名称

活動内容
日本の伝統文化水墨画
を楽しく学びませんか
新日本婦人の会 絵手紙・ちぎり絵・私
「ハガキで遊ぼう」だけの一枚が嬉しい！
墨游会

活動日時
活動場所
第２・第４月曜日、午後２時〜４ 大里東公民館
時
第１・第４木曜日、午前 10 時〜正 下津公民館
午

会費など
会費月 4,000 円

活動日時
①水曜日（月３回）、午後６時〜９時
②土曜日（月３回）、午後１時〜５時
①水曜日（月３回）、午後７時〜９時
②土曜日（月３回）、午後２時〜５時
第２・第４月曜日、午前９時〜正
午
第２火曜日、午後２時〜４時

活動場所
平和町農村環境改
善センター
平和町農村環境改
善センター
明治公民館

会費など
会費月 2,000 円
その他月 2,600 円
会費月 2,000 円
その他月 1,200 円
会費月 2,000 円

稲沢公民館

会費１回 3,000 円

お知らせ

●絵画など
問合先

募集します

会費月 900 円
入会金 100 円
その他月 100 円
グループ アトリ 画題画材自由！プロの 第１〜第３木曜日、午前 10 時〜午 荻須記念美術館 会費月 7,000 円
エ
助言で三歩前進あり！ 後０時 20 分
入会金 3,000 円
その他月 750 円
絵手紙サークル ヘタでいいヘタがいい ①第１・第３木曜日、午前 10 時〜 総合文化センター 会費月 3,000 円
絵手紙。随時入会ＯＫ 正午②第１・第３木曜日、午後１
時 30 分〜３時 30 分③第２・第４
木曜日、午前 10 時〜正午
やさしい水彩画 初心者大歓迎 随時入 第２・４木曜日、午後１時 30 分〜 総合文化センター 会費月 3,000 円
会できます。
３時 30 分
修友会
写実的絵画サークル。第２・第４日曜日、午前 10 時〜正 荻須記念美術館 会費月 3,700 円
初心者歓迎します
午
入会金 1,000 円
墨游会稲沢支部 水墨で風景動植物を楽 第２・第４木曜日、午前９時〜正 名古屋文理大学文 会費月 4,000 円
しんで描きましょう 午
化フォーラム、荻 入会金 3,000 円
須記念美術館
その他年 3,000 円
和紙ちぎり絵
和紙を使って静物花風 第２水曜日、午後１時〜３時 50 分 祖父江町勤労青少 会費月 1,000 円
景などの作品を作る
年ホーム
和紙ちぎり絵
和紙を使い静物、花、第１金曜日、午前９時〜 11 時 30 分・ 平和町農村環境改 会費１回 1,000 円
風景などの作品を作る 午後１時〜３時 30 分
善センター

催し物
教室・講座

●お花・お茶
スポーツ

問合先

会員募集

名称
活動内容
平和町華道クラブ 楽しみながら学び、お
部屋に飾りませんか！
平和町茶道クラブ 一期一会の思いの中で
心和むひとときを
明治茶道クラブ 初心者でも、お茶の作
法を楽しく学べます。
花＊花
フラワーアレンジメン
ト

●音楽・詩吟など
名称
活動内容
活動日時
稲沢カラオケクラ 新曲を講師の指導で練 第２・第４水曜日、午後１時 30 分
ブ
習して楽しく歌います 〜３時 30 分
やさしい弾き語り 世界一簡単な楽器、カ 第１木曜日、午前 10 時〜午後３時
ナイで弾き語り♪
さくら民謡クラブ 日本全国の民謡を、皆 第１・第３金曜日、午後１時〜２
んなと楽しく歌おうよ 時
くれない吟詩会 健康と一生涯学習に！ 第１〜第４金曜日、午後１時 30 分
声を出して楽しみ。 〜３時 30 分
稲沢吟詩会
ふれ合いと、健康の為 第１〜第４木曜日、午後１時 30 分
声を出す楽しみ！
〜３時 30 分
コール・フロイデ コーラス会員募集。皆 火曜日、午後１時 30 分〜３時
で楽しく歌いませんか
初音の会（筝曲） 琴で古典〜ポップスま 第２・第４火曜日、午前９時 30 分
で。指先脳トレ。琴有 〜正午
やまぼうし
体幹を使う発声で楽し 第２・第４火曜日、午前 10 時〜正
く歌ってます男性も可 午
ボイストレーニン 腹式呼吸発声法で誰で 第２・第４金曜日、午前 10 時 30
グ「秋桜」
も美声になれますよ！ 分〜正午
祖父江歌謡クラブ 脳の活性化及びふれあ 第２・第４水曜日、午後１時 30 分
いを大切に新曲狙い 〜３時 30 分
コーラス おたま 心も体もリフレッシュ 第２・第４木曜日、午後１時 30 分
じゃくし
皆で楽しく歌いましょ 〜３時 30 分
稲沢音楽らんど ママと未就園児の親子 月曜日（月２回）、午前 10 時 30 分
リトミックと簡単工作 〜 11 時 20 分
ダ・カーポ平和 新曲を覚えて、カラオ 第１・第３月曜日、午前 10 時〜正
ケを楽しみましょう 午

活動場所
会費など
稲葉老人福祉セン 会費月 500 円
ターあすなろ館
総合文化センター 会費１回 500 円

問合先

老人福祉センター 会費月 650 円
さくら館
働く婦人の家
会費月 2,000 円
総合文化センター 会費月 2,000 円
稲沢東公民館、大 会費月 2,500 円
里東公民館
働く婦人の家
会費月 3,300 円
入会金 1,500 円
稲沢東公民館
会費月 2,500 円
稲沢東公民館

会費月 2,500 円

祖父江町勤労青少 会費月 2,000 円
年ホーム
平和町農村環境改 会費月 2,000 円
善センター
大里西公民館
会費１回 500 円
平和町農村環境改 会費月 2,000 円
善センター
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