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1 江戸崎短歌会
代表：山口　須美子	 会員：6名
電話：029-892-6071	 支部：江戸崎
日時：第３土曜日　13：30 〜 16：30
場所：江戸崎公民館
講師の楽しい指導のもと、日常の心に浮かんだ
ことを三十一文字に詠んでみませんか。いつで
も見学をお待ちしております。

2 読書会  飛行船
代表：根元　ひとみ	 会員：5名
電話：	 支部：江戸崎
日時：月末日曜日　14：00 〜 16：00
場所：江戸崎公民館
あなたが読んだ本や気になる本を、いっしょに
読んでみましょう。いろいろな本の良さを楽し
みましょう。

3 江戸崎俳句会
代表：増田　三喜雄	 会員：20 名
電話：029-892-4832	 支部：江戸崎
日時：第１金曜日　10：30 〜
場所：浜の𠮷田屋（稲敷市江戸崎甲）
新人さん大歓迎です。ぜひ一度見学に来て下さ
い。希望の方はいつでも電話下さい。

4 稲敷短歌会
代表：吉田　多嘉子	 会員：8名
電話：0299-79-2481	 支部：江戸崎
日時：奇数月第４土曜日　13：00 〜 15：00
場所：江戸崎公民館
作品の感想を話し合い、講師先生のご指導を受
けながら作歌の向上に努めています。入会をお
待ちしています。

5 桜川独楽俳句会
代表：鴻野　伸夫	 会員：18 名
電話：029-894-2005	 支部：桜川
日時：原則第３火曜日
場所：桜川地区センター
今、テレビでも俳句が人気です。最短詩５・７・
５、十七音で表現する自然、季節、くらし等。
月例句会（第３火曜日）。見学自由。

6 あずま短歌会
代表：坂本　弥太郎	 会員：8名
電話：	 支部：東
日時：月１回（原則第３日曜日）
場所：あずま生涯学習センター

7 読みきかせ会「おはなしの木」
代表：諸岡　春恵	 会員：8名
電話：029-894-3037	 支部：江戸崎
日時：第３土曜日
場所：稲敷市立図書館、江戸崎公民館
大人も楽しめる絵本のすばらしさを、多くのこ
どもたちに、もっともっと広げていきませんか。

文 芸
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10 江戸崎太極拳同好会
代表：松本　恵子	 会員：10 名
電話：029-892-0474	 支部：江戸崎
日時：毎週火曜日　10：00 〜 12：30
場所：江戸崎公民館
90 歳でも出来る運動で、認知症にも効果的です。
みんなでゆっくり楽しく動いています。ぜひ見
学に来て下さい。会員募集中です。

11 ３Ｂ体操同好会
代表：廣瀬　ヨシ子	 会員：16 名
電話：029-892-7737	 支部：江戸崎
日時：第２・４金曜日　10：30 〜 12：00
場所：江戸崎公民館
３つの B（ボール、ベル、ベルター）を使い、
音楽に合わせて体操します。とっても楽しいで
すよ。

12 江戸崎きもの同好会
代表：桜井　とみい	 会員：5名
電話：	 支部：江戸崎
日時：月１回　土曜日　10：00 〜 12：30
場所：江戸崎公民館	和室

13 江戸崎マジック同好会
代表：大谷　泰雄	 会員：3名
電話：029-892-1261	 支部：江戸崎
日時：毎週土曜日　13：00 〜
場所：沼里コミュニティセンター
会員募集中！ マジックは頭と指先を使うので、
健康に良いといわれております。お待ちしてお
ります。

8 桜川天文愛好会
代表：幸田　博	 会員：5名
電話：	 支部：桜川
日時：不定期（月１回）
場所：桜川中学校	天文台

9 あずまパソコンクラブ
代表：黒田　保彦	 会員：63 名
電話：	 支部：東
日時：毎週水曜日
　　　13：30 〜 15：30　19：00 〜 21：00
場所：あずま生涯学習センター

14 新利根太極拳同好会
代表：髙林　理恵子	 会員：8名
電話：0297-87-5569	 支部：新利根
日時：毎週木曜日　10：00 〜 11：30
場所：根本公民館
心も体もゆったりと自分の体力に合わせて動く
ので、老若男女どなたでも出来ます。どうぞ気
楽に参加して下さい。

15 太極拳鳩崎クラブ
代表：神保　近	 会員：10 名
電話：029-892-3768	 支部：江戸崎
日時：毎週木曜日　10：00 〜 12：00
場所：鳩崎コミュニティセンター

16 あずま英会話クラブ
代表：畑木　久美子	 会員：6名
電話：090-9304-3228	 支部：東
日時：第１・３火曜日（変更あり）
　　　19：30 〜 21：00
場所：新利根地区センター

17 東太極拳倶楽部
代表：髙橋　孝子	 会員：10 名
電話：0299-79-0216	 支部：東
日時：毎週水曜日　19：30 〜 21：00
　　　月１回（不定期）　13：30 〜 16：00
場所：あずま生涯学習センター
ゆっくりした動きで体力に合わせて足腰の強化
ができます。高齢の方でも大丈夫。体験入会歓
迎します。

科 学

生活文化
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18 稲敷愛刀会
代表：坂本　裕	 会員：8名
電話：090-4710-5358	 支部：東
日時：不定期
場所：随所
本会は、日本美術刀剣保存協会土浦亀城刀剣会
と交流し鑑定会に参画しており、下館の西北支
部にも参画可能。

