
No 中分類 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)

1 教育等一般 青少年教育 野球
日高市少年軟式野球クラブ 

日高ヤンキース

少年野球興隆発展に寄与し、児童の健全な発達成長の援助、
体位向上を目的とする。練習日程を定め、恒常的に活動。少年
野球連盟に所属し、各種大会に出場する。
入会金なし、会費月2,000円

高麗川小・太平洋セメントグラウンド
毎週土曜・日曜日及び祝日
対象：市内の小学1年～6年生

31

2 教育等一般 青少年教育 合唱
日高市少年少女合唱団 

コーロ・トゥッティ

合唱練習。埼玉県合唱連盟に所属し県主催の様々な音楽活動
に参加。日高市内や地域のイベントに出演。　子ども（小・中・高
校生）
入会金なし、会費月2,000円

高麗川公民館　毎週金曜日
午後5時00分から午後8時30分まで

8

3 教育等一般 青少年教育 英語 Ｋｉｄｓ英会話
小学生対象英会話の学習。希望者は中学生も。
入会金なし、会費月1,000円

高麗川公民館　第4土曜日
午後4時15分から午後5時15分まで

11

4 教育等一般 青少年教育 親子体験活動 Smile　香りの教養サークル
親と子の体験活動(香りの学び＆触れ合い)
入会金・会費なし

高麗川公民館　第4水曜日
午後10時00分から正午まで

7

5 芸術・文化 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

6 芸術・文化 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

7 芸術・文化 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

8 芸術・文化 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

9 芸術・文化 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

10 芸術・文化 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

11 芸術・文化 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

12 芸術・文化 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

13 芸術・文化 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

14 芸術・文化 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

15 芸術・文化 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

16 芸術・文化 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

17 芸術・文化 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
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18 芸術・文化 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

19 芸術・文化 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

20 芸術・文化 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

21 芸術・文化 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

22 芸術・文化 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

23
体育・スポーツ・
レクリエーション

体操 体操 フィットネス　ダンス
ストレッチ体操、筋肉トレーニングで体力の向上を目標とする。
仲間づくり。
入会金1,000円、会費月2,000円

高麗川公民館　第１～４木曜日
午後7時30分から午後9時30分まで

5

24
体育・スポーツ・
レクリエーション

体操 体操 マイ・フィットネス
女性を対象とした健康体操（ストレッチ・有酸素運動等）。ボー
ル・ベルト使用。
入会金1,000円、会費月2,000円

高麗川公民館　毎週金曜日
午前10時00分から午後12時00分まで

5

25
体育・スポーツ・
レクリエーション

体操 体操
ロコモ　チャレンジ体操　

はつらつ
ロコモ予防（脳トレ、筋トレ、有酸素運動）・仲間づくり
入会金100円、会費月1,000円

高麗川公民館　第１・２・４土曜日
午前9時30分から午前11時30分まで

10

26
体育・スポーツ・
レクリエーション

体操 太極拳 気功太極拳　太陽の会
気功と太極拳の練習。
入会金なし、会費月2,000円

高麗川公民館　第１～４木曜日
午前10時00分から正午まで

13

27
体育・スポーツ・
レクリエーション

体操 太極拳 ひだまりの会
太極拳の練習。楽しく体を動かす。
入会金・会費なし

高麗川公民館　第２・４木曜日
午後1時30分から3時30分まで

3

28
体育・スポーツ・
レクリエーション

体操 エアロビクス エアロビクス ダンシングクラブ
エアロビクスを通じて会員相互の親睦をはかる。自己の体力向
上に努め、住みよい地域づくりを目的とし活動している。
入会金1,000円、会費月2,000円

高麗川公民館　毎週火曜日
午前10時00分から正午まで

15

29
体育・スポーツ・
レクリエーション

体操 ３Ｂ体操 ３Ｂ体操　スイートピー
全身を動かし、音楽のリズムに合わせて誰でも気軽に出来、皆
さんとの輪を広げ楽しくストレッチや体操をしています。
入会資格：女性　入会金1,000円、会費月2,000円

高麗川公民館　毎週火曜日
午後3時30分から午後5時30分まで

11

30
体育・スポーツ・
レクリエーション

レクリエーション・
体力づくり

社交ダンス カワセミ　ダンスサークル
社交ダンスの練習と技術の向上。健康増進。会員相互の親睦を
図る。
入会金1,000円、会費月2,000円

高麗川公民館　毎週火曜日
午後12時30分から午後3時30分まで

14

31
体育・スポーツ・
レクリエーション

レクリエーション・
体力づくり

ヒップホップダン
ス BEASTYZ

ビースティーズ ヒップホップのレッスン(初級・中級)
入会金なし、会費1回500円

高麗川公民館　毎週土曜日(月４回)
午後6時00分から午後9時00分まで

14

32
体育・スポーツ・
レクリエーション

レクリエーション・
体力づくり

ダンス 飛　-TOBI-
ダンスの練習
入会金・会費なし

高麗川公民館　水曜日（不定期）
午後7時00から午後9時00分

9

33 家庭生活・趣味 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

34 家庭生活・趣味 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
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35 家庭生活・趣味 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

36 家庭生活・趣味 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

37
市民生活・国際

関係
市民生活・国際

関係
赤十字 高麗川赤十字奉仕団

身近な奉仕を広げ、全ての人々の幸福を願い、常に工夫してよ
り良い奉仕ができるように努める赤十字の奉仕団員信条に基づ
き活動している。
入会金なし・会費年500円以上

高麗川公民館
不定期

90

38
市民生活・国際

関係
語学 中国語 中国語講座　初級

中国語会話の学習
入会金2,000円、会費月2,500円

高麗川公民館　第2・4土曜日
午後3時00分から午後5時00分まで

8

39
市民生活・国際

関係
語学 中国語 中国語入門

定例活動、公民館内での受講・懇談。任意活動、会員の発案に
よる館外活動。
入会金なし、会費月2,000円

高麗川公民館　第２～４土曜日
午後7時00分から午後9時00分まで

13

40
市民生活・国際

関係
語学 英語

Hidaka English Speaking 
Society（略称:HESS）

外国人講師による英会話レッスン、各種イベント
会費月1,000円

高麗川公民館　第４土曜日
午後3時から4時まで

12

41 芸術・文化 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

42
体育・スポーツ・
レクリエーション

格技 居合道 習いの会
居合道の稽古。
入会金、会費なし

高麗川公民館　毎週日・水曜日
基本、午朝9時30分から午後1時まで

5

43
体育・スポーツ・
レクリエーション

レクリエーション・
体力づくり

ヒップホップダン
ス

BEASTYZ KIDS
キッズのヒップホップダンス(入門)
入会金なし、会費１回500円

高麗川公民館　毎週土曜日
午後5時00分から午後6時00分まで

7

44
体育・スポーツ・
レクリエーション

レクリエーション・
体力づくり

ヒップホップダン
ス

Gem(ジェム)
ストレッチ及びガールズヒップホップのレッスン
入会金なし、会費月2,000円

高麗川公民館　土曜日(月3回程度)
午後2時00分から午後4時00分まで

11

45
体育・スポーツ・
レクリエーション

レクリエーション・
体力づくり

フラ モアナフラ
フラダンスの練習
入会金なし、会費月額1,000円

高麗川公民館　第1・3水曜日
午後7時00分から午後8時30分まで

8
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