
定期利用サークル

団体・サ－クル名 活動内容 活動曜日 活動時間

1 ＴＭ英会話サークル　　　　　　　　 英会話 毎週（月） 午前10時～正午

2 合唱団さくら コーラス（混声） 毎週（月） 午前10時～正午

3 高崎中国語会話クラブ 中国語 毎週（月） 午前10時～正午

4 ｇｌｏｂａｌ Ｃａｆｅ高崎　 英会話 毎週（月） 午後1時～4時

5 ウエルダン男声合唱団 コーラス（男声） 毎週（月） 午後6時～9時30分

6 でかんしょ合唱団 コーラス（混声） 毎週（月） 午後7時～9時

7 ロ－ズの会 英会話 毎週（月） 午後7時～8時30分

8 中央囲碁会 囲碁 毎週（月・水・木・金） 午後1時～5時

9 民話のかたりべ勉強会 民話のかたり 第1（月） 午後1時30分～4時30分 

10 自彊術サークル 自彊術 第1・2・4（月） 午前10時～正午

11 大正琴の会 大正琴 第2・4（月) 午前9時～正午

12 拓美の会 拓本同好会 拓本 第2（月)、不定期（採拓) 午前10時～正午、随時

13 すくすく会 子育て 第3（月）8月を除く 午前10時～正午

14 ハニルコンブクラブ 韓国語 月3回（月、火) 午前10時～正午

15 混声合唱団　ふれんず コーラス（混声） 月3回（月） 午後1時～3時30分

16 イングリッシュクラブ 英会話 毎週（火) 午前10時30分～正午

17 Ｙｏｕｎｇ Ｌｅａｖｅｓ英会話 英会話 毎週（火) 午前10時～11時30分

18 スクール・オブ・ザ・シュワ 手話 毎週（火) 午後6時～9時

19 合唱団ＪＯＹ コーラス（混声） 毎週（火) 午後7時～9時

20 高崎コスモス合唱団 コ－ラス（混声） 毎週（火) 午後7時～9時30分

21 高崎切り絵同好会 切り絵 第1（火)・第3（金)      午後2時～3時

22 茶道クラブ 茶道 第2・4（火) 午前9時30分～午後1時

23 健康家庭料理の会 料理 第3（火) 午前9時30分～午後2時

24 台湾茶の会 台湾文化・中国語 月3回（火) 午後7時～9時

25 コール・アカシア コーラス（女声） 毎週（水) 午前10時～正午

26 混声合唱団ぱれっと コーラス（混声） 毎週（水） 午前10時～正午

27 パレットの会 油絵 毎週（水)8月、1月を除く 午後1時～5時

28 妙義ダンス愛好会 社交ダンス 毎週（水) 午後2時～4時

29 群馬ハングル愛好会 韓国語 毎週（水）入門、（金)初級 午後7時～9時30分

30 タイチークラブ 太極拳・護身術 月4回（水） 午後7時～9時
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31 麗筆クラブ 書道 第1・3（水) 午前9時～正午

