
分類 活動内容 グループ名 活動日 時間 募集対象年齢 募集条件

1 芸術・文化 絵画(油絵) 磊雅会（らくがかい） 毎月第1土曜 9:00～12:00 制限なし

2 芸術・文化 絵画(パステル画) パステルアートクラブ 毎月第3木曜 13:00～16:00 制限なし

3 芸術・文化 絵画(日本画) 游の会 毎月3～4回木曜 10:00～12:00 制限なし

4 芸術・文化 絵画(日本画) 悠彩会 毎月第2・４火曜 13:00～16:00 制限なし

5 芸術・文化 切り絵 きりえ・和楽 3か月に１回第４水曜 9:30～11:30 制限なし

6 芸術・文化 表装 西表創会 毎月第2・4金曜 13:00～16:30 制限なし

7 芸術・文化 書道 土筆会 毎月第2・4土曜 9:00～12:00 制限なし

8 芸術・文化 書道 西部書道クラブ 毎月第2・4水曜 19:00～21:00 制限なし

9 芸術・文化 己書 ほっこり己書の会 毎月第3土曜 10:00～11:30 制限なし

10 芸術・文化 奏筆® 奏筆安城 毎月第2木曜 13:00～16:00 制限なし

11 芸術・文化 詩吟 福釜詩吟クラブ 毎月第1・2木曜 13:30～15:30 制限なし

12 芸術・文化 ウクレレ ウクレレ♪ハナホウ 毎月第2・4火曜 10:00～11:30 制限なし

13 芸術・文化 ギター エンジョイギター 毎月第1・3水曜 13:30～16:30 制限なし

14 芸術・文化 箏曲 筝曲　雅びの会 毎月第２土曜 10:00～12:00 18～80歳代

15 芸術・文化 大正琴 碧美会（あおみかい） 毎月第2水曜 13:00～16:00 制限なし

16 芸術・文化 踊り 心思踊西華流 毎月第1・3日曜 13:30～15:30 ４歳から~

17 芸術・文化 写真 郵友カメラクラブ 3ヶ月に1回 第2金曜 13:00～16:00 ×

18 芸術・文化 生け花(池坊） 西部生け花クラブ 毎月第1・3金曜 9:30～12:00 ×

19 体育・スポーツ・レクリエーション 健康体操 ＮＯＳＳ 毎月第2・4水曜 10:00～11:30 制限なし

20 体育・スポーツ・レクリエーション 健康体操 自彊術クラブ 毎週木曜 13:30～15:30 ×

21 体育・スポーツ・レクリエーション 健康体操 金妻会 毎週金曜 9:30～11:30 ×

22 体育・スポーツ・レクリエーション 武術 きらくに武術 毎月第1・3日曜（変更あり） 9:30～10:30 制限なし

23 体育・スポーツ・レクリエーション 太極拳 太極拳クラブ 毎月第1・3・5土曜 19:30～21:00 ×

西部公民館では、仲間づくりを始め、教養を高めたり、技能、技術を身につけようと

 次のようなグループが活動をしています。  詳しくは、西部公民館までお気軽にお問い合わせください。

                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎0566-76-9393

　　令和５年４月１日現在

西部公民館　自主グループ紹介



分類 活動内容 グループ名 活動日 時間 募集対象年齢 募集条件

24 体育・スポーツ・レクリエーション ヨガ 月ヨガ 毎月第1・3水曜 13:00～15:00 制限なし 女性限定

25 体育・スポーツ・レクリエーション ヨガ セラピー・ヨーガ 毎月3回火曜 9:30~11:00 40歳代～70歳代前半

26 体育・スポーツ・レクリエーション ヨガ スマイルヨガ 毎月第1・3火曜 13:30~14:45 40歳代～60歳代 女性限定

27 体育・スポーツ・レクリエーション エアロビクス エアロビクス21 毎月第1・3・4土曜 15:10～16:30 制限なし

28 体育・スポーツ・レクリエーション 社交ダンス 安城スポーツダンス(火) 毎週火曜 13:00～16:30 ×

29 体育・スポーツ・レクリエーション 社交ダンス エンジョイ社交ダンス 毎週木曜 13:00～16:30 制限なし

30 体育・スポーツ・レクリエーション 少年野球 安城ファイヤードラゴン 毎週土曜 9:00～16:30 小学校１～６年生

31 体育・スポーツ・レクリエーション ソフトボール 高浜レディース 毎月２回 不定 16歳以上
女性限定

初心者不可

32 体育・スポーツ・レクリエーション ソフトボール
南部リーグソフトボール

愛好会
毎月２回 9:00～14:00 ×

33 体育・スポーツ・レクリエーション ソフトボール 安城スターズソフトボールクラブ 毎月第１土曜 9:00～12:00 50歳代～

34 体育・スポーツ・レクリエーション 卓球(ラージボール) 西部ラージボール卓球サークル 毎週水曜 9:30～11:30 ×

35 体育・スポーツ・レクリエーション グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ木曜会 毎週木曜 8:30～12:00 制限なし

36 体育・スポーツ・レクリエーション タスポニー タスポニー同好会 毎週火曜 9:00～12:00 制限なし

37 体育・スポーツ・レクリエーション 空手 空手道不動会 毎週金曜 19:00～20:30 4歳～10歳代

38 体育・スポーツ・レクリエーション 空手・キックボクシング 心技道ZERO 毎週水曜日 19:00～21:00 制限なし

39 体育・スポーツ・レクリエーション スポーツ吹矢 スポーツウェルネス吹矢　安城翼 毎月第2・4水曜 13:00～16:30 18歳～80歳代

40 体育・スポーツ・レクリエーション ウォーキング 凛美ウォーキング 毎月第3金曜 13:30～15:00 制限なし

41 家庭生活・趣味 パッチワークキルト キルトdeスマイル 毎月第1・3水曜 9:30～12:00 制限なし 女性限定

42 家庭生活・趣味 キルト フラワーアレンジメント フラワー＆キルト 毎月第2・4木曜 13:00～16:00 制限なし

43 家庭生活・趣味 パッチワーク みもざ 毎月第1又は3火曜 9:30～12:00 ×

44 家庭生活・趣味 羊毛フェルト satocoron 毎月１回不定期木曜 10:00～12:00 制限なし 女性限定

45 家庭生活・趣味 フラワーアレンジメント お花deスマイル 毎月第2・4木曜 (7、8月休み) 10:00～12:00 18歳以上 女性限定

46 家庭生活・趣味 手織り 手織りの会　茜 毎月第2・4水曜 13:30～16:00 ×

47 家庭生活・趣味 刺繍 ス・テ・キ＊ステッチ 毎月第3火曜 9:30～11:30 制限なし 女性限定

48 市民生活・国際関係 韓国語 ファイティンサークル 毎月第1・3・4日曜 10:00～12:00 制限なし


