
No. グループ名 内容 場所 連絡先

1 阪神断酒会
酒害相談
断酒例会

第1・第2・第3・第4水曜日 18:00～21:00 大会議室
06-6418-8295
西泉　富雄

2 尼崎市国際交流協会 日本語講座
外国人に対する
日本語支援

第1・第2・第3・第4水曜日 10:00～11:30 大会議室
06-7165-7733
黒見 美智子

No. グループ名 内容 場所 連絡先

3 ドリームサークル フォークダンス 第1・第2・第3火曜日 13:30～15:30 大ホール
06-6426-8226
村松　美恵子

4 ルンルンクラブ 社交ダンス 第1・第2・第3火曜日 9:00～11:40 大ホール
06-6481-8884
宮本　万功

5 スマイル 社交ダンス 第3日曜日 13:00～17:00 大ホール
06-6422-2091
加茂 好子

5 わかば会 日本舞踊 第1・第2・第3・第4金曜日 13:00～20:00 大広間
06-6429-0064
久次米 昭子

6 阪神真向会 真向法体操 第2・第4木曜日 10:00～12:00 大広間
0797-22-8972
大森 敏弘

No. グループ名 内容 場所 連絡先

7 淑峰会 詩吟 第1・第2・第3・第4火曜日 15:00～17:00 小会議室
06-6491-0363
小林 節子

8 尼崎哲泉流詩吟の会 詩吟 第2・第3・第4水曜日 18:30～20:30 小会議室
06-6482-5906
岡崎 日佐子

9 青風会 むつみ支部 詩吟 第1・第3火曜日 18:00～20:00 大会議室
090-1674-3968
相田 宏

10 哲吟会 詩吟 第1・第2・第4土曜日 13:00～16:00 小会議室
06-6418-0414
田中 静子

11 楽吟会 詩歌 第2・第4火曜日 9:00～12:00 大会議室
06-6489-9020
山本 早代子

12 風の会 俳句 第4火曜日 13:30～16:00 大会議室
06-6429-0265
山田 陽久

13 渚俳句会 俳句 第1・第3水曜日 13:00～17:00 小会議室
06-6481-1414
平瀬 良子

14 サン俳句会 俳句 第2水曜日 13:00～16:00 大会議室
06-6489-4663
渡邉 治子

15 季流俳句会 俳句 偶数月 第4日曜日 13:00～16:00 大会議室
06-6429-8815
村上 はるか

16 日本民謡 なにわ会 日本民謡 第2・第4水曜日 13:00～17:00 小会議室
06-6472-7919
山中 康子

17 さつき民謡会 日本民謡 第1・第2・第3・第4木曜日 18:30～20:40
大会議室
大広間

06-6411-3326
永井 佐知子

18 岳風会 尼崎支部 伝統文化 第2土曜日 9:00～12:00 大会議室
090-1916-1401
豊田 恵子

2.体操・ダンス・舞踏

活動日時
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No. グループ名 内容 場所 連絡先

19 開明親子書道会 書道 第1・第3水曜日 15:30～17:00 大会議室
06-6411-9089
浦上 智子

20 くらしの書道 書道 第1・第3木曜日 10:00～20:30 大会議室
090-6666-9462
岡西 聡

21 秀麗会 書道 第1・第3木曜日 18:00～20:00 小会議室
06-6488-7073
下伏 美代子

No. グループ名 内容 場所 連絡先

22 お料理好きやねん会 料理 第2土曜日 13:00～17:00 料理教室
06-6427-3251
加藤　浩子

No. グループ名 内容 場所 連絡先

23 アルカイックギター出前楽団 ギター演奏 第3土曜日 13:00～17:00 大広間
06-6437-3561
市村 茂雄

24 阪神センター合唱団 太鼓集団翼 太鼓 第1・第2・第3・第4水曜日 19:00～21:00 大ホール
090-1482-3882
福島 智俊

25 尼崎市民交響楽団 交響楽 第1・第2・第3・第4土曜日 18:00～21:00 大ホール
090-5249-3640
神垣 香織

26 ひまわりカラオケ同好会 カラオケ 第1・第2・第3金曜日 10:00～12:00 小会議室
06-6491-7869
湯口 昌子

No. グループ名 内容 場所 連絡先

27 手編みの会 手編み 第2・第4木曜日 10:00～17:00 大会議室
080-5630-5451
荒木 せつ子

28 絵手紙教室 絵手紙 第2・第4金曜日 9:30～16:30 大会議室
06-6489-4984
藤原 千津美

29 サンシビック 絵手紙サークル 絵手紙 第1・第3火曜日 14:00～16:00 大会議室
090-4565-6353
南 春代

30 ぬりえ同好会 ぬり絵 第1火曜・第4土曜 9:00～12:00 大会議室
090-5244-6409
高田 時子

31 千彩会 俳画・水墨画 第2・第4土曜日 13:00～16:00 大会議室
06-7500-9912
小玉 きみ子

32 アトリエ舞 水彩画 第2火曜日 13:00～17:00 大会議室
06-6401-3500
山田 政子

33 竹彩会 水彩画 第1・第2・第3・第4金曜日 13:00～16:00 大会議室
06-6411-3590
田中 けい子

34 フラワーサークル 花てまり
フラワー
アレンジメント

第1・第2・第3・第4土曜日 13:00～17:00 大会議室
090-7765-1180
丸山 美奈子

35 フローラル・メリー
フラワー
アレンジメント

第1・第2・第3・第4木曜日 10:30～16:00 小会議室
080-3861-0817
河野 キヨ子

No. グループ名 内容 場所 連絡先

36 パソコン勉強会 パソコン
第4木曜日
第1・第3土曜日

13:00～17:00
9:00～12:00

大会議室
06-6418-3047
森崎 美称子

活動日時

7.手工芸

活動日時

8.OA・メディア

活動日時

5.料理

活動日時

6.音楽

活動日時

4.書道


