボールで　体力
の維持と健康推進

月・水・金曜日、午前８時 45 分～
11 時

浄化センター運動
広場

会費年 12,000 円 福田俊幸☎

090(8155)4130
スポーツウェルネ
ス吹矢稲沢

楽しく無理なく健康づ
くりと仲間づくりを‼

木曜日、午後１時 30 分～３時 30 分 祖父江町体育館 会費月 2,000 円 伊藤義英☎

090(9179)6966

●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

フレッシュクラブ 年齢にまけない体づく
りをしませんか

金曜日、午前 10 時～ 11 時 30 分 総合体育館 会費月 1,500 円 池田明美☎
0587(21)6909

フレッシュクラブ B 健康体操始めてみませ
んか、初心者大歓迎。

金曜日、午前９時～９時 45 分 総合体育館 会費月 1,000 円 池田明美☎

0587(21)6909
チケットクラブ 楽しいリズムで健康作

りを目指しています。
土曜日、午後２時～３時 30 分 総合体育館 会費月 2,000 円

入会金 1,000 円
辻原幸子☎

0587(21)4453
フリージア 元気になる体操始めま

せんか、待ってます。
火曜日、午後７時 20 分～９時 働く婦人の家 会費月 2,000 円

入会金 1,000 円
南川勝子☎

0587(21)5381
フレッシュ　グル
ープ

チューブで筋トレ。音
楽に合わせ体操など

水曜日、午前 10 時～ 11 時 30 分 稲沢公民館 会費月 1,500 円 岩佐俊子☎

0587(24)3239
さざんかヨーガの会 足心ヨーガで手足の先

までほぐします。
水曜日、午後１時 15 分～２時 45 分 稲沢東公民館 会費月 2,500 円 鵜飼光子☎

0587(32)9569
やさしいヨガ 体をやわらかくするの

は必要条件ですね。
火曜日、午前 10 時～ 11 時 30 分 総合文化センター 会費１回 1,000 円 安立正義☎

0587(34)1884
TOPAZ（トパーズ）体を整えるヨガ　しっ

かりと動くヨガです。
第１・３木曜日、午前 10 時～ 11 時 大里東公民館 会費１回 800 円 小西桂子☎

070(2224)6987
JUN YOGA 呼吸と共に身心を整え

ましょう。初心者歓迎
日曜日（月２回）、午後１時 30 分
～３時

総合体育館 会費１回 1,000 円 中島万純☎

090(5003)4438
ヨガ・バード 誰でも出来る、ほぐし

ヨガ。老若男女可。
第２・４月曜日、午後１時 30 分～
３時

大里東公民館 会費月 1,200 円 浪上永子☎

090(6074)1356
ヨガサークル　
LaLaLa

男女問わず心と身体に
優しいリラックスヨガ

第２～４水曜日、午前 10 時 15 分
～ 11 時 15 分

千代田公民館 会費１回 550 円 菊池和子☎

090(9928)3591
リラックス健康ヨ
ガ「快」

初心者大歓迎、お待ち
してます。無料体験可

木曜日、午後１時 30 分～３時 稲沢東公民館 会費月 2,500 円
入会金 1,000 円

鮫島直子☎

090(3458)7802
小正ヨガ同好会 年齢を問わず、初心者

に優しいヨガです。
水曜日（月３回）、午前 10 時～ 11
時 30 分

総合文化センター 会費月 2,000 円 林　弥生☎

0587(32)2005
おやこ　スマイル
ヨガ

０歳から３歳親子対象。
ママのリラックスに

第２～４火曜日、午前 10 時～ 11 時 下津・大里東公民館 会費４回 3,500 円 石橋美奈☎

090(5772)8311
スマイルヨガ 体が硬くても楽しめま

す。詳細はお問合せを
①木・金曜日、午前 10 時～ 11 時
15 分
②水曜日、午後３時 15 分～４時
30 分

下津・大里東公民
館、総合体育館

会費４回 3,500 円 石橋美奈☎

090(5772)8311

祖父江太極拳クラブ 心臓に負担をかけずに
全身運動になります。

火曜日、午後７時 30 分～９時 祖父江町勤労青少
年ホーム

会費月 3,000 円
入会金 1,000 円

渡辺新三郎☎

0587(97)6492
いきいき太極拳 どなたでも簡単な運動

で楽しく体力づくり
第１～３土曜日、午前 10 時～ 11
時 15 分

祖父江町勤労青少
年ホーム

会費月 2,000 円 近藤千代子☎

0587(97)0465
楊名時健康太極拳
稲東クラブ

免疫力を高める健康太
極拳始めてみませんか

月曜日、午前 10 時～ 11 時 45 分 大里東公民館 会費月 2,000 円
入会金 1,500 円
その他初回 500円

岡田才子☎

0587(21)2169

楊名時健康太極拳
稲沢教室

免疫力を高める健康太
極拳始めてみませんか

①水曜日、午前 10 時～ 11 時 45 分
②金曜日、午後１時 30 分～３時
15 分

名古屋文理大学文
化フォーラム（市
民会館）

会費月 2,000 円
入会金 1,500 円
その他初回 500円

栗本　明☎

0587(21)0470

やさしい太極拳 男女年齢問わず
初心者大歓迎です

第２・４金曜日、午前 10 時～ 11
時 15 分

大里東公民館 会費月 1,500 円 犬飼みさ代☎

0587(21)3398
下津太極拳 男女年齢問わず

初心者大歓迎です
第２・４木曜日、午後１時 30 分～
３時

下津公民館 会費月 1,500 円 横山とき子☎

0587(21)1554


