中部地区市民センター
サークル・団体名（活動内容）

分 野

活動回数など

九条の会・よっかいち（勉強会）

1 政治・経済・法律

不定期

秘密保護法を考える四日市の会

1 政治・経済・法律

不定期

「脱原発」を考える市民講座

2 社会問題

不定期

２７期会

6 その他社会生活

月1回（第２木曜 午前）

消費者協会（手芸部）

11 洋服・和服・手芸

月１回（第４水曜 午前午後）

消費者協会（袋物）

11 洋服・和服・手芸

月１回（第２金曜 午前午後）

和紙ちぎり絵

11 洋服・和服・手芸

月１回（第２火曜 午前）

泗水短歌会

22 文学・俳句・短歌・川柳

月１回（第２火曜 午後）

すずなり俳句会

22 文学・俳句・短歌・川柳

不定期

読書会「輪」（読書）

22 文学・俳句・短歌・川柳

月１回（第１木曜 午前）

四日市婦人ロータリー

26 その他教養

月１回（月曜 午後）

２８期土筆会（俳画）

27 絵画・東洋画・水墨画など

月１回（金曜 午前）

スエヒロ会（俳画）

27 絵画・東洋画・水墨画など

月１回（第３月曜 午後）

ほのぼの絵手紙サークル

27 絵画・東洋画・水墨画など

月１回（第２金曜 午前）

よっかいち・素描の会（絵画）

27 絵画・東洋画・水墨画など

月４回（日曜 午前午後、火曜 夜間）

２７期書道クラブ

28 書道・習字

月１回（第２水曜 午後）

書道サークル（書道）

28 書道・習字

週１回（水曜 午前）

中部写真クラブ（写真）

30 写真・ビデオ映像

月１回（第３火曜 午前）

常磐木会楽唱クラブ

31 洋楽・声楽・器楽など

月１回（第４金曜 午前）

四日市交響楽団

31 洋楽・声楽・器楽など

不定期

四日市シンフォニックコーラス（合唱）

31 洋楽・声楽・器楽など

週１回（土曜 夜間）

四日市ポルテニア音楽同好会（音楽鑑賞）

31 洋楽・声楽・器楽など

月１回（第４土曜 午後）

詩吟愛好会（詩吟）

32 邦楽・詩吟・剣詩舞など

週１回（火曜 午後）

詩舞サークル（詩舞）

32 邦楽・詩吟・剣詩舞など

月３回(第１・２・３金曜 午後）

扇舞 四日市教場

32 邦楽・詩吟・剣詩舞など

週1回（木曜 午後）

大正琴同好会（大正琴）

32 邦楽・詩吟・剣詩舞など

月３回（第２・３・４水曜 午前）

西浦吟詠会（詩吟）

32 邦楽・詩吟・剣詩舞など

月３回（木曜 午後）

寛紫会（歌謡舞踊）

33 演劇・舞踊・舞台芸術など

週１回（月曜 午後）

ともしび会（民舞踊）

33 演劇・舞踊・舞台芸術など

週１回（木曜 夜間）

はぎの会（民舞踊）

33 演劇・舞踊・舞台芸術など

週１回（水曜 午後）

ひな菊会（民舞踊）

33 演劇・舞踊・舞台芸術など

週１回（火曜 午後）

日本将棋連盟 四日市支部

34 将棋・囲碁など

不定期

カラオケ なでしこ（カラオケ）

36 その他文化・趣味

週１回（火曜 午前）

四日市郵趣会（切手収集）

36 その他文化・趣味

月１回（第１土曜 午後）

佳友会中国語

39 中国語

週１回（木曜 午前）

パソコン１８

47 パソコン全般

月２回（第２・４月曜 午前）

ゆっくりＰＣきく松Ｇ（パソコン）

47 パソコン全般

週１回（木曜 午後）

心身統一合氣道

51 武道

週1回（土曜 夜間）

孔雀サークル（フラダンス）

52 ダンス

月２回（第２・４金曜 午前）

なかよし会（フラダンス)

52 ダンス

月２回（第１・３月曜 午前）

ひまわり（レクダンス）

52 ダンス

月２回（第２・４火曜 午後）

フォークダンスサークル・フラワー

52 ダンス

月２回（第２・第４水曜 午前）

エンジョイダンス

53 社交ダンス

月４回（水曜 午後）

五月会(社交ダンス）

53 社交ダンス

月３回（第１・３・５火曜 午前）

すずらん会（社交ダンス）

53 社交ダンス

週１回（月曜 午後）

土曜ダンスサークル（社交ダンス）

53 社交ダンス

週１回（土曜 午後）

弓代ダンスサークル（社交ダンス）

53 社交ダンス

月４回（水曜 午前 午後 夜間）

りんどうの会（社交ダンス）

53 社交ダンス

週1回（木曜 午前）

ロマンダンスクラブ（社交ダンス）

53 社交ダンス

週１回（木曜 午後）

ひまわり（レクダンス）

55 レクリエーション

月２回（第２・４火曜 午後）

エアロ会

58 ウォーキング・エアロビクス・ヨガ・健康体操・太極拳 週1回（月曜 午前）

さわやかストレッチ

58 ウォーキング・エアロビクス・ヨガ・健康体操・太極拳 週１回（木曜 午前）

ソレイユ会（健康体操）

58 ウォーキング・エアロビクス・ヨガ・健康体操・太極拳 週１回（月曜 午後）

中部太極拳サークル（太極拳）

58 ウォーキング・エアロビクス・ヨガ・健康体操・太極拳 週１回（木曜 午後）

ひまわり（ヨガ）

58 ウォーキング・エアロビクス・ヨガ・健康体操・太極拳 週１回（火曜 夜間）

音訳の会

62 障害者福祉

月１回（最終土曜 午前）

音訳の会

63 高齢者福祉

月１回（最終土曜 午前）

Ｃan（読書推進）

68 子育て・子ども・教育

不定期

Ｃan（読書推進）

69 子どもの読書

不定期

すのうほわいと（おはなし）

68 子育て・子ども・教育

不定期

その他特記事項

