
中央公民館　利用グループ一覧 令和2年7月1日現在

ＮO 団体・グループ名 活動内容 活動日 活動時間

1 ひろしま歴史街道散策くらぶ 歴史 第３　㈭ ９：３０～１２：３０

2 ひろしま城う会 広島城の勉強 第２　㈮ １３：００～１６：００

3 広島城下町楽修倶楽部 歴史学習 第３　㈯ ９：３０～１２：３０

4 広島市中国帰国者の会 介護予防グループ 介護予防講座 第３　㈰ １３：００～１６：００

5 健康体操＆ストレッチ 体操、ストレッチ ㈭ １０：３０～１１：３０

6 鞭杵グループ 棒を使った体操 第３　㈯ １３：３０～１５：３０

7 広島法輪功愛好者の会 気功、国際交流 第１　㈪ １４：００～１６：００

8 白島気功グループ 気功、太極拳 第１～４　㈯ １０：００～１２：００

9 広島市中国帰国者の会 太極拳グループ 太極拳 第２・４　㈮ １３：３０～１５：３０

10 広島市中国帰国者の会 日中料理グループ 日中料理実習 第１・３・５　㈮ １０：００～１２：００

11 白島ハンドメイドクラブ 子ども服等の手作り 第２・４　㈬ ９：３０～１２：３０

12 さくらの会 古い布を再利用した小物作り 第２・４　㈭ １３：００～１６：００

13 広島市中国帰国者の会 手芸グループ 手芸 第１～３　㈭ １０：００～１２：００

14 広島市菊友会 菊作り講習会 第１　㈰ ９：００～１５：００

15 日本切手を集める会 切手収集 第１　㈰ １３：００～１５：００

16 広島きのこ同好会 野生きのこの調査と学習 不定期 １０：００～１２：００

17 想作工房 テーブルトークロールプレイングゲーム 第３　㈰ １２:３０～１９:３０

18 健康マージャン　たんぽぽ 健康マージャン ㈬ １３：００～１７：００

19 子育て支援サークルげんき発信隊 乳幼児親子の交流の場づくり 第１・３　㈮ ８：３０～１５：００

20 ＮＰＯ法人　食べて語ろう会 青少年との会話と食事提供 第３　㈰ １４：００～１８：００

21 合体標語を実現するヒロシマ被爆者の会 被爆原体験の継承 第１～４　㈰ １３：００～２１：００

22 原発・放射線リスク研究会 原発放射線の知識の普及 不定期

23 さよなら原発ヒロシマの会 自然エネルギー利用拡大の普及 不定期

24 楽しく学ぼう近現代史の会 歴史・現代時事の勉強 月１回㈯ １４：００～１７：００

25 フードバンク　ポレポレ フードバンクによるボランティア活動 第３　㈰ 11:00～17:00

26 広島市中国帰国者の会 医療日本語グループ 中国帰国者の日本語学習 第２～４　㈪ １０：００～１２：００

27 広島市中国帰国者の会 生活日本語グループ 中国帰国者の日本語学習 第１～３　㈬ １０：００～１２：００

28 広島市中国帰国者の会 日本語会話グループ 中国帰国者の日本語学習 第１～４　㈯ １４：００～１６：００

29 広島市中国帰国者の会　 帰国者地域交流 不定期

30 NPO法人　虹橋の会 帰国者地域交流（ちぎり絵、日本語学習) ㈪ １８：００～２０：００

31 中国語で詠む漢詩の会 中国語 第１～４　㈯ １３：００～１５：００

32 子連れＯＫ！語学サークルぺらりんず 語学学習（多言語） 第２・４　㈮ １０：３０～１２：３０
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中央公民館　利用グループ一覧 令和2年7月1日現在

ＮO 団体・グループ名 活動内容 活動日 活動時間

33 四季の会 英会話 ㈪ １３：３０～１５：３０

34 時事英語を読む会 英語学習 ㈭ １９：００～２１：００

35 SELEC　（ニュースを英語で読もう） 英語学習 第２・４　㈬ １０：００～１２：００

36 広島OCDぼちぼち交流会 強迫性障害(OCD)の子を持つ親の会 不定期

37 大人の発達障害当事者会広島こころ 勉強会、交流会 月１回㈰ １３：００～２０：００

38 手話サークルかたらい 手話学習、交流 ㈭ １９：００～２１：００

39 水羊会 水彩画 ㈬ １７：３０～２０：３０

40 クロッキー同好会 人物クロッキー ㈮ １７：３０～２０：３０

41 サンデー人物デッサン会 人物画 第２　㈰ １２：３０～１６：３０

42 月陽会 水彩画 ㈪ １２：３０～１６：３０

43 ペン習字研究会 ペン習字 第２・４　㈬ １３：００～１６：００

44 ペン習字グループ ペン習字 第２・４　㈯ ９：００～１１：００

45 筆心子供書道 書道 第２・４　㈯ １０：００～１２：００

46 書道グループ 書道 第１～３　㈭ １０：００～１２：００

47 広島市中国帰国者の会 書道グループ 書道 第２～４　㈯ １０：００～１２：００

48 朴翆会 習字（漢字） ㈬ １８：００～２０：００

49 フォトクラブ楽写 写真 第２・４　㈭ １０：００～１３：００
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52 二胡交流会 二胡 不定期

