
中央公民館主催事業（令和5年4月１日現在）

詳しい内容を知りたい方は、公民館までお問い合わせください。

ジャンル サークル名 活動日 活動時間 会場
語学 初級英会話 第２・３・４水曜日 13:00～14:30 視聴覚室
趣味創作 写真 第１・３火曜日 19:00～21:00 視聴覚室
趣味創作 手編 第１・３金曜日 19:00～21:00 ２会議室
趣味創作 水墨画 第２・４金曜日 13:00～15:00 １会議室
趣味創作 絵画(小学生) 第１・３土曜日 14:00～16:00 １会議室
茶華道 抹茶 第１・２・３火曜日 19:00～21:00 講習室
健康 ZUMBA® 第１・３木曜日 20:00～21:00 １会議室
ボランティア 手話 毎週木 13:00～15:00 視聴覚室



中央公民館自主講座紹介（令和5年4月１日現在）その１

詳しい内容を知りたい方は、公民館までお問い合わせください。
ジャンル サークル名 活動日 活動時間 会場

文芸 しまなみ句会（俳句） 第１水曜日 13:00～15:00 ３会議室
文芸 櫟俳句会 第２月曜日 13:00～16:00 視聴覚室
文芸 二〇三八短歌会 第１・４日曜日 13:00～16:00 ３会議室
文芸 汐風川柳社 第２金曜日 13:00～15:00 視聴覚室
語学 ガリー英会話教室 第１・３・５月曜日 12：50～14：30 視聴覚室

第１・３火曜日 10:30～12:00

第２・４火曜日 15:00～16:30
語学 楽しい中国語 第３・４火曜日 19:00～20：30 ３会議室

趣味創作 天光会(書道） 毎週水曜日 9:30～11:30 ２会議室
趣味創作 樂書（書道） 第２・４木曜日 9:30～11:30 １会議室

趣味創作 桜美会書道グループ 第２・４金曜日 19:00～21:00 ２会議室
趣味創作 神光会（書道） 第１・３土曜日 9:30～11:30 ２会議室
趣味創作 筆ペン教室ＯＢ会 第２水曜日,第４火曜日 10:00～11:00 視聴覚室

趣味創作 グループ虹穂(洋画） 第１・３火曜日 13:00～16:00 ２会議室
趣味創作 今治水彩 第１・３水曜日、第４火曜日 12：50～17：00 １会議室

趣味創作 オ・写レグループ（写真） 第２火曜日 19:00～21:00 視聴覚室
趣味創作 愛媛ＹＰＣ(写真） 第１・４金曜日 19:00～21:30 視聴覚室

第１・３月曜日 10:00～12:00 視聴覚室
第１・３金曜日 10:00～12:00 １会議室

趣味創作 ふくろう（洋裁） 毎週月曜日 18:00～20:00 ２会議室
趣味創作 刺し子グループ 第２・４水曜日 13:00～15:00 １会議室
趣味創作 手工芸 第１・３水曜日 19:00～21:00 １会議室
趣味創作 レザークラフト 第１・３木曜日 9:00～12:00 １会議室
趣味創作 ひまわり（編み物） 第１・３月曜日 13:00～15:00 ３会議室
趣味創作 絵手紙にじ 第３土曜日 9:00～12:00 ３会議室
趣味創作 墨遊会 第１・３木曜日 13:00～15:00 1会議室
趣味創作 俳画グループ 第２・４土曜日 13:00～15:00 ３会議室
趣味創作 しまなみ陶芸 第２・４木曜日 18：30～21:00 2・3会議室
音楽 今治女声合唱クローエ 第１・３火曜日 10:00～12:00 視聴覚室
音楽 今治女声合唱団ル・ソレイユ 第１・２金曜日  9:30～12:１0 視聴覚室
音楽 今治少年少女合唱団 第１・３土曜日 13:00～17:00 視聴覚室
音楽 今治少年少女合唱団バンビ 第２・４土曜日 13:00～17:00 視聴覚室
音楽 コーロ・コクレア 不定期 視聴覚室
音楽 マミーズ愛バンド　バステト（吹奏楽） 第２木曜日、第４水曜日 9：30～12:00 視聴覚室
音楽 今治市民吹奏楽団 第２・４土曜日 17:30～21:30 視聴覚室
音楽 今治市民弦楽合奏団 毎週月曜日 19:00～21:00 視聴覚室
音楽 今治市民マンドリンアンサンブル 毎週水曜日 19:00～21:00 視聴覚室
音楽 アンダンテ 第２・４日曜日 17:30～20:00 視聴覚室

第１・３・４金曜日 視聴覚室

第２金曜日 ３会議室
第１・３・４金曜日 13:00～16:00
第２金曜日 10:00～12:00

音楽 リードバンドわらべ（ハーモニカ） 第１・３土曜日  8:30～12:00 視聴覚室
音楽 音和民謡会 第１・３火曜日 10:00～12:00 ２会議室
音楽 民謡渡辺会 第１・３木曜日 10:00～12:00 視聴覚室
音楽 和謡会（民謡） 第２・４土曜日 10:00～12:00 １会議室
音楽 今治清吟会 毎週火曜日 19:00～21:30 ２会議室
音楽 今治吟詩同好会 第２・４木曜日 13:30～17:00 ３会議室

語学 今治フランス語研究会 ３会議室

趣味創作 すみれ会（パッチワーク）

音楽 しまなみハーモニー（ハーモニカ） 13:00～15:30

音楽 うずしおハーモニー（ハーモニカ） ３会議室
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ジャンル サークル名 活動日 活動時間 会場

