
公民館名 小分類 細分野 サークル、団体等の名称 主な活動内容・会費 主な活動場所・活動日時 会員数(名)

高萩 美術･工芸 絵手紙 絵手紙　つくしの会
絵手紙
入会金なし、会費なし
（使用料は、参加者で負担する）

高萩公民館
第2金曜日
午前10時00分から正午まで

5

高麗川南 美術・工芸 絵手紙 絵手紙サークル
かたつむりの会 
身近なモチーフで絵手紙を描き、交流・親睦を深める。地域の活
動に協力する。　
会費月1,000円

高麗川南公民館
第２・４木曜日
午前9時30分から正午まで

15

高麗川南 美術・工芸 絵手紙 絵手紙　すずらんの会
絵手紙の描き方を学ぶ。
会費月1,000円

高麗川南公民館
第２水曜日
午前10時00分から午後0時30分まで

9

高麗川 美術・工芸 折り紙 折り紙サークル　おりひめ
折り紙の折り方。
入会金なし、会費月500円

高麗川公民館　第3水曜日
午前10時00分から正午まで

9

高萩 美術･工芸 絵画 絵画同好会
絵画の習得
入会金500円、会費なし
（使用料は、参加者で負担するため会費として徴収しない）

高萩公民館
第1・3月曜日
午前10時00分から正午まで

8

高麗 美術･工芸 絵画 絵画サークル・コスモス会

先生指導の下、油絵・水彩・パステル・アクリル等のスキルや表
現力の向上と共に、描く楽しさを学んでいる。公民館内活動の
他、屋外スケッチや、様々な絵画鑑賞会も随時実施。公民館文
化祭への参加、年１回の単独の絵画展開催、市内の各公民館で
の展示会も適宜実施。
入会金500円　会費月2,000円

高麗公民館
第２・４日曜日
午後1時00分から午後4時00分まで

8

武蔵台 美術・工芸 木彫 あかげらの会
木彫を通じて技術の向上と会員相互の親睦を図る。毎月２回公
民館に集まり作品を制作し、公民館文化祭に展示している。
会費(月)500円、入会金なし

武蔵台公民館
毎月第1、3金曜日　
午前9時30分から午後0時30分まで

7

高麗川南 美術・工芸 木彫り 木彫りの会
木彫り技術の習得及び作品の発表。
会費　３ケ月1,000円

高麗川南公民館
第２・４水曜日
午前9時30分から正午まで

5
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公民館名 小分類 細分野 サークル、団体等の名称 主な活動内容・会費 主な活動場所・活動日時 会員数(名)

武蔵台 美術・工芸 七宝焼 七宝焼サークル
月２回、公民館での七宝焼作りと会員相互の親睦を図る。公民
館文化祭への出品など。
会費(月)2,000円、入会金なし

武蔵台公民館
毎月第2、4水曜日
午後0時30分から午後4時30分まで

5

高麗川 美術・工芸 水彩画 高麗川水彩画サークル
水彩画に関する学習会。水彩画を通して会員の親睦を図る。　
入会金、会費なし

高麗川公民館　　第2・第4金曜日
午前9時00分から正午まで

9

高麗川南 美術・工芸 水彩画 南彩会
水彩画の練習。会員相互の親睦を図る。
会費　なし

高麗川南公民館
第１・３火曜日
午後1時00分から午後4時00分まで

7

武蔵台 美術・工芸 水彩画 水彩画サークル

透明水彩絵の具や不透明水彩絵の具（ガッシュ）による薄塗りか
ら厚塗りまでの作風、技術の習得。年１～２回の屋外写生、武蔵
台公民館文化祭へ出品。
会費(年)20,000円、入会金なし

武蔵台公民館
毎月第1、3火曜日
午前8時30分から正午まで

12

武蔵台 美術・工芸 水墨画 日高水墨会

水墨画の学習（毎月２回 木曜日）。会員の技術の向上、地域文
化の向上を目的とした活動。武蔵台公民館文化祭への出展な
ど。
会費(月)2,000円、入会金なし

武蔵台公民館
毎月第2、4木曜日
午後1時00分から午後4時00分まで

9

武蔵台 美術・工芸 鉄道模型 日高鉄道模型クラブ

鉄道模型(主にNゲージ)のレイアウトの作成や運転会等の活動。
公民館文化祭や子どもの日など公開運転会を開催して地域の
人たちに鉄道模型を広め、会員を募集する。
会費(月)1,000円（社会人のみ）、入会金実費徴収
※中学生以上　その他あり

