
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 中居カラオケ仲好会 カラオケ 毎週（月） 午前9時～正午

2 英会話サークル 英会話 第1～3（月） 午後1時～4時

3 七彩会 水彩画 毎週（月） 午後1時30分～4時

4 太極拳サークル 太極拳 第1・3・4（月） 午後2時～4時

5 中居アコサウンド アコーディオン 第1・3（月） 午後2時～4時

6 中居パソコンサークル パソコン 第2・4（月） 午前9時30分～正午

7 子育てサロンなかい 子育て支援 第2（月） 午前10時～11時30分

8 すいせんの会 料理 第3（月） 午前9時～午後0時30分

9 ダンベル愛好会 ダンベル体操 毎週（火） 午前10時～正午

10 彩乃会 日本舞踊 毎週（火） 午後1時30分～4時

11 温優岳心会 詩吟 毎週（火） 午後6時30分～9時

12 中居空手教室 空手 毎週（火） 午後7時～9時

13 ＰＣゼミナール パソコン 第1・3（火） 午前10時～正午

14 中居ハーモニカクラブ ハーモニカ 第1・3（火） 午前10時～11時30分

15 百歳体操教室 体操 第1・3（火） 午後1時30分～3時

16 かたつむりの会 オカリナ 第1・3（火） 午後1時30分～4時

17 パソコン愛好会 パソコン 第2・4（火） 午前9時30分～正午

18 親子リトミック リトミック 第2・4（火） 午前10時～正午

19 ゆりの会 大正琴 第2・4（火） 午前10時～11時30分

20 フラワーアレンジメント フラワーアレンジメント 第2（火） 午後7時～8時

21 源氏物語を読む会 古典 第3（火） 午後1時30分～3時30分

22 高崎市国際交流協会 語学 第2～4（水） 午後6時～8時

23 ＰＣなかい パソコン 第1・3（水） 午前9時～正午

24 さくら茶 折り紙 第1・3（水） 午後1時30分～4時

25 日中現代墨画会 水墨画 第1・4（水） 午前10時～正午

26 婦人会ホビークラブ 趣味の会 第2・4（水） 午前9時30分～正午

27 てづくな 趣味の会 第2・4（水） 午後1時30分～4時30分 

28 点訳の会 点訳 第2・4（水） 午後1時30分～4時

29 フォトナカイ 写真 第1（水） 午後1時～5時

30 中居三丁目いきいきサロン 高齢者交流 第2（水） 午前10時～正午
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31 アングルフォトクラブ 写真 第2（水） 午後7時～9時

32 中居四丁目いきいきサロン「りんどうの会」 高齢者交流 第3（水） 午前10時～正午

33 中居ヨガサークル ヨガ 毎週（木） 午前10時～11時30分

34 高崎市くらしの会中居支部 生活全般 第2・3（木） 午前9時30分～正午、午後1時～4時30分

35 ほほえみの会 筆ペン 第2・4（木） 午前10時～正午

36 アジサイ会 大正琴 第2・4（木） 午後1時30分～3時30分

37 ボランティア労力ネットワーク ＮＰＯ 第2（木） 午後1時～4時

38 おとなの合唱 合唱 第3（木） 午前10時～正午

39 ひまわりの会 健康体操 毎週（金） 午前9時30分～正午

40 ラ・パレット 油絵 毎週（金） 午後7時～9時

41 カリナの会 オカリナ 第1・2・4（金） 午後2時～4時

42 茶道サークル 茶道 第1・3（金） 午後0時30分～4時30分

43 ペンクラブ ペン字 第1・3（金） 午後1時30分～3時30分

44 婦人会レクダンス レクダンス 第2・4（金） 午後1時30分～3時30分

45 シフォン 手芸 第2・4（金） 午後1時30分～4時

46 中居いたずらクラブ 手作りおもちゃ 第2・4（金） 午後4時～7時

47 フォトストーリー パソコン 第1（金） 午前10時～正午

48 男声合唱 合唱 第2（金） 午後4時10分～5時30分

49 婦人会ちぎり絵サークル ちぎり絵 第3（金） 午前10時～午後3時

50 歌声広場(ラビアンローズ) 歌声喫茶 第3（金） 午後1時～4時

51 群馬室内合唱団 合唱 毎週（土） 午後6時～9時

52 三和会 フォークダンス 第1・3・4（土） 午前9時30分～11時30分

53 なかい俳句会 俳句 第3（土） 午前9時～正午

54 サンデースクラブ ヨガ 毎週（日） 午前10時～正午

55 囲碁サークル 囲碁 毎週（日） 午後1時～7時

56 中居ダンススクール 社交ダンス 毎週（日） 午後6時30分～9時

57 ヨガサークルクローバー ヨガ 第1･3（日） 午後1時～3時

58 聖山会 俳句 第4（日） 午後1時～4時
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