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武蔵台 7 家庭生活・趣味 701
家庭生活・趣味

一般
囲碁 武蔵台囲碁クラブ

囲碁の対戦を行い、地域の交流や互いの親交を深める。小学
生の無料への指導を通して囲碁に対する興味、関心を広めてい
く活動を行う。
会費(年)500円、入会金なし

武蔵台公民館
毎週土、日曜日、祝日
午後1時00分から午後5時00分まで

16

高萩 7 家庭生活・趣味 704 衣生活 着付 着付クラブ　華
着物の正しい着付方、色々な帯の結び方。
入会金なし、会費月1,500円

高萩公民館
第1・3水曜日　第2・4金曜日
午後1時00分から午後3時00分まで

12

高麗川 7 家庭生活・趣味 705 食生活 食生活
高麗川ヘルスメイト（高麗川食

生活改善推進員協議会）

食生活改善推進員として、市民の健康づくりのお手伝いを食を
通して活動している。
入会金なし、会費年額1,100円

高麗川公民館　第２水曜日
午前9時00分から午後2時00分まで

19

高麗川南 7 家庭生活・趣味 705 食生活 食生活改善 日高市食生活改善推進員
協議会　南支部
栄養及び食生活改善を通じて、地域住民の健康増進に寄与す
るとともに、会員の親睦を図る。
会費年1,000円

高麗川南公民館
随時活動
午前9時30分から午後3時00分まで

7

高萩北 7 家庭生活・趣味 705 食生活 その他
ヘルスメイト高萩北支部

（食生活改善推進員）

料理講習会、ひまわり探検隊協力など、市民の皆様の料理のお
手伝いをしています。
会費年1,200円

高萩北公民館
第２木曜日他
午前9時30分から午後1時00分まで

7

高萩 7
家庭生活・

趣味
705 食生活 ボランティア グループ ロータス

家庭教育講座、料理、手芸、茶道等。
人間関係を通して、明るい家庭づくり、真の人間性を
自覚し、住み良い地域づくり、明るい社会づくりを目的とする。
入会金なし、会費なし（開催時、材料費、参加者負担）

高萩公民館
不定期
午前10時00分から午後3時00分まで

18

高萩 7
家庭生活・

趣味
705 食生活 料理 プラチナキッチン

お互いの技術を教えあい、技術向上を目指したい。
入会金なし、会費なし（使用料は活動時、参加者負担）

高萩公民館
不定期
午前9時00分から午後1時00分まで

7

高萩 7
家庭生活・

趣味
705 食生活 料理 料理サークル　オ・カ・シ

指導者はいないのですが、各自得意のものを教えあい、親睦を
高めながらの楽しいサークルです。春には全員で、よもぎ摘み
に行ってきました。
入会金なし、 会費なし(使用料は、活動時の参加者負担）

高萩公民館
第3日曜日
午前10時00分から正午まで

7

高麗川南 7 家庭生活・趣味 705 食生活 料理 うどん作りの会
うどん作りの技術の向上及び会員相互の親睦を図る。
会費　なし

高麗川南公民館
３・６・９・12月
午前9時00分から午後1時00分まで

8

武蔵台 7 家庭生活・趣味 705 食生活 料理 武蔵台ヘルスメイト

日高市食生活改善推進員会の武蔵台支部として活動。武蔵台
公民館とタイアップして大人の食育、子供の食育活動の推進。
地域住民と一緒に食事を作り、食育の知識をシェアする。
会費(年)900円、入会金なし

武蔵台公民館
毎月最終水曜日
午前9時00分から正午まで

7
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高萩北 7 家庭生活・趣味 705 食生活 料理 独活の会
会員相互の親睦を図り、男性の料理の技術と知識の向上を図
る。
会費月1,000円

高萩北公民館
第３土曜日
午前9時00時から正午まで

10

高萩北 7 家庭生活・趣味 705 食生活 料理 シフォン ケーキ作りを通して会員相互の親睦を図る。
高萩北公民館
活動日時不定期
午後5時00分から7時00分まで

4

武蔵台 7 家庭生活・趣味 708 手芸・編物 編物・手芸 ニットメイト＆アム・アムサークル
手編みのオリジナル作品を作り、会員同士の親睦を図る。定例
学習会、武蔵台公民館文化祭への出展。
会費(月)2,000円、入会金なし

武蔵台公民館
毎月第2、4金曜日
午前9時00分から午後1時00分まで

7

高麗川 7 家庭生活・趣味 708 手芸・編物 押し花 押し花サークル
押し花作品づくり
入会金・会費なし

高麗川公民館　第１水曜日
午前9時30分から正午まで

7

武蔵台 7 家庭生活・趣味 708 手芸・編物 押し花 押し花　ラベンダーの会
会員の技術の習得。ひ・まわり探検隊のボランティア。定例学習
会。武蔵台公民館文化祭への出展。
会費(月)1,200円、入会金なし

武蔵台公民館
毎月第3金曜日
午後1時30分から午後5時00分まで

5

高萩 7
家庭生活・

趣味
708 手芸・編物 手芸 手編みサークル・　レイン棒

編みものの練習。作品作り。
入会金なし、会費月1,500円

高萩公民館
第1・3金曜日
午前9時00分から正午まで

8

高萩 7
家庭生活・

趣味
708 手芸・編物 手芸 あじさい

アメリカンフラワーの制作を行っています。各自技術の向上目指
し、楽しみながら作っています。
又、市役所、公民館等の展示を通じ、地域住民に住民安らぎを
与える事。又、アメリカンフラワーの良さを広められる様に活動。
入会金なし、会費月800円

