
◎ 関心のある活動や団体がありましたら、まずは安東公民館(℡８７８－７６８３)までお問合せください。
◎ 一覧は上記の期日現在の情報です。会費等変更している場合もありますので、詳細は代表者や見学時にお尋ねください。 (令和５年４月１日現在)

　 料理 安東クッキングクラブ ２土 9:00～13:00 1,300～1,700 /月 材料費込

　 料理 バランス料理安東 ４月 9:30～12:30 1,000 /月 材料費込

パン作り にこにこパン教室 ２月 9:00～13:00 2,100/月 材料費込

ヨーガ リラックス・ヨーガ ２・４土 10:30～12:30 1,100 /回

ヨガ シルバーヨガ 月 9:30～11:30 500 /月 ６５歳以上

フラダンス リイリイ レフア

俳句 千草句会

３・４水

１・３水 13:00～15:00 2,300 /月

整体 整体クラブ「つくし」 ２・３・４金 9:30～11:30 2,500 /月

ピラティス ピラティスボディメイク １・３土 9:30～12:30 3,000 /月
初回にボール代

として3,000円

３月 9:30～11:30 300 /月 　

民謡 民謡　琇和会

10:00～12:00

9:30～11:30 2,000 /月

太極拳 のびのび太極拳 １・２・３・４金 13:00～15:00 3,000 /月

詩吟 安東吟詠教室

１・３金 10:00～12:00 2,500 /月
初回に教本代と

して1,400円

健康体操 健康体操のびのび 水 10:00～12:00 2,000 /月 定員満了

3,000 /月

パソコン
こわくないそこが知り
たいパソコン倶楽部

２・４土 13:00～16:00 1,200 /月 　

銭太鼓 東鼓会パソコン にこにこＰＣクラブ １・３土 9:30～12:30 3,000 /月

パソコン たのしもうかい 木 13:00～15:00 1,500 /月 　

三味線 三絃　文会

２・４木

コーラス 月 11:00～13:00 7,500 /年わ・お～ん

１・２・３金 13:30～15:30 2,000 /年

音楽研究 シニアJAZZ研究会 ２日 9:00～13:00 会場費として100～200円鉄道模型 広島鉄道模型友の会 ３日 10:00～17:00 5,000 /年 　

英字新聞 アサヒウィークリーを読む会 １・２・３・４金 10:00～12:00 400 /月 　写真 安東写真クラブ ２木 9:00～12:00 1,000 /年 　

18:30～20:30 3,000 /月写真 フォトクラブ真　 ４水 13:00～15:00 1,000 /月

囲碁 安東囲碁同好会 金 13:00～16:00 600 /月 　

英会話 ハローマイケル 金(月２回）

成人一般 趣味・健康・料理etc 語学・音楽・舞踊etc

活動内容 グループ名 活動日時 活動時間 会費 備考 活動内容 グループ名 活動日時 活動時間 会費 備考

英会話 いんぐりっしゅくらぶ １・２・３月 13:20～15:20 3,000 /月



◎ 関心のある活動や団体がありましたら、まずは安東公民館(℡８７８－７６８３)までお問合せください。
◎ 一覧は上記の期日現在の情報です。会費等変更している場合もありますので、詳細は代表者や見学時にお尋ねください。 (令和５年４月１日現在)

エスキーテニス 安東エスキーテニスクラブ 月 19:00～21:00  200/回

ミニテニス 安東ミニテニスクラブ 水 9:00～12:00  500/月 　

ミニテニス ミニテニスクラブ日曜会 日 9:00～12:00  500/月 　

ビーチボールバレー ライラック 土 10:00～12:00 200/回

ビーチボールバレー カンパニー 木 13:30～15:30 200/回 　

バレーボール 北ノ蔵倶楽部 １日 19:00～22:00 100/回

バレーボール Ｂｒｕｓｈ　Ｗｏｌｆ ２・４日 13:00～17:00 500 /月

バレーボール ＭＭクラブ 月 10:00～12:00 1,000 /月

バドミントン ABCバドミントンGr １・２・３・４月 13:00～16:00  200/回 　

バドミントン ユーアイシャトル １・２・４金 10:30～12:30
 500/月
 200/回

　

　

発達障害を持つ中
学生以上の子ども

とその家族ソフトバレー 嵐 金 19:00～22:00 100/回 　

定員満了 軽スポーツ
ソーシャルスキ
ル
調理実習

ディープブレス
１・３金

最終週の日
19:00～21:00
17:30～21:30

3,000 /年
ソフトバレー B-B 土 19:00～22:00 600/月

バドミントン ドリブン 金 13:30～15:30 1,000 /月

13:30～17:30 1,500/月
小、中学生
別途会場費

ソフトバレー コスモ 木 19:30～21:30 500/月 　 バドミントン
安東ジュニア
バドミントンクラブ

水 17:00～19:00 1,500/月 年長～中学生

ソフトバレー K-café 水 20:00～22:00 600/月 茶道(裏千家) チャレンジおてまえ ４日

13:30～16:30 2,000/月 小学生

ソフトバレー Ｍ’ＳＭ 木 9:30～12:30 250/回 定員満了 ジャズダンス ミキティーンズ 木 17:00～19:00 3,000 /月

卓球 ヘボクラブ 土 16:30～18:30 4,000 /年 　 子ども体操 キッズ体操教室 土

対象

卓球 あじさい 水 13:00～16:00 3,100 /年 入会金300円 青年ボランティア
安佐南区子連
リーダーズクラブ

２・４日

備考 活動内容 グループ名 活動日時 活動時間 会費

13:30～16:30 　
入会金500円
中学生以上

成人一般 スポーツetc 子ども・親子

活動内容 グループ名 活動日時 活動時間 会費

● 曜日欄の数字は月の第○週の意味です。

● 活動日時は急遽変更になることがあります。

● グループ活動の詳細、見学の申し込みなどは、公民館にお問い合わせください。