武蔵台公民館
毎月1回　土曜日または日曜日、祝日
土曜日 午後0時30分から午後9時30分まで
日曜日 午前9時30分から午後4時30分まで

9

武蔵台 美術・工芸 陶芸 陶芸サークル 釉
会員の技術の習得、地域文化の向上を目的とした活動。作品展
や武蔵台公民館文化祭への出展。
会費(月)1,000円、入会金2,000円

武蔵台公民館
毎月第1、3木曜日
午後1時00分から午後5時00分まで

5

高麗川 美術・工芸 トールペイント トールペイント　フラワー
木の小物、布、ガラス、陶器などに絵を描く。暮らしを彩るアート。
入会金なし、会費月2,000円

高麗川公民館　第１・3木曜日
午前9時30分から正午まで

7
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公民館名 小分類 細分野 サークル、団体等の名称 主な活動内容・会費 主な活動場所・活動日時 会員数(名)

高麗 美術･工芸 ペーパーステンド
グラスペーパーステンドグラス
「花束」
毎月第２木曜日に花をモチーフとしたオリジナルの作品を試作し
ています。
会費月500円

高麗公民館
第２木曜日
午前10時00分から午後11時50分まで

10

高萩北 美術･工芸 絵手紙 絵手紙ひまわり
四季折々の草花を描く。介護施設、公民館ロビー及び文化祭に
作品を展示、更新します。
会費月1,000円

高萩北公民館
第２・４火曜日
午前10時00分から正午まで

15

高萩北 美術･工芸 絵手紙 絵手紙つくしの会
絵手紙の知識・技術の向上、会員相互の親睦を図り楽しむ。文
化祭に参加し絵手紙の魅力を伝える。
会費月500円

高萩北公民館
第３水曜日
午前10時00分から正午まで

10

高萩北 美術･工芸 水彩画 水彩画サークル　弥生会
講師による水彩画技術の向上と会員相互の親睦を図る。会員有
志による日高市内開催の絵画展への出品。
会費月1,000円

高萩北公民館
第２・４金曜日
午後1時00分から午後4時00分まで

7

高萩北 美術･工芸 水墨画 墨友会
水墨画の実習と会員相互の親睦を図る。
会費月2,000円

高萩北公民館
第１・３木曜日
午後1時30分から午後4時00分まで

5

高萩北 美術･工芸 木彫 クラフト萩　

月2回の教室にて木彫の楽しさと親睦を図る。
文化祭での作品展示により、全体の盛り上げに貢献し木の魅力
を伝える一助とする。
会費なし

高萩北公民館
第１・３木曜日
午前10時00分から正午まで

8

高麗川 書道 書道 実用書道サークル
毎回課題を練習して、今迄の復習をする。
文化祭作品の出品、親睦会、その他。
入会金なし、会費年500円

高麗川公民館　第2・4木曜日
午前１0時00分から正午まで

16

高麗川南 書道 書道 書道クラブ　火曜会
書道学習と親睦を図る。
会費　なし

高麗川南公民館
第２・４火曜日
午前9時00分から正午まで

14
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公民館名 小分類 細分野 サークル、団体等の名称 主な活動内容・会費 主な活動場所・活動日時 会員数(名)

武蔵台 書道 書道 書道サークル
会員の技術の習得及び地域文化の向上を目的としたさまざまな
活動。定例学習会、作品展、公民館文化祭への出展。 
会費(月)1,000 円、入会金なし

武蔵台公民館
毎月第2、4木曜日
午前9時30分から午後0時10分まで

17

高萩北 書道 書道 法舟書道会

会員相互の親睦を図り、人格の矜持と書道の技術向上に努め
る。北公民館文化祭に作品展示し盛り上げに貢献。年末には書
道教室を実施し地域に貢献。
会費月1,000円

高萩北公民館
第１・３水曜日
午後1時00分から午後3時30分まで

11

高麗川南 音楽・芸能 アンサンブル まーちゃんと仲間たち 音楽活動。会費なし
高麗川南公民館
毎月１回　主に休日
午後1時00分から午後5時00分まで

8

高麗川 音楽・芸能 ウクレレ ウクレレ・アロハ
ウクレレの練習。文化祭での発表、施設慰問・イベント参加等。
入会金なし、会費月1,500円

高麗川公民館　火曜日(毎月３回)
午前9時30分から午後12時30分まで

11

高麗川 音楽・芸能 オカリナ オカリナ　フェリーチェ　
オカリナの演奏、8月に土笛祭(発表会)、ボランティア。
入会金なし、会費月1,500円

高麗川公民館　第１・３月曜日
午前10時00分から正午まで

15

高麗 音楽･芸能 オカリナ オカリナこま

オカリナの習得および向上を目指し練習をしています。
今はボランティア活動の演奏ができませんが、コロナが終息した
時は以前の様に演奏していきたいと思っています。
会費月1,500円