高萩公民館
第2・4水曜日
午前10時00分から午後1時00分まで

5

武蔵台 7 家庭生活・趣味 708 手芸・編物 手芸 吊し飾りサークルもも
吊し飾りを中心とした作品を作り、会員相互の親睦を図る。日高
市主催の「高麗郷古民家ひなまつり」に出展。
会費(月)2,000円、入会金なし

武蔵台公民館
毎月第1、3火曜日　
午前9時00分から正午まで

6

高萩 7
家庭生活・

趣味
708 手芸・編物 手芸等 kalani　リボンレイ

ハワイアン・リボンレイの作製
入会金なし、会費月700円

高萩公民館
第3火曜日
午前10時00分から正午まで

9

高萩 7
家庭生活・

趣味
708 手芸・編物 パッチワーク コットンパズル

パッチワークの技術の向上と会員同志の親睦。
入会金なし、会費年7,000円

高萩公民館
第2火曜日
午前9時00分から正午まで

8
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高萩 7
家庭生活・

趣味
708 手芸・編物 パッチワーク コスモス

公民館内での活動。
入会金なし、会費年10,000円

高萩公民館
第2火曜日
午後2時00分から午後4時00分まで

6

高麗川南 7 家庭生活・趣味 708 手芸・編物 パッチワーク パッチワークサークル
パッチワーク（小物入れ、タペストリーなど）を制作し、楽しく活動
し、会員の親睦を図る。
会費月500円

高麗川南公民館
第１・３火曜日
午後1時30分から午後4時30分まで

5

高萩北 7 家庭生活・趣味 708 手芸・編物 パッチワーク 布恋人
パッチワークの学習及び制作。
会費月1,000円

高萩北公民館
第３木曜日
午前9時00分から午前11時30分まで

8

武蔵台 7 家庭生活・趣味 708 手芸・編物 レース編み
クンストシュトリッケンレース　

萌の会

中世の棒編みレースの紹介。会員の作品向上、文化祭への出
展。
会費(月)2,000円、入会金なし

武蔵台公民館
毎月第1、3水曜日
午前9時00分から正午まで

7

高萩北 7 家庭生活・趣味 708 手芸・編物 手芸等 紡ぐ会
着物のリフォーム。
会費なし（謝礼負担有）

高萩北公民館
第２･３木曜日
午後１時30分から午後3時30分まで

11

高萩北 7 家庭生活・趣味 708 手芸・編物 編物 手編みサークル 「あじさい」
手作りに依る編物等の向上と会員相互の親睦を図る。
会費月1,500円

高萩北公民館
第１・３木曜日
午前9時30分から午前11時30分まで

10

高萩北 7 家庭生活・趣味 708 手芸・編物 和裁 つむぎ
和裁の知識、技術の習得向上に努め、会員間の親睦を図る。
入会金500円　会費月2,000円

高萩北公民館
第２・４水曜日
午前10時00分から午後4時00分まで

9

高麗川 7 家庭生活・趣味 709 娯楽 囲碁 日高市囲碁クラブ
囲碁の普及活動、囲碁の練習と懇親を図る。
入会金・会費なし

高麗川公民館　毎週土・日曜日
正午から午後5時00分まで

7

高萩 7
家庭生活・

趣味
709 娯楽 囲碁 日高東囲碁クラブ

1．クラブ会員相互の対局　2．クラブ囲碁大会
3．高萩公民館文化祭への協力
4．日高市囲碁連盟加入・役員派遣
5．囲碁体験指導、高萩小学校クラブ活動応援（囲碁・将棋）
入会金なし、会費年2,000円
（入会条件）囲碁愛好家で、ルール・マナーが守れる人

高萩公民館
毎週土曜日
午後1時00分から午後6時00分まで

17

高麗川南 7 家庭生活・趣味 709 娯楽 健康麻雀 健康麻雀クラブ

「飲まない・吸わない・賭けない・大声を出さない」を基本に、麻
雀競技を楽しみながら老後の健康を維持し、合わせて地域の仲
間との交流を図る。
会費　なし　入会金1,000円

高麗川南公民館
毎週土曜日
午前8時30分から午後0時30分まで

38
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武蔵台 7 家庭生活・趣味 709 娯楽 麻雀 健康麻雀会
脳トレ（頭の体操）と親睦を目的に、定期的に競技（ゲーム）を行
う。
会費・入会金なし

武蔵台公民館
毎週月、土曜日
午前8時30分から午後0時30分まで

14

高麗川 7 家庭生活・趣味 710 園芸 園芸 日高野草会
年３回の会議、年３回の野外研修会、バスで出掛けて野草の観
察をする。
入会金1,000円、会費年2,000円

高麗川公民館
不定期

25

武蔵台 7 家庭生活・趣味 710 園芸 花壇の管理 フラワーボランティア　サクラソウの会

武蔵台公民館の花壇及び武蔵台小学校、武蔵台中学校の通学
路に花を植えて環境の美化と児童の情操感性育成に資する活
動を目的とする。また、育成した花を地域に提供し潤いのある街
つくりに寄与する。
会費・入会金なし

武蔵台公民館他
毎月第2、4月曜日(他随時)
午前9時30分から午後1時00分まで

12

高麗 7
家庭生活・

趣味
710 園芸 盆栽 高麗盆栽愛好会

・11月高麗地区文化祭出展（盆栽等）＆協力。
・12月高麗公民館大掃除に協力。
・年間随時必要に応じて会議等を実施する。
会費年3,000円

高麗公民館
不定期
午前9時00分から午後5時00分まで

5

高麗 7
家庭生活・

趣味
710 園芸 盆栽 日高市菊花愛好会

11月1日～11月10日の10日間に高麗神社境内で菊花展を開催
予定。
会費年2,000円

不定期 26
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