
No. 団　 体　 名 活 動 内 容 活 動 日 活動時間

1 ウクレレホロホロ ウクレレ演奏 第１・３金曜日 １９:００～２１:００

2 裏千家茶の湯 和 茶道 第1金曜日 １０:００～１２:００

3 邑楽アコーディオンクラブ アコーディオン演奏 金曜日 ９:００～１２:００

4 邑楽かな書道 書道の練習 第１土曜日 ９:３０～１２:００

5 邑楽きりえグループ 切り絵の学習 第1・3土曜日 １３:３０～１５:３０

6 邑楽吟詠会つつじ教室 吟詠 木曜日 １９:００～２１:００

7 邑楽町民合唱団 コーラス練習 水曜日 １３:３０～１６:００

8 邑楽町民吹奏楽団 吹奏楽 第2・4日曜日
９:００～１２:００

１２：００～１６：００

9 邑楽・土笛の会 オカリナ練習 木曜日 １９:００～２１:３０

10 邑楽町囲碁倶楽部 囲碁対局 木曜日 １３:００～１7:００

11 邑楽町音声訳すみれの会 音声訳 最終水曜日 １３:３０～１５:３０

12 邑楽町子ども会育成会連絡協議会 青少年健全育成活動 随時 随時

13 邑楽町手話サークルすずらん 社会教育活動（福祉） 火曜日 １９:３０～２１:３０

14 邑楽町書道クラブ 書道 木曜日 １８:３０～２０:３０

15 邑楽町スポーツ吹矢NAC スポーツ吹矢 金曜日 １８:４５～２１:００

16 邑楽町総合写真展実行委員会 写真（公募形式） 不定期 全日及夜間

17 邑楽町婦人会 女性地域活動 不定期 不定時

18 邑楽町レクリエーション・リーダーズクラブ 青少年ボランティア 金曜日 １９:３０～２１:３０

19 邑楽めぐみ会 生命の貯蓄体操 金曜日 ９:００～１１:００

20 邑楽謡曲同好会 謡曲の稽古 第1・2・４火曜日 １３:３０～１５:３０

21 オカリナ愛好会 オカリナ練習 第２・４木曜日 １6:３０～１９:００

22 オカリナ・アミークス&A オカリナ練習 火曜日 １９:００～２１:００

23 翁流中央朗吟愛好会 詩吟 火曜日 １３:００～１５:００

24 おし花教室 押花絵制作 第４土曜日 １３:３０～１６:００

25 男料理友の会 料理作りと食事懇談 第2土曜日 １７:００～２０:００

26 オラたん☆JAZZオーケストラ ジャズ演奏 日曜日 １３:００～１７:００

27 ＯＫＳ 写真 不定期 １９:００～２１:００

28 寛永昇会 日本舞踊 木曜日 １４:００～１６:００

29 ガールスカウト群馬県第２８団 青少年育成 不定期 不定時

30 着付けクラブ 着付け 第１・3火曜日 ９:３０～１２:３０

31 減塩料理サークル
成人病予防に関する
活動や調理 第４木曜日 ９:３０～１３:００

32 コーラスゆりかご コーラス練習 木曜日 １０:００～１２:００

33 コール・オーラ 混声合唱 金曜日 １３:４５～１５:４５

34 コールぷらっつ コーラス練習 不定期 不定時

35 コーロ・アックア 混声コーラス 水曜日 １８:３０～２１:００

36 鼓玉会 和太鼓練習 木曜日 １９:３０～２１:３０
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37 混声合唱団「響」 混声合唱 金曜日 １９:３０～２１:３０

38 コンフント・ロス・クラカケス 中南米民族音楽の演奏 不定期 不定時

39 シャンソン・ダムール 歌の練習（シャンソン） 第3水曜日 １４:００～１６:００

40 商工会レクダンス レクリエーションダンス 第2・4木曜日 １９:００～２１:３０

41 実践倫理宏正会 家庭愛和勉強会 不定期 １０:００～１２:００

42 スケッチを楽しむ会 水彩画の学習 第1・3水曜日 ９:３０～１２:００

43 スポーツ吹矢邑吹会 吹矢練習・月例記録会 水曜日 １２:４５～１６:００

44 地域活性プロジェクトMAYK 地域おこし 火曜日 １０:００～１２:００

45 茶の湯 わびすけ 茶道（表千家） 第２・３・４金曜日 ９:００～１３:００

46 つゆ草 絵手紙作成 第3土曜日 ９:３０～１２:００

47 手づくりの会“虹” 手づくり品作成 第２・４水曜日 ９:３０～１６:００

48 天王元宿祇園囃子を守る会 祇園囃子の継承・演奏 第２・４日曜日 １８:００～１８:５０

49 ディジュッポ ディジュッポ練習 第１・３水曜日 １０:００～１１:００

50 中野絣会 染・織・手工芸品作り 水曜日 １３:００～１６:００

51 のばらの会 刺繍練習 第1・3火曜日 ９:３０～１２:００

52 花もも フィットネス 第２・４火曜日 １９:００～２０:３０

53 フォロー教室 健康料理 第2水曜日 ９:３０～１２:３０

54 フラワーアレンジ フラワーアレンジ 第4土曜日 １８:３０～２１:００

55 フレンドリー ヨガ 火曜日 ９:００～１１:００

56 墨風書道会 書道練習 火曜日 １３:３０～１５:３０

57 ボーイスカウト邑楽町第１団 青少年活動 随時 随時

58 マイレ フラ  オナオナ フラダンス 金曜日 １１:００～１３:００

59 マイレ フラ  ヒナノ フラダンス 木曜日 １５:００～１７:３０

60 マイレ フラ  ユキエ フラダンス 木曜日 １２:３０～１５:００

61 マダムテール 手作り絵本と工作 第2・4金曜日 １０:００～１２:００

62 Mahana Dance Studio メリアクラス フラダンス 火曜日 １１:００～１３:００

63 Mahana Dance Studio モハラクラス フラダンス 第２・４水曜日 １６:００～１８:００

64 ミモザの会 調理実習 第４火曜日 ９:３０～１３:００

65 邑の映画会実行委員会 映画上映会ワークショップ 不定期 不定時

66 やまぼうし 俳句学習 第２火曜日 １３:００～１６:００

67 邑彩会 絵画制作 第１・３木曜日 １３:００～１６:００

68 ゆめあみ 手編み学習 第2・4木曜日 １０:００～１２:００

69 レクダンスすみれ レクリエーションダンス 火曜日 １３:００～１５:３０

70 わかば会 墨絵 第１木曜日 ９:３０～１２:００

71 ワッフルクラブ 調理実習 不定期 １０:００～１４:００

72 みどりのアダージォ 器楽演奏 第2・4火曜日 ９:３０～１２:００

73 カプアクラス フラダンス 水曜日 ９:００～１２:００