高麗公民館
第２・４金曜日
午後1時00分から午後4時00分まで

13

高萩北 音楽･芸能 オカリナ ラ・オカリーナ
オカリナの練習、ボランティア活動、桜まつり参加。
会費月1,000円

高萩北公民館
第１・３土曜日
午後1時00分から午後4時00分まで

15

高麗 音楽･芸能
音楽学習・

アンサンブル
音泉の会

楽器の練習、音楽理論を学ぶ。
音楽に合わせて身体を動かす。
入会金、会費なし

高麗公民館
不定期（月１回） 5
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公民館名 小分類 細分野 サークル、団体等の名称 主な活動内容・会費 主な活動場所・活動日時 会員数(名)

武蔵台 音楽・芸能 音楽研究 ミュージック ボックス

合唱、合奏を中心とする音楽活動を通し、楽典、理論を学び、音
楽の理解を深める。 
会費・入会金なし
＊活動に意欲的で音楽を学ぶ心構えがある人を会員募集。

武蔵台公民館
毎月第1、3火曜日（左記以外春休み、夏休み
等）　
午後1時00分から午後5時00分まで

18

高麗 音楽･芸能 合唱 合唱団　歌う 遊 YOU
音楽(合唱、ジャンルを問わず）を友とし団員（会員）相互の生活
を豊かにする。
会費年2,000円

高麗公民館
第１・３日曜日
午前9時00分から正午まで

17

高麗川南 音楽・芸能 合唱 歌声サークル　青い山脈
生涯学習・心身の健康づくりとして、唱歌・童謡・昭和の流行歌等
を歌う。
会費月1,000円

高麗川南公民館
第１・３木曜日
午前10時00分から午前11時30分まで

34

高麗 音楽･芸能 合奏 Omotoクラブ
童謡、クラシックなど音楽のジャンルを問わず合奏。
個人演奏会、ボランティア活動を実施する。
入会金、会費なし

高麗公民館
第２～４金曜日
午後1時00分から午後4時30分まで

11

高麗 音楽･芸能 歌謡 日高歌謡愛好会

毎月、第2土曜日と第4日曜日をサークル活動日とし、歌の練習
に取り組んでいる。コロナ感染症の影響により練習がままならな
い状況が続いているが、令和４年度も発表会での歌の披露を目
指し全員で練習に励んでいます。
入会金2,000円　会費月1,000円

高麗公民館
第２土曜日、第４日曜日
午後1時30分から午後4時30分まで

17

高萩 音楽・芸能 カラオケ カラオケサークル
一期一会　

日々歌の向上を目指し、音楽を通じたボランティア慰問等を行
い、地域に貢献をする。
入会金なし、会費月1,000円
（入会条件）上記のボランティアのできる人

高萩公民館
第2日曜日
正午から午後5時00分まで

12

高麗 音楽･芸能 カラオケ カラオケ恵会
カラオケの練習
会費月：2,000円

高麗公民館
第1・3水曜日
午後1時00分から午後5時00分まで

6

高萩北 音楽･芸能 カラオケ 萩北歌謡サークル

カラオケの練習を通して歌唱の向上、会員の交流を進め、地域
文化への貢献を図る。
発表会等を通じて地域の皆様との交流を図っている。
入会金1,000円　会費月1,000円

高萩北公民館
毎週金曜日
午後1時00分から午後4時00分まで

13
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公民館名 小分類 細分野 サークル、団体等の名称 主な活動内容・会費 主な活動場所・活動日時 会員数(名)