19 演歌ビックス同好会
代表：上村　喜佐子	 会員：20 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：毎週木曜日　11：00 〜 12：00
場所：江戸崎公民館	和室

20 友愛太極拳
代表：土肥　一夫	 会員：6名
電話：0297-87-4701	 支部：新利根
日時：毎週水曜日　13：30 〜 15：00
場所：新利根地区センター

21 稲敷ヨーガ同好会
代表：平賀　龍飛兒	 会員：10 名
電話：029-893-1333	 支部：江戸崎
日時：第２・４火曜日　10：00 〜 11：30
場所：江戸崎公民館
ヨーガの目的は、身体をしなやかに、骨格のゆ
がみを直し、呼吸法で己の体を観察（内観）す
る行法です。

22 ３Ｂ体操桜川スクール
代表：根本　喜久江	 会員：8名
電話：029-894-6034	 支部：桜川
日時：第２・４金曜日
場所：桜川地区センター
皆で楽しく、そして美しくをめざして楽しんで
います。ぜひ参加をお待ちしています。

23 江・ムービングストレッチ同好会
代表：吉田　政子	 会員：16 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：月３回　木曜日
場所：江戸崎公民館

24 韓国語サークルジャンミ
代表：篠﨑　美仙	 会員：11 名
電話：090-3690-1637	 支部：江戸崎
日時：第１・３火曜または木曜日
　　　18：30 〜 20：30
場所：沼里コミュニティセンター
日常会話を中心に、お茶会のようなゆったりと
した雰囲気の中で韓国語を学んでいます。仲間
募集中です。

25 手話サークル「ペンギン」
代表：山崎　美紀	 会員：19 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：第２・４土曜日　10：00 〜 12：00
　　　毎週木曜日　19：30 〜 21：30　　　
場所：江戸崎公民館、小角公園管理棟
手話に興味を持っている方は、一度見学に来て
サークルの活動を体験してみてください。

26 江戸崎ボランティア ひまわり会
代表：森永　はる江	 会員：32 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：不定期
場所：江戸崎公民館

27 健康太極拳 水和会
代表：新宅　愛子	 会員：9名
電話：029-892-7741	 支部：江戸崎
日時：毎週木曜日　10：00 〜 12：00
場所：江戸崎体育館	ミーティング室
人生 100 年時代。足・腰を動かして、右脳・左
脳を使って生き生きと心身共に鍛えてみません
か。男性・女性、常時募集中。

28 ムグンファ
代表：福田　智子	 会員：7名
電話：	 支部：江戸崎
日時：第２・４土曜日　10：00 〜 12：00
場所：江戸崎公民館
日常の話題をハングルで表現できるように、少
人数で学んでいます。K-POP や韓国ドラマに興
味のある方、一度見学にいらしてください。

29 イタリア料理同好会
代表：鹿熊　隆司	 会員：10 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：月１回　第３または第４水曜日
場所：江戸崎公民館	調理室
イタリアトスカーナ地方の母の味の料理を主と
し、各地の料理も作ります。楽しく美味しくが
モットーです。

30 健康を考える会（食育）
代表：林　まさ子	 会員：17 名
電話：029-892-1175	 支部：江戸崎
日時：不定期
場所：江戸崎公民館
昔ながらの手造りと製法で体に良い味噌造りを
しているグループです。知識と予防で健康を噛
みしめたいものです。
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34 劇団たからばこ
代表：永長　文彩	 会員：8名
電話：090-1436-7386	 支部：新利根
日時：第１または３木曜日　18：30 〜 20：00
　　　第２または４土曜日　9：00 〜 12：00
場所：新利根地区センター・江戸崎公民館
稲敷市で活動しているアマチュア劇団です。現
在団員を募集しています。お気軽にご連絡くだ
さい。

35 江戸崎ヨガ同好会
代表：高木　ヒデ子	 会員：20 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：毎週木曜日　9：45 〜 10：45
場所：江戸崎公民館

36 ロコトレサークル
代表：坂本　充子	 会員：17 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：第１・３水曜日　14：30 〜 16：00
場所：江戸崎公民館
筋力、バランス力向上の体操を和気あいあい楽
しんでいます。いつまでも若々しく歩ける足腰
のために。

37 稲敷ハッピー！ 腹話術
代表：折本　良行	 会員：5名
電話：029-892-4152	 支部：江戸崎
日時：第３水曜日　10：00 〜 12：00
場所：江戸崎公民館

38 生き活きクラブ
代表：尾林　久代	 会員：18 名
電話：0299-79-1505	 支部：江戸崎
日時：第１木曜日　10：00 〜 13：00
場所：江戸崎公民館

31 いなしき笑いヨガクラブ
代表：青宿　幸子	 会員：16 名
電話：029-892-2255	 支部：江戸崎
日時：第２・４日曜日（変更有り）
場所：江戸崎公民館
免疫力を高める誰にでも出来る健康体操です。
５分の笑いと 20 分のジョギングは同じ効果と
言われています。笑顔で暮らし、人生を楽しみ
ましょう。

32 稲敷モラロジー勉強会
代表：鈴木　義信	 会員：16 名
電話：029-893-0053	 支部：江戸崎
日時：不定期　18：00 〜 19：00
場所：江戸崎公民館
心豊かな人生を生きるための、そして自分も幸
せに、人も幸せになるための心づかいと行いの
あり方を学びます。

