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ジャンル 団体名 活動内容 活動回数 活動曜日 活動時間帯

ウクレレマハナ ウクレレ練習 １～２回/月 月 午後

金沢詩吟クラブ 詩吟 ４回/月 木 午後

金沢吹奏楽団 楽器演奏（会議） 10回/年 土・日 午後

筑前琵琶横浜旭会 琵琶練習 ２回/月 金 午後

国際工筆画会 工筆画の練習 ２回/月 日 午後

御朱印工房
手作りで御朱印帳を作り、

御朱印巡りをする
２～８回/年 午前

こども絵画工作教室 子供の絵と工作 ２回/月 日 午前

HIROの会 はがきサイズの水彩画 金 午前

やさしい絵手紙 絵手紙の作成 １～２回/月 木 午前

柳町スケッチ会
水彩・絵手紙・

紙工作
２回/月 火 午前

結の会 水引き １回/月 土 午後

ビーチグラスランプの会 金沢文庫芸術祭参加・展示会参加 2回/月 火・日 午後

シルビア　ソウ　フラワー フラワー・アレンジメント （草月生花） １回/月 午後

花待夢 フラワーアレンジメント ２回/月 土 午後

フラワーサロン フラワーアレンジメント ２回/年 金・土 午前

フローディアフラワー教室 フラワーデザインレッスン １回/月 土 午前

茶道 お茶教室〝茶々〟 茶道 ２回/月 土 午後

Ｌ＆Ｙ英会話 英会話学習 2回/月 月 午後

おたのしみ会 韓国語会話勉強 ３回/月 金 午後

カトレア会 韓国語会話 ３回/月 金 午後

金沢ポイント 英会話 2回/月 土 午前

韓国語講座 韓国語の勉強、教室 2回/月 水 夜間

韓国語の会 交流 ３回/月 火 午前

ボニータス スペイン語 ２回/月 金 午前

ムクゲの会 韓国文化の勉強会 火 午前

柳町コミュニティハウス　サークル紹介

※ ご連絡先等につきましては、当施設にお問い合わせください。

音楽

絵画・造形

華道

語学
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写団けいしん金沢 写真の勉強会 １回/年 特になし 午後

八景写友会 写真クラブ（作品の講習）
１回/月

１２回/年
日 午前

サークル押し花 押し花を使った作品作り
１回/奇数月

６回/年
金 午後

新日本婦人の会
フラワー・アレンジメント

絵手紙・着付け
１回/月 月 午後

ハーバリウムの会 ハーバリウムの製作

バラの会 手がき染め（ステンシル）
１回/月

１２回/年
午前・午後

ハワイアンキルト教室 キルト製作 ２回/月 火 午後

ラベンダー 洋裁
１回/月

１２回/年
午前・午後

自彊術
薬に頼らず、自分自身の治癒

力を引の動作で高める
３回/月 水 午後

水曜３Ｂ体操 健康体操 ２回/月 水 午後

ヨガの会 ヨガ １回/月 土 夜間

ヨギー ヨガ ４回/月 木 午前・午後

ＫＡＨＡＫＡＩ フラダンス １～２回/月 火・水 午後

秀麗会 踊の練習 2回/月 木 午後

フラマハナ フラ練習 ２回/月 月 午前・午後

着付教室〝和〟 着付 １回/月 土 午前

着物の会 着付 ２回/年 土 午前

田村ブリッジ 初心者の為の ブリッジ教室 1回/月 火 午後

Tiara 子育てサークル 3回/月
午前・午後

夜間

西柴アロマ部 アロマのお話し会 土・日

人形劇部 人形劇の練習 不定期 火 午前

八景青嵐句会 俳句の学 定期 1回/月 火

みどりのたね おはなし会活動 ３回/月 午前

朗読たちばな
朗読の気品を学び、詩・童話

や文学作品を読む
2回/月 月 午後

写真

手工芸

スポーツ

舞踏

暮らし
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金沢友の会 勉強会 １回/月 木 午前・午後

金沢福祉センター 会議他 １２回/年 月～金 午前

こども園人形劇OG会 打合せ等 不定期

市民文化研究会
図書講読を通じ、市民がアカデ
ミックな見識を深める場とする。

1回/月 土・日 午前・午後

特定非営利活動法人
ワーカーズ・コレクティブオリーブ

通所介護事業等
２回/月

２４回/年
午前・午後

認定NPO法人
横浜こどもホスピスプロジェクト

小児緩和ケア提供
施設運営・病児支援

1回/月 火 午後

野のはな 子育てや教育に関する相談
６回/月

７０回/年
火・金 午後・夜間

防災・防犯を考える会「絆」 意識を高めて頂ければとの活動 不定期 不定期

学びの会 個別学習 不定期 火・水・木 午前

六浦地区民生委員児童委員
協議会

定例会（月次）
１回/月

１０回/年
火 午後

六浦毎日サッカースクール 少年サッカー指導者会議 土・日 午前・午後

横浜防災ライセンス金沢 防災訓練支援 25回/年
火・水
土・日

午前・夜間

その他