高萩北 音楽･芸能 カラオケ 若樹会

カラオケ好きの人が集まり、歌を通して脳の活性化を図り、大き
な声を出して歌を楽しみます。
会費月1,000円
入会条件60歳以上

高萩北公民館
毎週金曜日
午後0時30分から午後4時30分まで

13

武蔵台 音楽・芸能 カラオケ 如月会
毎月新曲（主に演歌）を練習し、その成果を公民館で年１回発表
する。 
会費(月)1,500円、入会金1,000円

武蔵台公民館
毎月3回日曜日
午前8時30分から正午まで

9

高麗 音楽･芸能 軽音楽 軽音楽　ホアヘレ
軽音楽（主にハワイアン）演奏。各種イベント、ボランティア参加。
入会金、会費なし

高麗公民館
第１・３金曜日
午後1時00分から午後5時00分まで

6

高麗川 音楽・芸能 コーラス コーラスこおろぎ
コーラスの練習、11月に西部地区音楽祭への参加。
入会金なし、会費月1,000円

高麗川公民館　第１・第２・第４木曜日
午後4時00分から午後6時30分まで

21

高萩 音楽･芸能 コーラス 日高混声コーラス
会員相互の親睦、健康、美しいハーモニーを目指し活動。
日高市音楽祭に参加。
入会金なし、会費月2,000円（活動月のみ）

高萩公民館
第2・4火曜日
午後2時00分から午後4時00分まで

13

高萩 音楽･芸能 コーラス うたうさくらの会

歌を通じ、友人や社会とふれあいを深め、明るく、楽しい健康な
日々を目指したい。
入会金なし、会費年1,500円 
（入会条件）自分で会場に来られる方

高萩公民館
第1・3月曜日
午後1時00分から午後4時00分まで

19

高萩北 音楽･芸能 コーラス コーラス萩
西部地区合唱祭や、北公民館の文化祭に向け練習や季節に合
わせた唱歌など嘆息
会費月2,000円

高萩北公民館
毎週水曜日
午前9時30分から午後0時30分まで

13

高萩北 音楽･芸能 コーラス プチ　コラール
合唱を通して全員で作り上げるハーモニーの楽しさを知り会員同
士の親睦を図ります。
会費月2,000円

高萩北公民館
毎週第２・４（ほか１回）木曜日
正午から午後1時30分まで

7
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公民館名 小分類 細分野 サークル、団体等の名称 主な活動内容・会費 主な活動場所・活動日時 会員数(名)

高萩北 音楽･芸能 コーラス 虹の会
童謡、唱歌など楽しく声を出し皆で歌う。
会費月600円

高萩北公民館
第４火曜日
午後1時00分から午後3時30分まで

20

武蔵台 音楽・芸能 コーラス リラ・フラウェンコール
毎週金曜日にコーラスの練習をする。女声合唱のグループ。武
蔵台公民館の文化祭に参加する。
会費(月)2,000円、入会金1,000円

武蔵台公民館
毎週金曜日
午前10時00分から正午まで

12

武蔵台 音楽・芸能 胡弓 胡弓研究会

会員の技術の向上及び住みよい地域づくりを目的とした演奏会
等の活動。定例学習会、地域行事や公民館文化祭等への参
加、福祉施設での演奏。
会費(月)2,000円、入会金なし

武蔵台公民館
毎月第2、4木曜日
午前9時30分から午後0時30分まで

6

高麗川南 音楽・芸能 箏 ことアンサンブル　雅音の会
武蔵野地区邦楽コンサート等参加。会員勉強会・公民館講座に
参加。
会費年500円

高麗川南公民館
不定期　主に休日
正午から午後5時00分まで

11

武蔵台 音楽・芸能 混声合唱 エヴァーグリーンコール

コーラスを通じて会員相互の融和と親睦を図るとともに、会員及
び地域住民の教養と健康的で明朗な生活向上・発展に寄与す
る。また公民館文化祭への参加やボランティア活動での出演も
行っている。
会費(月)1,000円、入会金なし

武蔵台公民館
毎月第1、3、5木曜日
午後7時00分から午後9時00分まで

18

高麗 音楽･芸能 三線 沖縄三線同好会

沖縄の歌・三線の演奏技術を習得し、沖縄の芸能・文化に親し
み、会員の親睦をはかること。地域の文化活動に協力・参加する
こと等を活動の主目的とします。
会費月1,000円

高麗公民館
毎週水曜日　他
午後1時00分から午後5時00分まで

7

高麗 音楽･芸能 詩吟 高麗吟詠会

吼山流詩吟道を通じ会員の吟詠技術向上及び教養を高めるた
め、月２回の実習および各種吟詠大会への参加を行う。
また、地域および学校、地区公民館への協力活動を実施。
会費月2,000円