53 広島市中国帰国者の会 二胡グループ 二胡 第１・３・５　㈮ １２：００～１６：００

54 歌って弾いてHOTなクラブ 音楽活動（ギター、歌） 不定期 １８：００～２２：００

55 大正琴サークル広島SVH 大正琴 おおむね第４　㈰ １０：００～１５：００

56 マンドリーニ・ロマンテイコ 器楽演奏（マンドリン、ギター） 第２・４　㈰ １３：００～１７：００

57 オルオル・ウクレレ・クラブ ウクレレ 第１・３　㈬ １３：００～１５：００

58 ＡＬＯ　ＡＬＯ　ウクレレクラブ ウクレレ 第２・４　㈬ １８：３０～２０：３０

59 ひろしま国際オペラスタジオ（ＨＩOS) オペラ 第３　㈯ １８：３０～２１：３０

60 シニアコーラス　ＫＩＫＯ　 シニアコーラス 第１・３　㈪ １０：００～１２：００

61 コール　セシリア 合唱 第１～４　㈬ １０：００～１２：００

62 女声合唱団　風の会 合唱 第１・３　㈭ １３：００～１６：００

63 広島中央合唱団 合唱 ㈮ １８：３０～２１：００

64 コーラスグループ☆ベガ 合唱 ㈭ １８：３０～２１：００
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中央公民館　利用グループ一覧 令和2年7月1日現在

ＮO 団体・グループ名 活動内容 活動日 活動時間

65 広島合唱団 合唱 ㈬・㈮ １８：４５～２０：５０

66 合唱団ある 合唱 ㈰ １７：００～２１：００

67 合唱団うたがき 合唱 ㈯ １８：００～２１：００

68 Men's Vocal Ensemble“寺漢” 男声合唱 第１～４　㈯ １８：００～２２：００

69 広島市中国帰国者の会 うたグループ 合唱 第１　㈪ １３：３０～１５：３０

70 広島カントライ 合唱 ㈰ １７：３０～２０：３０

71 コール・ビビッド 合唱
㈭
㈯

１９：００～２２：0０
１４：００～１７：００

72 劇団　B－LUCKS♪ 演劇
㈪・㈬・㈮

㈰
１９：００～２１：００
１３：００～１８：００

73 ＩＮＡＧＯ－ＤＸ 演劇 第２　㈬ １９：００～２２：００

74 天辺塔 演劇 不定期

75 音楽集団　フェルマータ 演奏、ミュージカル等 不定期

76 いきいきダンス同好会 社交ダンス ㈮ １３：００～１５：００

77 広島スクエアダンスの会 スクエアダンス ㈯ １３：００～１６：００

78 フォークダンス赤い靴 フォークダンス 第２・４　㈮ １３：３０～１６：３０

79 Danceのダの字 コンテンポラリーダンス 不定期 　

80 フラ・ラー　中央公民館 フラ 月3回　㈮ １３：００～１５：００

81 広島市ダンススポーツ連盟 社交ダンス 不定期 　

82 The Down Home Dancers カントリーダンス ㈬ １３：３０～１５：３０

83 ザ・ファンキーブーツ カントリーダンス 第１～４　㈭ １９：１５～２１：１５

84 カントリーダンスサークル カントリーダンス ㈪ １３：３０～１５：３０

85 華の会 舞踊 ㈭ １３：００～１７：００

86 舞扇の会 舞踊 月に３回　㈮ １５：００～１７：００

87 基町舞踊＆ダンス同好会 舞踊・ダンス ㈬ １５：００～１７：００

88 広島市中国帰国者の会 舞踊グループ（水） 日中舞踊 ㈬ １３：３０～１５：３０

89 広島市中国帰国者の会 舞踊グループ（月） 日中舞踊 ㈪ １３：３０～１５：００

90 綺羅人 よさこい ㈰ １９：００～２１：００

91 初心者俳句教室 俳句 第４　㈯ １２：００～１６：００

92 「雉」広島中央句会 俳句 第３　㈰ １２：００～１７：００

93 広島ホトトギス会 俳句 第２　㈬ １３：００～１６：００

94 水甕広島東支社 短歌 第１　㈯ １３：００～１６：００

95 広島アララギ会 短歌 第３　㈰ １３：００～１６：００

96 賀堂流　浄宝吟詠会 詩吟 第１・３　㈮ １３：００～１６：００
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中央公民館　利用グループ一覧 令和2年7月1日現在

ＮO 団体・グループ名 活動内容 活動日 活動時間

97 正抄流吟詠会 詩吟 第３　㈰ １１：００～１５：００

98 水真流琉光詩吟同好会 詩吟 第１～４　㈭ １９：００～２１：００

99 声の文化普及協会 朗読・歌 第２・４　㈯ １０：３０～１３：３０

100 Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｎｏｔｔｅ 朗読の勉強会 不定期 １９：００～２２：００

101 Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｇｉｏｒｎｏ 朗読の勉強会 第１・３　㈪ １０：００～１３：００

102 広島市ソフトバレーボール連盟 ソフトバレーボール 不定期

103 スポーツウエルネス吹矢同好会 スポーツ吹矢 ㈪ １３：００～１６：００

104 広島壮年走ろう会 健康増進 第２・４　㈰ ９：００～１２：００

105 広島アウトドア研究会 キャンプ企画 ㈭ １９：００～２１：００

106 青年ボランティアグループ「カッターズ」 キャンプ企画 不定期

107 余暇よかクラブ 余暇活動全般 第４　㈯ ９：３０～１３：３０

108 広島勤労者山の会 登山 第１　㈯ １３：００～１８：００

※活動時間は準備・片づけを含めた時間です。

 TEL  082-221-5943

あなたもグループ活動に参加してみませんか。

　公民館は、市民の皆さんの活動や交流を支援する公共的施設です。この一覧に掲載してい

る団体・グループは、趣味、教養、生活などについて、自主的に活動する市民の集まりで

す。会員が主体となって講師を招き、だれでも参加できる開かれたグループです。　見学・

入会のお問い合わせは、中央公民館事務室まで

（公財）広島市文化財団

　　  中央公民館
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