32 わらべうたの会ちっちこっこ わらべうた 第1・3（水) 4、8月を除く 午前10時～11時

33 むらさき短歌会 短歌 第1（水) 午前10時～正午

34 「俳画」翠の会 俳画 第2（水・木) 午前10時～午後4時（水）、午後1時～4時（木）

35 英会話サークル クローバー 英会話 月3回（水) 午前10時30分～正午

36 女声合唱団　友 コーラス（女声） 毎週（木） 午前9時～正午

37 ヨガクラブ ヨガ 毎週（木) 午前10時～11時30分

38 ボンジーアの会 ブラジル文化・ポルトガル語 毎週（木) 午前10時～正午

39 古町会 古典 毎週（木) 午後1時～5時

40 ときわ合唱団 コーラス（女声） 毎週（木) 午後1時30分～3時30分

41 中国語勉強会 中国語 毎週（木) 午後7時～9時

42 高らん会 茶道 第1～3（木) 1、8月を除く 午前9時～正午

43 謡と仕舞の会　 能楽 第1・2・3（木) 午前9時30分～正午

44 水彩グループ紙ふうせんＡ 水彩画　　　　　　　 第1・3（木) 午前9時～正午

45 高崎南京玉すだれ芸友会 ボランティア（玉すだれ） 第1・3（木) 午後6時30分～8時30分

46 木曜会 話し方 第2・4（木) 午後7時～9時

47 真緋の会 本づくり 第4（木) 午前9時30分～正午

48 高崎市婦人囲碁クラブ 囲碁 毎週（金) 午前10時～午後5時

49 女声合唱団　双葉会 コーラス（女声） 毎週（金） 午前10時～正午

50 楊名時健康太極拳クラブ 太極拳 毎週（金) 午後7時～9時

51 アザレア英会話 英会話 第1・3・4（金) 午前10時～正午

52 高崎五万石騒動を語り継ぐ会 歴史 第3（金） 午前9時30分～正午

53 サンライフ高崎写真愛好会 写真 第3（金) 午後2時30分～5時

54 たまご合唱団 コーラス（混声） 月3回（金) 午前9時30分～正午

55 インパラーレ 彫刻 毎週（土) 午前9時～正午

56 群馬ジュニア将棋の会 将棋 毎週（土) 午前9時～正午

57 おかり～な高崎 オカリナ 毎週（土) 午後1時～4時

58 ゆとりクラブ 囲碁 毎週（土) 午後1時～5時

59 中央吟友会 詩吟 毎週（土) 午後1時～3時

60 台湾悠遊倶楽部 台湾文化・歴史・北京語 毎週（土) 午前9時30分～正午
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61 あどりびたむ 頭脳スポーツ 隔週（土)・毎週(日) 午前9時～午後9時

62 群馬トーストマスターズクラブ 英語スピーチ 第2・4（土) 午前9時～正午

63 みんゴス ゴスペル 第2・4（土) 午前10時～11時30分

64 家庭料理研究会 料理（男性） 第3（土) 午前9時～正午

65 気功パピルスの会 気功・瞑想 月3回（土) 午後7時～9時

66 ガールスカウト群馬県第4団 ガールスカウト 不定期（土・日） 午前10時～正午（土、日）、午後7時～9時(水)

67 高崎室内楽の会 室内楽 不定期(土、日) 午後1時～5時

68 高崎市少年少女合唱団 コーラス 毎週（日) 午前9時30分～正午

69 碁一会 囲碁 毎週（日) 午前9時～正午

70 カモミールツー 料理（パン作り） 第1（日) 午前9時～午後1時

71 末広将棋広場 将棋 第2・4（日) 午後1時～5時

72 料理を楽しむ男の会 料理（男性） 第2（日) 午前9時30分～正午

73 しじゅうから合唱団 コ－ラス（混声） 第3（日) 午後1時～5時

74 ＴＨＬの会　 料理 第4（日) 午後1時～4時

75 高崎現代詩の会 詩 年6回（日・月) 午前10時～正午、午後6時～8時

76 高崎観光ガイドの会 ボランティア （観光） 不定期 午前9時～正午

77 ガールスカウト高崎地区リーダースクラブ ガールスカウト 不定期 午後6時～9時

78 高崎ユネスコ協会 民間ユネスコ活動 不定期 随時

79 群馬県退職公務員連盟高崎支部 退職公務員の生活擁護と親睦 不定期 午後1時～4時

80 社会教育ボランティアふれあいの会 ボランティア  （託児） 不定期 随時

81 特定非営利活動法人高崎子ども劇場 子どもの体験活動 不定期 随時

82 高階文庫お話会 環境学習 不定期 午後1時30分～3時30分

83 ＭＰＨリコーダークラブ リコーダー 不定期 午前9時～午後5時 （土、日）、午後6時～9時（平日）

84 高崎カウンセリング協会 カウンセリング 不定期 随時

85 劇団アトム 演劇 不定期 午後7時～9時
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