高麗公民館
第２・４月曜日
午後2時00分から午後4時00分まで

5

高麗川南 音楽・芸能 詩吟 高根吟詠会
吟詠学習。公民館文化祭等に参加する。
会費月1,000円

高麗川南公民館
第１から第３木曜日
午後１時00分から午後3時00分まで

8
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公民館名 小分類 細分野 サークル、団体等の名称 主な活動内容・会費 主な活動場所・活動日時 会員数(名)

高麗 音楽･芸能 尺八 尺八現代吹奏会

日頃の練習の成果を定期的に地域の行事に積極的に参加し自
己研磨に励み、特に公民館活動に参加。
五線譜にて（童謡、民謡、ジャズ、演歌、古典など）ジャンルは問
わず多岐にわたりレッスンしている。
会費月1,000円

高麗公民館
第２日曜日
午前9時00分から正午まで

70

高麗 音楽･芸能 大正琴 大正琴つくしの会梅原
会員の親睦、大正琴の上達向上、発表会等の積極的な参加。
会費月2,000円

高麗公民館
第２・４火曜日
午前9時30分から正午まで

11

高麗 音楽･芸能 大正琴 静芳会かわせみ
大正琴の練習
会費月2,000円

高麗公民館
第２・４火曜日
午後1時30分から午後4時30分まで

10

高麗川南 音楽・芸能 大正琴 大正琴　ちどり会
大正琴の練習と会員の親睦を図り、発表会に参加。
会費月1,000円

高麗川南公民館
第１・３水曜日
正午から午後3時00分まで

12

武蔵台 音楽・芸能 男声合唱 奥武蔵グリークラブ

２～４部で歌う男声合唱の練習。男声合唱のハーモニーを楽し
む同好会的なクラブ。公民館文化祭発表を中心に地元の敬老
会、福祉施設等で歌う。
会費(月)1,500円、入会金なし

武蔵台公民館
毎月第1、3、5水曜日
午後3時00分から午後5時00分まで

8

高麗 音楽･芸能 童謡 童謡サークル
童謡を楽しく歌う。会員相互の親睦を深める。健康増進と痴呆防
止。
入会金、会費なし

高麗公民館
第２・４月曜日
午前10時00分から正午まで

10

高麗川 音楽・芸能 バンド ｺｯﾄﾝ・ﾌｨｰﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾄ・ﾊﾞﾝﾄﾞ
音楽活動（楽器・歌の練習）
入会金・会費なし

高麗川公民館　不定期
午後1時00分から午後3時00分まで

6

高萩 音楽・芸能 バンド オルフェ

年1回 クリスマスライブ他、ギターアンサンブル
(高麗の郷にて練習）
入会金なし、会費なし
（入会条件）ギター・楽器ができる方

高萩公民館　
高麗の郷月曜日（不定期)
午前11時00分から午後3時00分まで

7

8 / 14 ページ



公民館名 小分類 細分野 サークル、団体等の名称 主な活動内容・会費 主な活動場所・活動日時 会員数(名)

高萩北 音楽･芸能 バンド ＳＧＳおやじバンド

フルバンド形態で演奏を楽しみながら、会員相互の親睦と個々
の技術のレベルアップを図り、発表会や地域イベント等にも参加
し、社会貢献と自分たちも達成感を味わえる活動とする。 
会費月500円

