
番号 グループ名 目 的  内 容 活動日／場所／会費

1 アコギ研究会 楽器を奏で皆で楽しく歌う 不定期/ゆめあるて/なし

2 アンサンブル フェリチタ オペラ、オペレッタ、オラトリオを学び交流を図る 不定期/ゆめあるて/随時

3 ウクレレ・ヒラ・ハワイアンズ ウクレレ演奏による癒しの気持ちを深める 毎週日曜日9時～正午/ゆめあるて/月500円

4 華な美 中国舞踊を通じて国際交流を深める 毎週金曜日/ゆめあるて/なし

5 公民館カラオケクラブ 歌を通して地域社会への貢献と会員の親睦を図る 毎月第1･3金曜日/はつらつ/年3,000円

6 サブニュマ アフリカンダンスとストレッチと太鼓を学び親睦を深める 毎月1～2回月曜日/ゆめあるて/１回2,000円講師料

7 大正琴クラブ 健康維持と音楽に親しみながら親睦を深める 毎月1回水曜日/ゆめあるて/随時

8 すずらんの会 仲間と足並みをそろえて大正琴を演奏できるよう練習する 毎月第３木曜日/ゆめあるて/月500円

9 とよおかウインドアンサンブル 吹奏楽を主とした音楽活動を通じて地域への貢献 毎週火･土曜日/セミナー棟/月500円 学生未成年は100円

10 豊丘吟道会 詩吟を通して詩歌を理解し、人道を極める 第1・3金曜日/はつらつ/年15,500円

11 豊丘太鼓の会 和太鼓の演奏を通してコミュニケーションと地域活性化を図る 毎週木曜日・隔週火曜/村民体育館/年 大2,000円子1,500円

12 豊文三会（とよふみかい） 三味線を弾いて民謡、歌謡曲、太鼓、唄を楽しむ 毎月1回/ゆめあるて/月1,000円

13 ハーモニカを吹く会 ハーモニカを演奏し年齢を問わず音楽を楽しむ 第１・３土曜日/ゆめあるて/年3,600円

14 ふる里を歌う会 楽しく歌を歌い、会員同士の親睦を図る 第２金曜日13:30～/ゆめあるて/年4,000円

15 楽趣会 二胡（中国楽器）の演奏を楽しむ 毎月2回/伴野勤福センター/月400円

番号 グループ名 内 容　目 的 活動日／場所／会費

1 アカシアマレットクラブ 会員の親睦と健康増進、技術の向上 定例会第2土曜・第4水曜/アカシアＭＧ場/年1,000円

2 UNDER　MOUNTAIN ソフトバレー等を通じてメンバーの親睦を深める 毎週木曜日/村民体育館/年500円

3 エンジェル☆ファイターズ ヒップ・ホップ・ダンスを楽しく踊る 毎週月木土曜日/ゆめあるて・はつらつ/月1,000円

4 ｅｎｊｏｙソフバレ ゆるいソフトバレーでストレス発散と健康維持 毎週土曜日/南小体育館/年1,850円保険代

5 河野フレンド ソフトバレーを通じて親睦を深める 毎週水曜日/北小体育館 村民体育館/年500円

