
<文化センター内で活動している団体の主な利用施設・時間＞　　　　　　　　　　　　　　（２０２２．４．１現在）

種別 団体名 主な利用施設 活動日 時間 団体№

玉村町油絵愛好会 工芸室 毎週木 19:30～21:30 1

キャンバスの会 工芸室 毎週金 19:00～21:00 2

水彩画 水彩画愛好会 工芸室 第２・４火 9:30～11:30 3

絵手紙愛好会 工芸室 第２・４水 10:00～11:30 4

絵手紙サークル「一歩の会」 会議室、研修室２ 第１水・第３土 9:30～12:00 5

玉村町混声合唱団COROぴあちぇーれ リハーサル室、研修室３ 毎週火 18:30～21:00 6

玉村夢太鼓にしきの 視聴覚室 毎週水・土 18:00～22:00 7

オカリーナ　なごみ 研修室３ 第１・２・３木 19:00～21:00 8

REVEUR　Wind　Orchestra 視聴覚室 毎週日 18:00～21:45 9

コーラス　花水木の会 リハーサル室 第２・４火 9:30～12:00 10

玉村エンジェル・ウイング リハーサル室 隔週水 19:30～21:00 11

にしきのジャズ研究会 リハーサル室 月２回土 18:00～22:00 14

合唱団コンセール・アミ リハーサル室 毎週木 10:00～12:00 86

オカリーナ・にしきの 研修室３ 毎週火 10:00～12:00 96

ウクレレサークル「マハロ」 会議室 第１・３火 10:00～15:00 98

俳句 にしきの俳句会 研修室２ 第１・３火 13:00～16:00 15

ガーデニングフラワーボックス愛好会 工芸室 第４土 9:00～12:00 28

玉村町陶芸愛好会 工芸室 第３火・日 13:30～17:00 31

虹の会 工芸室 第２火水 13:30～17:00 32

百々の会 工芸室 毎週金 9:00～17:00 33

にしきの陶芸会 工芸室 第２・４木 13:00～17:00 99

ペイント教室　POP　HOUSE 工芸室 第２・４木 9:30～12:00 40

玉村ステンドグラスサークル 工芸室 第１・３木 9:30～11:30 46

マリアカラス 研修室２ 第１水 13:00～16:00 90

玉村木工倶楽部 工芸室 第１・３水 9:30～15:00 92

社交ダンス アミーゴ・社交ダンス 視聴覚室 毎週火 13:30～15:30 51

フラダンス フラスタジオ　ケアオナニ　ティアレ玉村 視聴覚室 毎週火 9:30～12:00 57

ﾘﾊﾋﾞﾘﾊﾞﾚｴ 白鳥倶楽部 視聴覚室 毎週水 10:00～12:00 58

エージレス体操玉村愛好会 視聴覚室 毎週水 13:15～16:30 59

レインボー健康体操 研修室３ 第２・４水 10:30～12:00 65

玉村町太極拳クラブ 視聴覚室 毎週火 19:30～21:30 60

黄河健康クラブ 視聴覚室 毎週木 14:00～16:00 61

気功 気功愛好会 和室１・２ 毎週木 19:00～21:30 62

油絵

絵手紙

太極拳

玉村町生涯学習ガイド

このガイドは、玉村町の公民館施設等で活動している文化団体・サークルを紹介するものです。

どの団体も、一緒に活動できる仲間を募集しています。団体の活動を見学する際の参考にしてください。

※お問い合わせは、玉村町生涯学習課までお願いします。　

＜玉村町生涯学習課（玉村町文化センター総合事務室内）　℡６５－１０００＞
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陶芸

手工芸

体操



種別 団体名 主な利用施設 活動日 時間 団体№

切り絵 きりえ　萩の会 研修室 第１・３木 13:30～15:00 84

ｽﾎﾟｰﾂ スポーツ吹矢 玉村町サークル 研修室３ 毎週火 13:00～16:00 88

武道 ちびっ子空手愛好会 視聴覚室 毎週金 19:00～21:00 83

ときめき書道教室 研修室３ 第１・３木 13:00～16:00 93

書道サークル　さくらの会 会議室 月３回火 14:30～16:00 94

実用書道教室 会議室 第１・３金 14:00～16:00 95

毬美会サクラ会 研修室３ 毎週木（2週目のみ金）13:00～17:00 69

むつみ会 研修室３ 第１・２・３土 13:00～15:30 80

謡曲 玉村町能楽会 研修室１、研修室２ 第３金 10:00～12:00 71

詩吟 岳心流温優岳心会寿教室 会議室 毎週水 10:00～12:00 73

玉村山の会 会議室 第１木 19:00～20:30 78

玉村町凧の会 視聴覚 不定 不定期 81

アクティブシニア玉村 会議室 3ヵ月に1回 19:00～20:30 87

種別 団体名 主な利用施設 活動日 時間 団体№

ラベンダーハーモニー 勤労者センター 毎週月 11:00～13:00 12

カラオケ教室友の会 ふるハートホール 第１・第３木 13:00～16:00 13

俳句 玉村町俳句会 勤労者センター 第１火 13:30～16:30 16

会話 MME　英会話愛好会 勤労者センター 毎週月 9:30～12:00 18

四季の花クラブ・パートⅠ（押し花） 勤労者センター 第１木 9:30～12:00 43

ﾛｸﾞｷｬﾋﾞﾝ（ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ愛好会） 勤労者センター 第１・３木 9:30～11:30 45

ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ 玉村町フォークダンスひまわり会 ふるハートホール


 第２・４火 13:30～16:00 53

だんべえ踊りばらの会 ふるハートホール


 第１・３月 15:30～17:00 54

民踊 倭愛好会 勤労者センター 第１・３火 13:00～15:00 70

ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ ガールスカウト群馬県連盟第６７団 勤労者センター 月１～２回日 9:00～12:00 75
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<文化センター以外で活動している団体の主な利用施設・時間＞

音楽