33 椎塚楽友会
代表：三上　理子	 会員：27 名
電話：029-892-6571	 支部：江戸崎
日時：第１・３火曜日　9：30 〜 14：30
場所：椎塚公民館
体操・踊り・歌で体を柔軟にし、老人ホームや
子供園への玩具の贈物等、手先の仕事で小物を
作り活動して居ります。

39 ハンナクラブ（トールペイント）
代表：篠﨑　美仙	 会員：10 名
電話：090-3690-1637	 支部：江戸崎
日時：第１・３水曜日・土曜日
場所：江戸崎公民館
アクリル絵の具で木の小物、ガラス、布、キャ
ンバスなどあらゆる素材に描いてます。仲間募
集中です。

40 フラワーアレンジメントＯＢ会
代表：吉原　聖子	 会員：8名
電話：090-3048-2190	 支部：桜川
日時：第４金曜日　19：00 〜 21：00
場所：桜川地区センター
簡単に可愛いアレンジの作り方から、コサージ
や出窓に飾りやすい花のあしらえなど、ゆっく
り楽しみながらレッスンします。

手工芸
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41 手編み教室（夜間部）
代表：長坂　育子	 会員：6名
電話：	 支部：東
日時：第２・４金曜日　19：30 〜
場所：あずま生涯学習センター

42 アリスの会
代表：池上　靖子	 会員：7名
電話：	 支部：東
日時：第１・３火曜日、第２・４金曜日
場所：代表者宅

43 古布リメイク
代表：坂本　久子	 会員：8名
電話：029-894-6148	 支部：桜川
日時：第２木曜日　13：30 〜 16：30
場所：桜川地区センター

44 江戸崎編物同好会
代表：中澤　すみ子	 会員：9名
電話：029-892-1532	 支部：江戸崎
日時：第２・４木曜日　10：00 〜 12：00
場所：江戸崎公民館
セーター・カーディガン・ベスト等を楽しみな
がら編んでいます。（会員募集中）

45 戸塚ししゅう同好会
代表：小寺　峰子	 会員：14 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：月２回　木曜日　13：00 〜
場所：江戸崎公民館

46 ちりめん細工同好会
代表：和田　喜美子	 会員：11 名
電話：	 支部：東
日時：第２土曜日
場所：あずま生涯学習センター
北川祥子先生を講師としてお迎えし、和気あい
あいとした雰囲気で活動しています。

47 現代押し花アート
代表：宮本　栄子	 会員：10 名
電話：029-892-2576	 支部：江戸崎
　　　090-9106-1604
日時：第３木曜日　9：00 〜
場所：江戸崎公民館
野や庭に咲く草花を押し花にする技術、その花
を額縁の中で自由にアートとして残す。そんな
勉強をしています。

48 パンフラワー教室
代表：浅野　育子	 会員：6名
電話：	 支部：桜川
日時：第１・３水曜日　9：00 〜 12：00
場所：桜川地区センター

49 ドライフラワーアレンジメント
代表：前田　利江	 会員：13 名
電話：029-892-7579	 支部：江戸崎
日時：月１回　月曜日
場所：根本いけばな教室

50 クラフト パフェ
代表：江寺　麻美	 会員：10 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：第２・４金曜日　10：00 〜 13：00
場所：江戸崎公民館
刺繍・木工・プラバン・編物・羊毛・粘土・布花・
草小物・レジン……。いろいろな手工芸を楽し
んでいます。

51 夢手毬同好会
代表：村田　文枝	 会員：11 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：第１・３水曜日
場所：江戸崎公民館

52 アートバルーン愛好会
代表：郡司　聖美	 会員：20 名
電話：090-8775-6133	 支部：桜川
日時：第４土曜日　9：30 〜 12：00
場所：桜川地区センター
大人気のいなのすけ Balloon や、キャラクター
Balloon、おむつケーキなど製作しています。見
学、体験お待ちしております。

53 毛糸玉
代表：白石　まり子	 会員：10 名
電話：029-892-7221	 支部：東
日時：第２・４土曜日　10：00 〜 12：00
場所：あずま生涯学習センター
手あみ教室です。作品が仕上がった時の快感は
最高です。60 代がほとんどです。黒田先生は何
回でもよく教えて下さいます。
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54 稲敷竹細工同好会
代表：比嘉　喜正	 会員：15 名
電話：029-893-0778	 支部：江戸崎
　　　090-8583-5262
日時：第２・４木曜日
場所：江戸崎公民館

55 フラワーサークル ツジガハナ
代表：浅野　由美子	 会員：80 名
電話：090-5512-2400	 支部：東
日時：水・木曜日　
　　　10：30 〜　13：30 〜　18：00 〜
場所：桜川地区センター
　　　あずま生涯学習センター
私達の団体は生花アレンジ、生け花（モダン）、
プリザーブドフラワー、子供アレンジを楽しん
でいます。

56 フラワーサークル ぺトル
代表：長沼　さち子	 会員：16 名
電話：080-1125-8541	 支部：新利根
日時：毎週水曜日　10：30 〜 16：30
場所：新利根地区センター

