
令和５年度　広島市戸坂公民館学習グループ一覧

令和5年4月1日現在

内  　　 容 番号 グ　ル　ー　プ　名 募集
状況 活　動　日 活動時間 会  費 内　容

1 子育てサークルmom`s 毎月2,4 (月) 10:00～12:00 子育てサークル

2 おたまじゃくしの会 毎月1,3 (月) 9:30～11:30 1回 600円 リトミック

青 少 年 教 育 3 えいごであそぼう 毎月1,3 (土) 10:00～12:00 月額 2,700円 英語に親しむ

4 BeecrAcker 毎週 (日) 9:00～14:00 月額 2,700円 キッズダンス

5 木曜ヨーガグループ 毎週 (木) 13:00～15:00 月額 2,500円 ヨーガ

6 元気になるヨガサークル 毎週 (金) 10:00～12:00 月額 3,000円 ヨガ

7 リフレッシュ太極拳 毎月 (月) 10:00～12:00 月額 3,000円 太極拳

8 真向体操同好会 毎月1,2,3 (水) 19:00～20:00 月額 1,000円 真向体操、ストレッチ

9 げんきクラブ 毎月1,3,5 (水) 13:00～15:00 1回 700円 健康体操

10 スマイルクラブ 毎週 (金) 10:00～11:00 月額 100円 健康体操

11 戸坂健歩会 不定期 10:00～12:00 年額 500円 ウォーキング

12 NPO広島断酒ふたば会 毎月2 (金) 17:30～20:30 月額 500～1800 断酒会

食 生 活 13 ホームメイドクッキング 毎月4 (木) 10:00～13:00 月額 1500(材料費込み) ケーキ・パン作り

15 わしらの板前道場 毎月3 (金) 9:00～14:00 月額 2000円(材料費別) 男性クッキング

16 戸坂そば打ち道場 毎月3 (日) 8:30～14:30 月額 2,700円 日本そば手打ち

手 芸 17 手編同好会 毎週 (金) 10:00～12:00 月額 2000円(教材費別) 手編み

語 学 18 シャローム会 毎月 3回 (土) 13:30～16:30 月額 3,000円 英会話

洋 画 19 藤水会 毎月1,3 (日) 10:00～12:00 月額 500円 油彩・水彩

日 本 画 20 俳画グループ ★ 毎月1,3 (土) 13:00～15:00 月額 500円 俳画

書 21 友筆会 毎週 (金) 10:30～12:30 月額 3,000円 書道

22 麗書会 毎月1,2,4 (木) 12:30～15:30 月額 3,000円 書道

パ ソ コ ン 23 びっくり箱 毎週 (水) 16:00～19:00 1回 200円 パソコン

24 むぎ畑 毎週 (月) 9:30～11:30 パソコン

25 なごみの会 毎月3 (水) 9:00～12:00 月額 500円 絵手紙

26 折り紙教室 毎月3 (月) 10:00～12:00 月額 500円 折り紙

器 楽 27 ニューミュゼットクラブ 毎月2,4 (日) 14:00～16:00 1回 500円 アコーディオン

28 マンドリンアンサンブルtuｔｔｉ 毎週 (土) 14:00～17:00 月額 300円 ギター・マンドリン

合 唱 29 ちどりコーラス 毎月1,2,3 (木) 9:30～12:30 月額 2,000円 シニアコーラス

30 グリーンコーラス 毎週 (土) 13:30～16:30 月額 3,000円 女声コーラス

邦 楽 31 三和会 毎週 (土) 10:00～12:00 月額 1,500円 三味線

民 謡 33 民謡はづき会 毎月1,2,4 (水) 13:00～15:00 月額 3,000円 民謡

漢 詩 34 白杜会 毎月2,4 (月) 10:00～12:00 月額 2,500円 漢詩

華 道 35 池坊いけばな　戸坂教室 毎月1,3 (月) 13:00～16:00 月額 3000(花代別) 華道

卓 球 36 木曜卓球同好会 毎週 (木) 13:00～15:00 月額 1,000円 卓球

37 戸坂ピンポン ★ 不定期 18:30～20:30 月額 1,000円 卓球(主に小・中学生)

武 道 38 広島市スポーツ少年団　戸坂空手道 毎週 (月・水) 18:00～21:00 月額 3,000円 空手(年長以上)

ニュースポーツ 39 戸坂スポーツウエルネス吹矢 毎月2,4（金） 13:00～16：00 月額 1,000円 スポーツ吹矢

ボ ラ ン テ ィ ア 40 手話サークル　おやゆびひめ 毎週 (土) 13:30～15:30 手話

41 サークルあめんぼ 毎月2 (土) 11:00～12:00 絵本の読み聞かせ

家庭医学・健康

その他美術・工芸

乳幼児教育

戸坂公民館では38のグループが活動しています。入会や見学等のお問合せは戸坂公民館

（☎229-3110）までお気軽にどうぞ。★のグループは定員に達しており、欠員待ちです。