高萩北公民館
毎週日曜日・第３土曜日
午前9時00分から正午まで

21

高萩 音楽･芸能 バンド りんご
軽音楽の練習
入会金なし　会費月500円

高萩公民館
毎週土曜日
午後6時00分から午後10時00分まで

6

高麗川 音楽・芸能 フォークソング ﾌｫｰｸｿﾝｸﾞｻｰｸﾙ
ＴＳＵＢＡＳＡ
フォークソングを主とした、バンド活動。
入会金なし、会費年2,400円

高麗川公民館　第１・３日曜日
午後1時00分から午後5時00分まで

9

高麗川 音楽・芸能 邦楽 日高邦楽の会
尺八・筝・三絃の合奏練習。
入会資格：基礎的技術の習得者
入会金、会費なし

高麗川公民館　第１・３水曜日
午後1時00分から午後5時00分まで

8

高麗川 音楽・芸能 邦楽 尺八同好会
尺八演奏
入会金・会費なし

高麗川公民館　毎週土曜日
午後1時30分から午後3時30分まで 3

高麗川南 音楽・芸能 邦楽 尺八現代吹奏会　日高支部
尺八の練習、活動の成果を地域に還元・貢献する。
会費月2,000円

高麗川南公民館
毎週土曜日
午後１時00分から午後3時00分まで

8

高麗川 音楽・芸能 マンドリン ラ・マンドリーナ

・マンドリン、ギター、コントラバス等での合奏練習。
・文化祭参加　・アリーナでのコンサート開催、市内の行事等に
参加。　
入会金なし、会費月1,000円

高麗川公民館　毎週木曜日
午後12時30分から午後4時00分まで

21

高麗 音楽･芸能 民謡 日和田民謡同好会
日本民謡の伝承と唄の上達、健康増進（腹式呼吸）で効果を得
る。公民館文化祭、日高民謡連盟発表会等参加。
会費月500円

高麗公民館
第１～３火曜日
午後1時00分から午後4時00分まで

7
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公民館名 小分類 細分野 サークル、団体等の名称 主な活動内容・会費 主な活動場所・活動日時 会員数(名)

高萩北 音楽･芸能 胡弓 胡弓研究会
月２回の胡弓の練習を通して会員の健康と親睦を深める。慰問
活動、市民まつり、文化祭等に参加。
会費月2,000円

高萩北公民館
第２・４水曜日
午前10時00分から正午まで

4

高萩北 音楽･芸能 三味線 三味線研究会
月３回の練習を通して、技術の向上、会員相互の親睦を深め、
地域文化の貢献を図る。
会費月2,000円

高萩北公民館
第１・２・３金曜日
午後1時00分から午後3時00分まで

5

高萩北 音楽･芸能 太鼓 小春太鼓
八丈太鼓、大漁節などの伝承芸能、創作曲、自由打ちの練習に
より会員相互の親睦を図る。
入会金2,000円　会費月2,000円

高萩北公民館
毎週火曜日
午後4時00分から午後7時00分まで

9

高萩北 音楽･芸能 大正琴 大正琴あじさい
月２回の大正琴の練習を通して技術向上、会員の交流を図る。
文化祭の参加、慰問等地域文化への貢献に努める。
会費月2,000円

高萩北公民館
第１・３金曜日
午前8時30分から午前11時30分まで

6

高萩北 音楽･芸能 民謡 日本民謡　幸和会
民謡教室。民謡（唄)を通じて、会員の交流、地域文化への貢献
を行う。民謡まつり出演。
会費月1,000円

高萩北公民館
第１・３土曜日
午後1時00分から午後4時00分まで

7

高萩北 音楽･芸能 民謡 幸和会　高萩支部
民謡の学習。
会費月1,000円

高萩北公民館
第１・３水曜日
午後1時00分から午後4時00分まで

9

高麗 舞踊 民踊 民踊コスモス

いつでもどこでも、誰もがすぐに踊れるのが日本の民踊です。
全国の民謡を少しずつ練習を重ね、年１回各グループで発表会
を行っています。また、入間支部から埼玉県と続いて活動に励ん
でいます。
踊ることによって健康づくりや地域活動へと繋げています。
会費年2,000円

高麗公民館
第１・２・４水曜日
午前9時30分から午前11時30分まで

5

武蔵台 舞踊 舞踊 オリッシーサークル

メンバーの技術の向上、交流、発表を通じて地域の方との交流、
文化の紹介を目的とした様々な活動。定例、不定期練習会、勉
強会、発表会。
会費(月)2,000円、入会金なし

武蔵台公民館
不定期

5
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公民館名 小分類 細分野 サークル、団体等の名称 主な活動内容・会費 主な活動場所・活動日時 会員数(名)

武蔵台 舞踊 民踊 民踊　ハナミズキ
会員相互の親睦を図り、地域文化の向上を目的とし、それを次
に伝えていくための活動、そして心身の健康の維持。
会費(月)1,000円、入会金なし