57 草木染めの会
代表：郡　房子	 会員：9名
電話：0299-78-2829	 支部：東
日時：不定期
場所：あずま生涯学習センター

58 楽楽ホームソーイング
代表：𠮷田　志津江 会員：18 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：第１・３木曜日　13：30 〜 16：00
場所：江戸崎公民館
みんなで手作り楽しみましょう。（和・洋スタイ
ル小物等）

59 稲敷市菊花会
代表：中澤　繁	 会員：28名
電話：029-892-4071	 支部：江戸崎
日時：11月５日〜11月20日　文化祭（新利根）
場所：大杉神社

60 あずま山野草の会
代表：北川　浩	 会員：17名
電話：	 支部：東
日時：都度連絡
場所：都度連絡

61 稲敷盆栽 山野草会
代表：豊田　今朝男	 会員：30名
電話：029-892-1497	 支部：東
日時：年２回　５月・11月（展示会）
場所：鳩崎コミュニティセンター

植 物

電話番号の記載されていない団体への問い合わせは、各団体の支部事務局へお願いします。
江戸崎→江戸崎公民館 029-892-4110　　　東→あずま生涯学習センター 0299-79-0053
新利根・桜川→稲敷市役所 029-892-2000（代表番号）から地区センターへの問合せになります。
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62 江戸崎囲碁同好会
代表：増田　勇	 会員：15 名
　　　須合　隆治（事務局長）	 支部：江戸崎
電話：029-892-5381
　　　0299-79-1250（事務局）
日時：第２・４日曜日、水曜日（第３水曜日を除く）
　　　9：00 〜 16：00
場所：江戸崎公民館（日曜日）
　　　江戸崎福祉センター（水曜日）
老若男女問わず奮って参加されることを期待し
ます。（初心者も大いに歓迎します）

63 新利根棋友会
代表：川村　勇	 会員：8名
電話：0297-87-2530	 支部：新利根
日時：第１・３土曜日　13：00 〜 17：00
場所：新利根地区センター

64 桜川囲碁同好会
代表：野口　晴夫	 会員：8名
電話：029-894-2940	 支部：桜川
日時：第３土曜日（４月・７月・10 月・１月）
場所：桜川地区センター

65 桜川将棋同好会
代表：大鳥居　和雄	 会員：44 名
電話：029-894-6504	 支部：桜川
日時：第４日曜日
場所：桜川地区センター

66 東囲碁クラブ
代表：平山　富茂	 会員：17 名
電話：	 支部：東
日時：年４回（５月・８月・11 月・２月）
場所：あずま生涯学習センター

囲碁・将棋

67 根本茶道教室
代表：根本　勝子	 会員：34 名
電話：029-892-1218	 支部：江戸崎
　　　090-2565-2316
日時：第２・４月曜日・金曜日　第３日曜日
　　　第１木曜日（ゴーエン美浦）	
場所：自宅・老人ホームゴーエン美浦（茶室）

68 小泉茶道教室
代表：小泉　通子	 会員：10 名
電話：029-892-0470	 支部：江戸崎
日時：水・土曜日
場所：自宅
一服のお茶で季節を感じたり人との話し合いに
心の温もりを感じる。ゆとりの少ない現代の中
で気軽にどうぞ。

69 寺﨑茶道教室
代表：寺﨑　絹子	 会員：14 名
電話：	 支部：新利根
日時：月３回（不定期）
場所：自宅

70 茶道愛好会
代表：大山　キヨ子	 会員：7名
電話：	 支部：桜川
日時：不定期
場所：桜川地区センター

71 茶道クラブ
代表：黒田　康子	 会員：8名
電話：0299-79-1228	 支部：東
日時：第１火曜日　第３木曜日
　　　18：00 〜 21：00
場所：先生自宅
茶道は四季折々を感じる稽古にも楽しさがあり
ます。又文化祭に向けて参加する事が稽古にも
力が入ります。ぜひ一度稽古をごらんになって
下さい。

茶 道
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72 吉田茶道教室
代表：吉田　多嘉子	 会員：13 名
電話：0299-79-2481	 支部：東
日時：月２〜３回
場所：吉田茶道教室「茶楽庵」
茶道を通して「おもてなしの心」を学んでいます。
自分達で茶会をとり行ったり、他の茶会にも参
加したり、楽しく勉強しています。

73 松本茶道教室
代表：松本　かつ子	 会員：10 名
電話：029-892-0025	 支部：江戸崎
日時：月３回　土曜日　9：30 〜
　　　月３回　日曜日　9：30 〜　19：00 〜
場所：自宅
表千家流の茶道教室です。興味のある方、楽し
いお茶をめざして学びませんか。おいしいお茶
を一服飲んでみて下さい。

74 伊藤茶道教室
代表：伊藤　ふみ江	 会員：11 名
電話：029-894-3085	 支部：桜川
日時：火曜日　13：30 〜
　　　土曜日　10：00 〜、13：30 〜
場所：自宅

75 中條茶道教室
代表：中條　久美子	 会員：6名
電話：029-892-2340	 支部：江戸崎
日時：水・日曜日（午後）
場所：自宅

76 表千家茶道教室
代表：内藤　貴美子	 会員：6名
電話：0297-87-5581	 支部：新利根
日時：随時（相談のうえ）
場所：自宅
小間、露地あり。茶事稽古も可能です。初心者、
経験者とも歓迎します。