音楽 吟道翠風流東予地区本部会 毎週木曜日 19:00～21:00 視聴覚室
音楽 今治吟友連盟 第３金曜日 1:00～21:00 視聴覚室
音楽 雅楽橘馨会 第２金・第４火曜日 18:00～21:00 視聴覚室
舞踊 レインボー（レクリエーションダンス） 毎週月曜日 13:00～16:00 １会議室

第１・２・３火曜日 １会議室
第４火曜日 視聴覚室

舞踊 カプア　アロアロ（フラダンス） 毎週水曜日 13:00～16:00 ２会議室
第１火曜日 ３会議室
第３火曜日 大ホール
第２・４月曜日 10:00～11:30 視聴覚室
第２木曜日 10:00～11:30
第４木曜日 13：30～15：30

舞踊 麗葉集（日舞） 第２・４水曜日 18:00～21:00 １集会室
舞踊 しまなみ会（英御流千秋社中）（日舞） 毎週木曜日 12:50～17:30 １集会室
舞踊 行景会(日舞) 第２・４土曜日 13:00～16:00 １集会室
演劇 橙黄会（能楽） 第４月曜日 13:00～15:00 視聴覚室
演劇 未来演劇　Ｋプロジェクト 毎週金曜日 18:30～21：00 １会議室
演劇 人形芝居　ひめ 不定期 ３会議室

茶華道 清和会（抹茶） 第１・２・３月曜日 9:30～12:10 講習室
茶華道 白ゆり会（抹茶） 毎週月曜日 13:00～15:00 講習室
茶華道 友和会(抹茶) 毎週火曜日 9:30～12:10 講習室
茶華道 白玉会(抹茶） 第１・３水曜日 12:50～15:30 講習室
茶華道 かえで会（抹茶） 第２・４水曜日 18:30～20:30 講習室
茶華道 なごみ（抹茶） 毎週木曜日 18:00～21:00 講習室
茶華道 茶道すみれ会 第１・３金曜日 13:00～16:00 講習室
茶華道 松翠会（抹茶） 第２・４金曜日 19：00～21:00 講習室
茶華道 若竹会(抹茶) 第１・３水曜日 9:00～12:00 講習室
茶華道 淡交会今治支部(抹茶) 第２日曜日 8:30～17:00 ３F全室
茶華道 深山会(煎茶) 毎週木曜日 12：50～17:30 講習室
茶華道 庵里会（いおりかい）(煎茶) 毎週金曜日 9:00～12:10 講習室
茶華道 光雲会(煎茶) 不定期
茶華道 マーガレット会(生花) 第1・3土曜日 12:50～17:30 ２会議室
茶華道 今治華友会 第2火曜日 9:00～12:00 視聴覚室

茶華道 渓柳会(生花) 第１・３木曜日 13:00～15:30 ２会議室
茶華道 今治いけばなこども教室ひまわり 第３土・第2日曜日 9：00～12:10 １会議室
茶華道 嵯峨の会(生花) 第１日曜日 8:30～17:00 １会議室
茶華道 今治たちばな会(生花) 第４日曜日 8:30～17:00 １会議室
茶華道 瀬戸内会(生花) 第４日曜日 8:30～14:00 ２会議室
ボランティア 今治地区更生保護女性会 第４火曜日 9:00～12:00 １会議室
ボランティア 国際ソロプチミスト今治（女性） 不定期
ボランティア 朗読奉仕グループみちくさ 不定期
レクリエーション 少年少女囲碁「ヒカルの会」 第1・3土曜日 18:00～21:00 ２会議室

教育 愛媛県教育研究協議会今治・越智支部 不定期 9:00～17:00
教育 今治・越智教育会 不定期
教育 シニア　Ｉ　Ｔ　教室 毎週月曜日 14:00～16:00 ２会議室
教育 シニア　Ｉ　Ｔ　サークル 第２・４火曜日 10:00～12:00 ２会議室
教育 ０から始める　Ｉ　Ｔ 毎週水曜日 18:30～20:30 ２会議室
教育 エンジョイ　パソコン 毎週金曜日 14:00～16:00 ２会議室
教育 シニア　Ｉ　Ｔ  クラブ 第2・4土曜日 10:00～12:00 ２会議室
健康 若草グループ(体操） 毎週月曜日 10:00～11:30 大ホール
健康 生命の貯蓄体操 毎週水曜日 10:00～12:00 ２集会室

アロハ　ミワ（フラダンス） 19:00～20:50

舞踊 今治民踊会

今治スクエアダンスクラブ(スクエアダンス) 13:00～16:00

２会議室

舞踊

舞踊
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ジャンル サークル名 活動日 活動時間 会場

健康 さくら会 第２月曜日 10:00～12:00 1集会室
健康 ルーシーダットン（ストレッチ体操） 毎週火曜日 18：30～21:00 １会議室
健康 モーニングヨガ 毎週水曜日 9:30～11:00 １集会室
健康 ヨーガ同好会 毎週水曜日 10:00～12:00 １会議室
健康 さわやかヨガ 毎週木曜日 13:00～15:00 ２集会室

健康 今治市太極拳クラブ 毎週月曜日 19:30～21:00 １集会室
健康 太陽（サン）（気功） 第1・3金曜日 13:30～15:00 １会議室
健康 今治伽羅の会（太極拳） 毎週金曜日 17:30～21:30 3会議室

第１・３火曜日 10:00～12:00 １会議室
第２火曜日 12:50～15:00 視聴覚室

その他 今治母親連絡会 第3木曜日 19:00～21:30 ３会議室
その他 今治海山環境プロジェクト 不定期
その他 今治文化協会 不定期

その他 今治友の会（主婦の勉強会）