6 こぶし会 太極拳を通して健康維持、体力増強を図る 毎月第1･2･4週月曜日/ゆめあるて/月2,000円

7 ダンスサークル　華 地域の活性と共に、健康維持を図る 毎週火曜日/ゆめあるて/なし

8 ダンススポーツトヨオカ 社交ダンスを通して健康維持 毎月第2･４木曜･第2土曜日/ゆめあるて/なし

9 豊丘すいれん花架拳クラブ 中国古曲で花架拳を舞い体力、気力を養う 毎月第1木曜日/ゆめあるて/1回500円

10  バスト・ウエスト・ヒップ  スポーツを通じて会員の親睦を図る  毎週月曜日/北小体育館/年1,000円

11 パッション体操クラブ 曲に合わせて踊り（体操、ストレッチ）心と身体の健康増進を図る 毎月第1･3月曜日/ゆめあるて/月1,400円

12 新　林里バドミントンクラブ 地域の活性と共に、健康維持・健康増進を図る 毎週日曜日午後３時～/南小体育館/年1,000円

13 フラ・プルメリア フラダンスを通じて心身の健康と会員の交流を深める 毎週金曜日/はつらつ/月1,500円程

14 フラ・ママ フラダンスを通じて会員の親睦を深め、イベントに参加し地域貢献を図る 第1・3水曜日 第2・4木曜日/はつらつ/月500円

15 フラ・ラウレア 楽しくフラダンスを踊る 第1･3火曜日/はつらつ/月1,000円

16 豊輝星 ～彗雅～ よさこいを通じて世代を越えた交流を行う 毎週金曜日/ゆめあるて/随時

17 水辺マレットゴルフクラブ 健康維持と会員相互の親睦と交流を図る 第1･3金曜日/水辺ＭＧ場/年1,000円

18 新　モーニングヨガ 心と体の健康 やさしいヨガのクラス 第2･4土曜日/ゆめあるて/1回1,500円

19 Milky ソフトバレーを通じて楽しみながら仲間との交流を深める 毎週火曜日/村民体育館/保険料1,850円

番号 グループ名 内 容　目 的 活動日／場所／会費

1 イイハナクラブ アレンジフラワーを学ぶ 花のある心豊かな暮らしを楽しむ 毎月1回/ゆめあるて/月1,700円

2 押し花クラブ 自然の草花等を押して作品を作る 毎月1回木曜日/ゆめあるて/月1,000円

3 豊丘盆栽クラブ 樹木の盆栽技術の向上と会員の親睦を図る 1.2.7.8月以外の毎月第2木曜日/ゆめあるて/なし

4 花まる アレンジフラワーを学ぶ 花を通じて季節を感じ暮らしを楽しむ 毎月1回/ゆめあるて/月1,700円

✿✿✿✿ 令和 ４ 年度　豊丘村公民館登録グループ一覧 ✿✿✿✿令和５年２月１日現在

　一緒に活動しませんか お問い合わせ、参加希望は公民館までどうぞ　豊丘村公民館☎35-9066　

【♪歌・詩吟・音楽・楽器】

【♬からだを動かす】

【✿盆栽・花】

令和４年度はお休みです(R4.5.6)