77 中條生け花教室
代表：中條　久美子	 会員：6名
電話：029-892-2340	 支部：江戸崎
日時：木曜日
場所：自宅

78 根本いけばな教室
代表：根本　勝子	 会員：74 名
電話：029-892-1218	 支部：江戸崎
　　　090-2565-2316
日時：第 1・3月曜日　19：00 〜
　　　第 1火曜日　10：00 〜
場所：自宅

79 小泉華道教室
代表：小泉　通子	 会員：10 名
電話：029-892-0470	 支部：江戸崎
日時：水・木曜日
場所：自宅
草木を見るといろいろな魅力を発見。面状のも
のが線状にも見えてくる。新しい植物の貎を探
してみませんか。

80 寺﨑華道教室
代表：寺﨑　絹子	 会員：6名
電話：	 支部：新利根
日時：不定期
場所：自宅

81 伊藤華道教室
代表：伊藤　ふみ江	 会員：7名
電話：029-894-3085	 支部：桜川
日時：木曜日　13：30 〜
場所：自宅

82 根本華道教室
代表：根本　百合子	 会員：10 名
電話：029-894-2504	 支部：桜川
日時：第２・４土曜日（自宅）
　　　第４水曜日（牛久）
場所：自宅、牛久
身近なお花から、お祝いのお花、プレゼント用
のお花を楽しく勉強しましょう。

華 道
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86 崇城流吟詠会
代表：栗山　和彦	 会員：6名
電話：029-892-0465	 支部：江戸崎
日時：毎週火曜日　19：00〜21：30
場所：沼里コミュニティセンター
腹式呼吸により健康になり、時折、相撲甚句も
練習しています。

87 光楓吟詠学院 江戸崎・古城教室
代表：林　修	 会員：11名
電話：029-892-4628	 支部：江戸崎
日時：月２回　日曜日　10：00〜12：00
場所：江戸崎公民館

88 刀水流吟詠会
代表：小嶋　刀水	 会員：10名
電話：029-892-2651	 支部：江戸崎
日時：月２回
場所：自宅

89 江戸崎囃子連
代表：赤井　正浩	 会員：13名
電話：029-892-2106	 支部：江戸崎
日時：原則毎週火曜日　20：30〜21：30
場所：新利根漁業協同組合会議室
　　　（稲敷市江戸崎甲4368）
会員募集中！　稽古見学大歓迎！　詳しい活動
状況は HP をご覧下さい。
http://www.e-hayashiren.net/

83 水飼華道教室
代表：水飼　真由美	 会員：20 名
電話：029-894-3518	 支部：桜川
日時：月・木・金（隔週）
場所：自宅・公民館

84 池田華道教室
代表：池田　裕子	 会員：8名
電話：0297-87-3960	 支部：新利根
日時：第 2・4土曜日　午後
場所：自宅

90 民謡クラブ
代表：鈴木　千恵子	 会員：14名
電話：0297-87-2132	 支部：新利根
日時：第２・４火曜日・金曜日
　　　19：30〜22：00
場所：新利根地区センター
尺八、三味線、太鼓。全員で伴奏しながら楽し
くおけいこしています。是非、見学に来て下さい。
入会お待ちしています。

91 大杉神社十二座神楽保存会
代表：平山　清	 会員：14名
電話：029-894-3349	 支部：桜川
日時：不定期
場所：大杉神社、防火センター

92 あんば囃子保存会
代表：富澤　富生	 会員：12名
電話：029-894-3043	 支部：桜川
日時：不定期
場所：阿波コミュニティセンター

93 盈武尺八同好会
代表：寺田　盈武	 会員：7名
電話：029-892-7351	 支部：江戸崎
日時：月３回　金曜日　19：00〜21：00
場所：沼里コミュニティセンター
700 年以上続いている伝統ある尺八を後世に継
承する為に入会者を募っています。

85 いけばな紅沙会
代表：関川　とも子	 会員：9名
電話：029-892-1247（勤・会社）	 支部：江戸崎
日時：月２回　第２・４木曜日
場所：稲敷市羽賀 1795-2　㈱アイザ２F

伝統芸能
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94 紅太鼓
代表：渡辺　美子	 会員：10名
電話：	 支部：新利根
日時：毎週木曜日　9：30〜13：00
場所：新利根地区センター
気分はスカット！ おもいっきり太鼓をたたいて
みませんか。見学自由、随時入会 OK です！

95 真道太鼓
代表：森田　修二	 会員：9名
電話：	 支部：新利根
日時：毎週土曜日　19：00〜
場所：新利根地区センター
我が真道太鼓は日々切磋琢磨しています。太鼓
の魅力、此処に有り。

96 太鼓 龍
代表：奈良　力代	 会員：9名
電話：	 支部：新利根
日時：毎週土曜日　10：00〜12：00
場所：新利根地区センター
和やかをモットーに、若いリーダーのもと創作
太鼓に汗を流しています。興味のある方、一緒
に汗を流してみませんか。お待ちしています。

97 昭和歌謡クラブ
代表：大島　正	 会員：13名
電話：090-3435-2751	 支部：東
日時：不定期（月１回程度）
場所：あずま生涯学習センター

98 稲敷たから音頭保存会
代表：椎塚　まさ子	 会員：15 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：毎週木曜日
　　　19：00 〜 21：00（９月〜５月）
　　　19：30 〜 21：30（６月〜８月）
場所：高田コミュニティセンター
明るく楽しく、また市民の皆様方が心安らぎ笑
顔になれるよう練習しております。踊りに興味
のある方、好きな方、ぜひ参加ください。

99 江戸崎ダンス愛好会
代表：宮本　満夫	 会員：18 名
電話：090-3061-5332	 支部：江戸崎
日時：金曜日　20：00 〜 22：00
場所：江戸崎体育館
楽しみながら基本のステップを覚えたら、さあ
ご一緒に Shall We Dance!!