武蔵台公民館
毎週木曜日
午後1時30分から午後3時30分まで

6

高麗川 舞踊 民踊 民踊　藤よし会
民踊の練習
入会金1,000円、会費年6,000円

高麗川公民館　毎週土曜日
午前9時30分から午前11時30分まで

8

高萩 舞踊 民謡
日高市民踊連盟

 「和会（なごみかい）」

①健康づくりに踊りの練習。
②地域公民館の行事に協力参加。
③県の行事に参加。④会員（民踊連盟）の発表会。
⑤入間支部のイベントに参加。
⑥連盟役員会及び民踊の合同練習を月１回（日高市民踊連盟と
して）。
入会金なし、会費年2,000円

高萩公民館
第1・3火曜日
月１回日曜日
（日高市民踊連盟として）
午後2時00分から午後4時00分まで

13

高萩 舞踊 よさこいおどり 高萩こごみ会
日本郷土の民踊を指導していただき、年に1回～2回発表の場を
もうけて活動している。
入会金なし、会費年2,000円

高萩公民館
第2・4水曜日
午後1時00分から午後3時00分まで

14

高萩 画像・映像 写真 日高フォトサークル
公民館を拠点とした勉強会、作品展の計画、実施。
市の行事及び日高市写真連盟の行事への参加、協力。
入会金なし、会費年3,000円

高萩公民館
第3土曜日
午後１時00分から午後3時00分まで

5

高麗 画像･映像 写真 日高写友会
撮影会、写真展、公民館写真展示、その他
会費年2,000円

高麗公民館
不定期 10

高麗川南 画像・映像 写真 高麗川南フォトクラブ
月例勉強会、自然・風景の撮影会、写真展の開催等。入会条
件：カメラを所有し、写真が好きな人
会費年3,000円　入会金2,000円

高麗川南公民館、野外など
第２日曜日
午前9時00分から正午まで

11

高萩北 画像･映像 写真 フォトクラブ北萩
月１回の作品研究会。撮影会。
会費月750円

高萩北公民館
第３土曜日
午後1時00分から午後5時00分まで

6
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公民館名 小分類 細分野 サークル、団体等の名称 主な活動内容・会費 主な活動場所・活動日時 会員数(名)

高萩 文学・文芸 かるた 高萩かるた会
百人一首の練習。（かるた取り）
入会金なし、会費年1,200円

高萩公民館
第1・3木曜日
午後1時00分から午後4時00分まで

10

高萩 文学・文芸 書道 書道サークル
楽しいかな書舎
書の基本を学び、生活に役立つ書や創作活動を行う。
書道連盟展・公民館文化祭等に作品発表。
入会金なし、会費年6,000円

高萩公民館
第2土曜日
午前9時00分から午前11時00分まで

14

高萩 文学・文芸 書道 高萩書道会

会員相互の親睦と書の上達のための練成。
入会金なし、会費なし
（使用料はその都度、参加者で負担するため会費として徴収しな
い）

高萩公民館
第1・3木曜日
午前9時00分から正午まで

8

高麗川 文学・文芸 川柳 ほのぼの川柳会
月例会に宿題の発表と初歩からの勉強。新聞・雑誌に投句。
入会金なし、会費年1,200円

高麗川公民館　第２土曜日
午後1時30分から午後3時00分まで

5

高麗川南 文学・文芸 川柳 南公川柳会
作句を通して会員間のコミュニケーションを図る。定例句会、合
同句会、文化祭参加、合同展示活動を実施。会費年1,500円

高麗川南公民館
第２土曜日
午後0時30分から午後5時00分まで

14

高麗川 文学・文芸 俳句 高麗川俳句会
毎月一回定例俳句会により向上をはかる。俳連の活動に参加、
協力する。会員との親睦をはかる。
入会金なし、会費月1,000円

高麗川公民館　第３金曜日
午前9時30分から正午まで 7

高萩 文学・文芸 俳句 高萩俳句会

俳句会　吟行会　公民館文化祭作品掲示など。
俳句作りや鑑賞を通して文芸を楽しみ地域の友好促進に寄与す
る。
入会金なし　会費月500円

高萩公民館
第4土曜日
午後1時00分から午後3時00分まで

10

高麗 文学・文芸 俳句 木犀句会
月１回の定例俳句会。ほか吟行会などを通して俳句に親しみ文
化的、文芸的にお互いを高めあう。
会費月500円

高麗公民館
毎月第２土曜日
午前10時から午後12時30分まで

8
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公民館名 小分類 細分野 サークル、団体等の名称 主な活動内容・会費 主な活動場所・活動日時 会員数(名)