番号 グループ名 内 容　目 的 活動日／場所／会費

1 男の料理教室 料理の技術習得 毎月1回/ゆめあるて/月800円

2 ノリちゃんズキッチン 栄養バランスや減塩料理を学び、食卓に活かす 毎月1回不定期/ゆめあるて/月2,000円

3 ひばりの会 パッチワークの作品作りを通じて親睦を図る毎月第2･4金曜日/ゆめあるて/1回500円

4 ベーカリー豊丘 パン作りの技術向上と会員同士の親睦を深める 第4水曜日/ゆめあるて/月2,500円

5 メロンパン パンやおかず作りを楽しむ 第4水曜日/ゆめあるて/月2,500円

6 りんどう 編み物、手芸を学びながら楽しむ 毎月第1･3月曜日/ゆめあるて/1回500円

7 新　夢の食育 食に関する知識を身につけ健全な食生活を実践する 毎月１回/ゆめあるて/１回300円

番号 グループ名 内 容　目 的 活動日／場所／会費

1 絵手紙クラブ 絵手紙を自由自適に描く 会員との親睦を図る 毎月20日／ゆめあるて／必要に応じて

2 新 サンサン会（絵てがみ） 身近なものを絵に描いて言葉を添える 毎月第2・4水曜日/ゆめあるて/1回300円

3 植物画クラブ 身近な植物を観察し精密に正確に描く 毎月第3月曜日/ゆめあるて/なし

4 ともの写真クラブ 地域の自然、文化等を写真に記録する 不定期/伴野勤福センター/なし

5 豊丘写真クラブ 撮影会等を通しカメラ技術の向上を目指す 不定期/ゆめあるて/なし

6 豊丘水墨会 水墨画を楽しみ作品展に出展 会員との親睦交流 毎月第1･3火曜日/ゆめあるて/年1,000円入会金500円

7 豊丘美術会 美術を通しての親睦と技術向上 不定期

番号 グループ名 内 容　目 的 活動日／場所／会費

1 英会話クラブ 英会話を楽しみながら、国際理解を深める 英語力の向上 毎月第2･4月曜日/ゆめあるて/なし

2 絵本の会 絵本の読み聞かせなどを通じて子どもが素敵な本に出会えるサポートをする 不定期/ゆめあるて/必要に応じて

3 男塾 男性力の向上と地域交流 不定期/ゆめあるて/随時

4 お抹茶を楽しむ会 お抹茶（表千家）を通じて日本文化に触れ親睦を図る 毎月第2火曜日・第4木曜日/ゆめあるて/1回500円

5 着つけ教室 自分で着れるように、着せてあげれるように練習を重ねる 毎月第1･3月曜日19：30～/ゆめあるて/月1,000円

6 茶道クラブ 茶道を通じて礼儀作法を身につける 毎月第2土曜日9：30～正午/ゆめあるて/月500円

7 段丘俳句会 四季の移り変わりを愛で俳句作りを学ぶ 毎月第２土曜日/ゆめあるて/年1,000円

8 だんだんにほんご 日本語を覚えたい、サポートをしたいみなさんの集まる会 毎月第2木曜日/ゆめあるて/随時

9 小さな声の会 村の豊な自然や村での暮らしの良さを見直し考える 不定期/ゆめあるて/年500円

10 豊丘いきいき楽農塾 農業に関する学習を通じ親睦、健康増進を図る 不定期/泉龍院下圃場/3,000円

11 豊丘母ちゃんズ 音楽、ダンス、作品制作を通じて自身の可能性を引き出す 不定期/セミナー棟/随時

12 豊丘史学会 郷土の歴史、地理、自然、民俗等の見聞を広め、会員相互の親睦を図る 不定期／ゆめあるて／年700円

13 豊丘市民の会 日本の主権者である私たちが意識を持ちどうあるべきか考える 不定期／ゆめあるて／なし

14 豊丘川柳クラブ 川柳の創作発表と会員の親睦を図る 毎月第3木曜日／ゆめあるて／年2,000円

15 とよおか短歌会 自然、社会、日常生活から感じた事を31文字に詠う 毎月第3水曜日／ゆめあるて／年2,000円

16 豊丘満州移民を考へる会 満蒙開拓関係者からの体験を聞取り記録を残す 不定期／ゆめあるて／なし

17 ニコちゃんズ 子どもたちに絵本の良さを読み聞かせを通じて伝える 毎月第1月曜日／ゆめあるて／なし

18 日本文学を読む会 文学に関する教養を高めながら、会員相互の友情を深める 毎月第2火曜日/ゆめあるて/年4,000円

19 パソコン教室 パソコンの基本、ワード・エクセルを学ぶ 毎週水(昼)･第1・3木(夜)/ゆめあるて/年1,000円

20 新　林里囲碁クラブ 囲碁を通じ会員相互の親睦を図り囲碁の普及に努める 毎月第2・4土曜日/はつらつ/年2,000円

　ゆめあるて・セミナー棟・はつらつ・伴野勤労者福祉センター・村民体育館・小中学校の体育施設（小中体育館は利用制限中）などを

活用し、さまざまな活動をしております。ご自分がやってみたい趣味、学び、運動がありましたら公民館までお問い合わ

せください。また、新しくグループを作って活動したい方も募集しております。「個人的なグループにならず広く募集

すること」「営利、宗教、政治的な目的でないこと」が条件です。初年度はグループ育成補助金が交付されます。

　この一覧は公民館ホームページにも掲載しております。

【✄手芸・料理・パンづくり】

【✐絵画・写真】

【✍学び・生活など】