100 沖縄幸縄会
代表：中内　幸子	 会員：10 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：第１・３金曜日
場所：椎塚公民館
江戸崎中心に沖縄舞踊として稽古し、年４・５
回老人ホーム慰問、イベントにも参加していま
す。皆さんも演芸を楽しんでみませんか。

101 舞島会
代表：舞島　正之輔	 会員：11 名
電話：090-3682-1190	 支部：東
日時：6月 24 日（決定）　12 月 9日（予定）
場所：あずま生涯学習センター
日本の文化である舞踊を継承し脳の活性化と健
康づくり、そして地域のふれあいの交流の場を常
に考えております。

102 舞
ま い

えど連
れ ん

代表：菱木　明美	 会員：14 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：毎週火曜日　19：30 〜 21：00
場所：江戸崎公民館
体を動かす事が好きな方、一緒によさこい踊りを
楽しみませんか？ 踊ってくれる仲間を募集中。
初心者大歓迎です。

舞 踊
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103 江戸崎フォークダンス
代表：深井　マサエ	 会員：17 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：毎週金曜日　10：00 〜
場所：江戸崎公民館
各々の国の曲に合わせながら踊るダンスは大変
面白いです。頭と体力を使い、先生の指導の元楽
しんでいます。是非、練習風景を見に来て下さ
い。

104 プア・アンス（フラダンス）
代表：秋山　良子	 会員：9名
電話：029-892-7372	 支部：江戸崎
日時：毎週木曜日　13：00 〜 15：00
場所：沼里コミュニティセンター

105 佳都竜会
代表：坂本　和江	 会員：8名
電話：0297-87-2157	 支部：新利根
日時：水曜日　14：00 〜 17：00
場所：生板第一公民館
お金はあまりかからないよう、たくさんのいた
だき物がありますので、それをつかってやって
います。

106 クウレイ・プヒ（フラダンス）
代表：栗山　明子	 会員：10 名
電話：	 支部：新利根
日時：月３回　火曜日　午後
場所：新利根地区センター
先生の指導のもと、健康と若さをモットーに楽
しいひと時を過ごしております。また施設への
慰問に参加させて頂いております。

107 あざみフォークダンス
代表：鈴木　和子	 会員：13 名
電話：0297-87-3560	 支部：新利根
日時：毎週金曜日　10：00 〜 12：00
場所：根本共同利用施設
世界の国々のフォークダンスを「仲よく」「楽し
く」活き活きと笑顔で手をとりあって踊り、体
と心をリフレッシュしています。

108 扇 愛好会
代表：柏木　真和	 会員：4名
電話：	 支部：江戸崎
日時：毎週火曜日　13：30 〜 15：30
場所：江戸崎公民館

109 ビューティーフラ
代表：佐藤　ふさ子	 会員：10 名
電話：029-892-1522	 支部：江戸崎
日時：月２回　第１・３火曜日
場所：江戸崎公民館

110 江戸芸かっぽれ会
代表：折本　良行	 会員：6名
電話：029-892-4152	 支部：江戸崎
日時：第２・４金曜日　13：30 〜 15：30
場所：かっぽれ霞ヶ浦道場	他

111 フォークダンス同好会 ビオラ
代表：鈴木　多紀子	 会員：16 名
電話：	 支部：桜川
日時：水曜日
場所：鳩崎コミュニティセンター

〝たのしく踊ろう〟をモットーに活動しています。
初心者大歓迎 !!　いつでも参加をお待ちしてい
ます。

112 なかよしクラブ
代表：吉村　美登子	 会員：10 名
電話：029-892-1930	 支部：江戸崎
日時：随時
場所：市内外福祉施設

電話番号の記載されていない団体への問い合わせは、各団体の支部事務局へお願いします。
江戸崎→江戸崎公民館 029-892-4110　　　東→あずま生涯学習センター 0299-79-0053
新利根・桜川→稲敷市役所 029-892-2000（代表番号）から地区センターへの問合せになります。
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113 江戸崎タウンコーラス
代表：秋元　美津子	 会員：11 名
電話：029-892-0069	 支部：江戸崎
日時：毎週金曜日　20：00 〜 22：00
場所：江戸崎地区建築職業訓練校
稲敷市唯一の混声合唱団です。ルネッサンス音
楽から民謡、ジャズ、いろんなジャンルに挑戦
しています。お仲間募集中。

114 カラオケ夕顔会
代表：吉地　正𠀋	 会員：18 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：第２・４日曜日　13：00 〜 16：00
場所：江戸崎公民館

115 さくらんぼ会
代表：北澤　典子	 会員：24 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：月１回　第３水曜日
場所：食事処	美保
カラオケ仲間と歌声・笑い声がたえない健康的
な時間を過ごしています。

116 ピアノ同好会
代表：石井　之枝	 会員：11 名
電話：029-892-1110	 支部：江戸崎
日時：毎週水曜日
　　　9：00 〜 12：00、13：00 〜 15：00
場所：江戸崎公民館、新利根地区センター
はじめてピアノを演奏する方もわきあいあい楽
しくレッスンしています。楽譜が読めなくても
大丈夫。脳トレのために頑張ってます。