高麗 文学・文芸 俳句 銀盃草句会
俳句句会です。初心者大歓迎！
他の句会に所属していても入会できます。
入会金なし　会費年2,000円

高麗公民館
第４木曜日
午後13時00分から16時00分まで

7

高麗川南 文学・文芸 俳句 こもれび句会
定例句会、吟行、俳句大会、公民館文化祭参加。
会費月500円

高麗川南公民館
第１水曜日
午後1時00分から午後4時30分まで

5

高麗川南 文学・文芸 俳句 高根俳句会
俳句作り、吟行、公民館文化祭参加。
会費月500円

高麗川南公民館
第４月曜日
午前10時00分から午後0時30分まで

7

高麗川南 文学・文芸 俳句 卯の花俳句会
俳句作り、吟行、公民館文化祭参加。
会費月500円

高麗川南公民館
第２水曜日
午前10時00から午後0時30分まで

9

武蔵台 文学・文芸 俳句 シリウス俳句会
俳句会や吟行会を通して会員相互の親睦と句作の向上を図る。
公民館文化祭に作品展示を行い、俳句愛好者を増やす。　
会費(月)500円、入会金なし

武蔵台公民館
毎月第3日曜日
午前9時30分から午後0時30分まで

11

高麗川 文学・文芸 俳句 翡翠俳句会
俳句会・吟行会・公民館文化祭作品掲示などを通じて文芸の楽
しさ奥深さに触れ、地域の交友促進に寄与する。
入会金なし、会費月500円

高麗川公民館　第1土曜日
午前10時から午後12時30分まで

11

高萩北 文学･文芸 俳句 星雲句会

俳句作りと俳句会を通して親交を深め、互いに作句力、鑑賞力
を高めあう。ときに吟行会や懇親会を交え、また公民館文化祭
への作品展示などに協力する。
会費月500円

高萩北公民館
第３水曜日
午後1時30分から午後4時00分まで

7

高麗川 茶道 茶道 茶道なつめ会
茶道を楽しく学び、会員相互の親睦を図るとともに、地域の発展
に貢献する。公民館文化祭、小学生体験学習等。
入会金2,500円、会費月2,000円

高麗川公民館　第２・４土曜日
午後1時30分から午後4時30分まで

7
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公民館名 小分類 細分野 サークル、団体等の名称 主な活動内容・会費 主な活動場所・活動日時 会員数(名)

高萩 茶道 茶道 櫻の会
表千家　お茶の稽古　会員相互の親睦
年1回公民館文化祭に参加（お茶会）
入会金なし、会費月1,000円

高萩公民館
第2・4木曜日
午前9時00分から午前11時00分まで

5

高麗川南 茶道 茶道 四方の会
茶道学習、文化祭等参加。
会費月2,000円

高麗川南公民館
第１・３金曜日
午前９時30分から午後0時30分まで

6

武蔵台 茶道 茶道 武蔵台茶道部
茶道の練習を通して部員相互の親睦を図り、公民館主催（文化
祭等）に参加することを目的とする。
会費(月)1,000円、入会金なし

武蔵台公民館
毎月第2、4水曜日
午前9時00分から正午まで

6

高麗 華道 生け花 華の会
華道「龍生派」の生け方を基本から学んでいく。
会費月1,000円

高麗公民館
毎月第３土曜日
午前9時30分から正午まで

6

高麗川 華道 華道 生け花サークル　たんぽぽ
生け花の技術の習得。仲間づくり。高麗川公民館文化祭への参
加。
入会金なし、会費　花代1,500円～2,000円

高麗川公民館　偶数月最終火曜日、文化
祭前日午後1時00分から午後4時00分まで

12

高麗川 華道 華道 正泉会
いけばなの練習。
入会金なし、会費月1,000円(欠席時500円)

高麗川公民館　第2土曜日
午前10時00分から正午まで 5

高萩北 華道
フラワーアレン

ジメント
フラワ―アレンジメント　

はなみずき

アレンジメントの魅力である華やかさと手軽さを楽しく学び会員相
互の親睦を図る。
会費月500円

高萩北公民館
第２火曜日
午前9時00分から正午まで

12

高萩北 華道 生け花 すみれの会
草月流生け花教室。お花により心身の向上を図り、会員相互の
親睦を深める。作品の展示、文化祭の協力。
会費月1,000円、別途花代として月2,700円

高萩北公民館
第２・４水曜日
午前10時00分から午前11時30分まで
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