117 琴友会
代表：若杉　郁子	 会員：6名
電話：029-892-4311	 支部：江戸崎
日時：第２・４木曜日　10：00 〜 12：00
場所：江戸崎公民館
数字譜なので簡易に弾けるようになります。音
色にさそわれて懐メロや童謡を歌いながら楽し
んでみませんか。

118 コールすみれ
代表：宮詰　悦子	 会員：17 名
電話：0297-87-3046	 支部：新利根
日時：第２木曜日（夜）・他１回
　　　第１水曜日（昼）、月末日曜日（14：00）
場所：新利根地区センター
　　　水郷荘、江戸崎公民館
幅広い年代の会員が、幅広いジャンルの歌で、
音楽と心のハーモニーをめざしています。ご入
会をお待ちしています。

119 桜川カラオケ愛好会
代表：仲川　政秀	 会員：16 名
電話：029-894-2774	 支部：桜川
日時：第２月曜日
場所：喫茶パドック（犬塚）

120 ブルーエコー
代表：坂本　治枝	 会員：22 名
電話：0299-78-2152	 支部：東
日時：第１・３火曜日
　　　（　４　月〜９月）19：30 〜 21：00
　　　（10 月〜３月）19：15 〜 20：45
場所：あずま生涯学習センター
会員数22名、40代〜80代まで「仲良く、楽しく」
をモットーに月２回、第１・３火曜日の夜に練
習に励んでいます。

121 稲敷ハーモニカメイト
代表：髙橋　均	 会員：14 名
電話：0299-79-0216	 支部：東
　　　090-4915-9544
日時：第１・３土曜日　第４金曜日　13：00 〜
場所：あずま生涯学習センター
ビブラートの効いた豊かな響き、多彩な奏法か
ら奏でる音色。一緒に童謡や演歌、懐メロを演
奏しませんか♪

122 いなしきカラオケセミナー
代表：清家　真一	 会員：16 名
電話：0297-87-2723	 支部：新利根
日時：第１・３木曜日　13：00 〜 16：30
場所：新利根地区センター
人の輪の心を大事にするアットホームな雰囲気

（^ ◇ ^）仲間が待っています。まずは見学から。
お待ちしています。

音 楽
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123 箏
こ と

の会
か い

代表：藤郷　明実	 会員：11 名
電話：0297-87-3504	 支部：新利根
日時：第１水曜日　第３木曜日
場所：社会福祉センター・水郷荘（いこいの広場）
快い音色を求め、自分たちのペースでゆったり月
２回の稽古日を楽しみに待ち望む会に新しい方も
入り、明るく楽しく集っているグループです。

124 カラオケ睦会
代表：宮崎　実	 会員：21 名
電話：090-7259-6976	 支部：新利根
日時：毎週金曜日　13：00 〜 17：00
場所：木村カラオケスタジオ

125 INASHIKI 少年少女合唱団
代表：田中　久美子	 会員：17 名
電話：090-4724-9032	 支部：江戸崎
日時：土曜日　14：30 〜 16：00（変更あり）
場所：江戸崎公民館　視聴覚室
歌が大好きな方、一緒に歌いましょう !! 発声、
発音など、基礎から学びます。ミュージカルソ
ング、合唱曲などを主に練習しています。

126 i-tones
代表：田村　千鶴	 会員：11 名
電話：090-2203-5460	 支部：江戸崎
日時：第３日曜日　15：00 〜 17：00
場所：江戸崎公民館	視聴覚室
音楽が好きな方、舞台作りが好きな方、大歓迎
です。一緒に楽しみましょう。

127 須賀ことぶき会
代表：篠崎　惣壽	 会員：23 名
電話：029-892-0862	 支部：江戸崎
日時：随時
場所：高田須賀センター

128 アヤ＆マーラプア
代表：北川　秀子	 会員：7名
電話：	 支部：東
日時：月曜日　9：30 〜 11：30
場所：光葉自治会館

129 オカリナ パンプキン会
代表：花形　はるい	 会員：5名
電話：	 支部：江戸崎
日時：毎週金曜日　13：00 〜 14：30
場所：江戸崎公民館
先生の指導を受けて、金曜日に練習しています。
興味のある方は一緒に演奏してみませんか。

130 いなしき軽音楽愛好会
代表：伊藤　仁敬	 会員：14 名
電話：029-892-1110	 支部：江戸崎
日時：第４日曜日または土曜日
場所：江戸崎公民館、新利根地区センター
ベンチャーズ、JAZZ、演歌など、好みの曲を楽
しく演奏しています。市内のイベントに出演し
ています。

131 すみれ会
代表：関口　文代	 会員：10 名
電話：029-892-2453	 支部：江戸崎
日時：火・水・土曜日（月２回ずつ）
場所：自宅

132 歌遊会
代表：神保　末吉	 会員：19 名
電話：029-892-7715	 支部：江戸崎
日時：毎週木曜日
場所：高田カラオケ遊

133 江戸崎絵手紙同好会
代表：岡村　敏子	 会員：6名
電話：029-892-9001	 支部：江戸崎
日時：第４火曜日
場所：江戸崎公民館	小会議室
花、野菜、果物、行事等を課題にして、絵手紙
を愉しく描く会です。

134 中條習字教室
代表：中條　久美子	 会員：12 名
電話：029-892-2340	 支部：江戸崎
日時：金・土曜日（午後）　日曜日（午前）
場所：自宅

美 術
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135 江戸崎絵画同好会
代表：正野　豪勇	 会員：6名
電話：029-892-0353	 支部：江戸崎
日時：第２・４土曜日
場所：江戸崎公民館
皆さんで楽しい油絵を描いてみませんか。お待
ちしています。

136 沼里絵てがみの会
代表：髙橋　悦子	 会員：8名
電話：090-2429-2934	 支部：江戸崎
日時：第３日曜日　13：30 〜
場所：沼里コミュニティセンター

137 いなしき水墨画同好会
代表：小貫　和子	 会員：4名
電話：029-894-6150	 支部：江戸崎
日時：第２水曜日
場所：江戸崎公民館
描きたいものを、先生が基本から丁寧に教えて
下さいます。まずは墨をすってみる。第一歩か
ら始めてみましょう！

138 竹の子書道愛好会
代表：小谷　千代子	 会員：35 名
電話：029-886-3199	 支部：江戸崎
　　　090-6650-5414
日時：随時
場所：稲敷市高田 3548-43

139 水彩画同好会
代表：朝比奈　てる子	 会員：14 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：第２土曜日　10：00 〜
場所：江戸崎公民館

140 陶ゆう会
代表：坂井　郁夫	 会員：9名
電話：0297-87-5377	 支部：新利根
日時：第２・４日曜日　9：00 〜 16：00
場所：新利根地区センター

141 心のしおり会 書道部
代表：増田　祥男	 会員：40 名
電話：	 支部：新利根
日時：月・水曜日　15：00 〜
　　　土曜日　8：00 〜
場所：旧ルンビニ幼稚園舎

142 新利根絵画クラブ
代表：根元　照子	 会員：13 名
電話：	 支部：新利根
日時：年８回　土曜日（変更あり）
場所：新利根地区センター
絵画を愛好する仲間達が室内又は郊外でのス
ケッチ会を行い親睦を深めています。ご一緒に
絵を描きませんか？

143 陶芸クラブ
代表：富沢　勝子	 会員：10 名
電話：	 支部：桜川
日時：第２・４水曜日
場所：桜川地区センター

144 桜川書道クラブ
代表：坂本　松男	 会員：8名
電話：	 支部：桜川
日時：月１回　9：00 〜 12：00
場所：桜川地区センター

145 桜川絵画愛好会
代表：松田　和男	 会員：5名
電話：029-894-3145	 支部：桜川
日時：第３土曜日
場所：桜川地区センター	創作室
久し振りに〝えのぐ〟を使ってみませんか。〝十
人十彩〟自由に描き楽しんでいます。自分発信・
老化防止です。入会大歓迎。

146 火曜陶芸
代表：黒田　光枝	 会員：9名
電話：0299-79-1583	 支部：東
日時：第３火曜日　10：00 〜 16：00
場所：あずま生涯学習センター	創作室

147 土曜陶芸
代表：坂本　澄江	 会員：10 名
電話：	 支部：東
日時：第２・４土曜日　14：00 〜 16：00
場所：あずま生涯学習センター

148 あずま書道愛好会
代表：松葉　秀穂	 会員：15 名
電話：0299-79-2910	 支部：東
日時：毎週土曜日　14：00 〜
場所：自宅
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149 デジタルカメラクラブ
代表：鈴木　重義	 会員：12 名
電話：	 支部：東
日時：第３金曜日　19：00 〜 21：00
場所：あずま生涯学習センター

150 楽しい水墨画同好会
代表：朝日向　和子	 会員：4名
電話：029-892-4808	 支部：新利根
日時：第２火曜日　9：00 〜 12：00
場所：新利根地区センター

151 書道同好会
代表：佐々木　尚子	 会員：12 名
電話：029-892-2816	 支部：江戸崎
日時：第１火曜日　9：00 〜 11：00
場所：江戸崎公民館

152 ものづくり仲間の会
代表：水口　輝喜	 会員：11 名
電話：090-5335-4784	 支部：東
日時：第３・４金曜日　9：30 〜 12：00
場所：桜川地区センター
陶芸その他ものづくりを趣味にしている方は仲
間に入って文化祭で発表しましょう。あなたの
作品を展示します。

153 絵てがみさん
代表：黒田　啓子	 会員：7名
電話：	 支部：東
日時：月２回　木曜日　10：00 〜 12：00
場所：あずま生涯学習センター

154 阿
あ ゆ み か い

弓会「生活に使える書道」
代表：望月　阿弓	 会員：10 名
電話：	 支部：桜川
日時：第４火曜日　19：00 〜 21：00
場所：桜川地区センター	研修室

155 書道会 白海社（江戸崎香友支部）
代表：神崎　智恵子	 会員：11 名
電話：	 支部：江戸崎
日時：毎週土曜日　13：00 〜 15：00
場所：自宅

電話番号の記載されていない団体への問い合わせは、各団体の支部事務局へお願いします。
江戸崎→江戸崎公民館 029-892-4110　　　東→あずま生涯学習センター 0299-79-0053
新利根・桜川→稲敷市役所 029-892-2000（代表番号）から地区センターへの問合せになります。


