
教室・同好会名 曜　　日 時　　間 会　　費

リスネット 第　①　　  火曜日 9：00～11：00 森田　京子 （代表） 無料

宇田川青少年育成会 郷土芸能部 第　②　④  火曜日 19：30～20：30 　　　　 奥田　晃巳 無料(地区外は月１００円)

宇田川青少年育成会郷土芸能部　三味線教室第　②　④  火曜日 19：00～21：00 　　　　 亀田　浩二 随時

太極拳 毎　週　　  水曜日 10：00～12：00 　　　　 生田　栄邦 月　2,000円

なでしこクラブ（ダンス・体操） 毎　週　  　水曜日 13：30～15：00 　　　　 青山　典代 月　1,000円

男の料理 第　③　  　水曜日 10：00～13：00 三宅　基江 年　6,000円

のびのびストレッチヨーガ教室 毎　週　  　木曜日 13：15～14：15 　　　　 安部　規子 月　2,000円

民謡三味線教室 毎　週　  　木曜日 20：00～22：00 　　　　 亀田　浩二 月　1,000円

あけびの会 （草木染） 第　②　  　木曜日 9：00～16：00 松原　郁子 （代表） 随時（初回2,000円）

ボランティアグループつくしんぼう 第　②　　  木曜日 14：00～16：00 　　　　 田中　秀明 随時

押絵教室 第　②　 　 金曜日 9：00～16：00 　　　　 森　美也子 月　3,000円

ビーズ教室 第　②　  　土曜日 9：30～12：00 　　　　 山根　真巳 月　1,000円

水彩画 第　③  　　日曜日 9：00～12：00 新田　啓子 （代表） 随時

教室・同好会名 曜　　日 時　　間 会　　費

大和太極拳同好会 毎　週　　　 火曜日 10：30～12：00 月　2,000円

押花教室 第　③　　　 火曜日 10：00～12：30 　　　　 門永視円子 月　 700円

大和唱歌教室コスモス 第　③　　　 火曜日 13：30～15：30 　　　　 本田祐美子 随　時

こだわりそばの会 第　①　　   水曜日 9：00～13：00 武田不二雄 （代表） 年　2,000円

コットン倶楽部（はた織り） 第　①　③　水曜日 13：00～16：00 東郷　礼子 （代表） 年　1,000円

レイフラワーモミやまと（フラダンス） 第　①　③　水曜日 10：00～11：00 　　　　 岸良　洋子 月  2,000円

彫金教室 第　②　④　水曜日   9：00～11：30 　　　　 住田　龍雄 月　1,500円

囲碁同好会 毎　週 　    木曜日 13：00～17：00 本田　強   （代表） 年　1,000円

ゴーゴー体操 第  ①　③　木曜日   9：00～10：30 長尾はるみ （代表） なし

あ じ さ い（料理） 第　②　 　　木曜日   9：00～13：00 山田美代子 （代表） 随 時(2,000円)

カラオケ同好会 第　②　④  木曜日 14：00～16：00 本池　昭弘 月　2,500円

やまと俳句会 第　③　　 　木曜日 13：00～15：00 諏訪美和子 月　1,500円

楽しい書道教室 毎　週　　　 木曜日 19：00～20：00 　　　　山本　龍堂 月　2,500円

洋裁教室 第 ① ② ③　金曜日
但し、変更の場合あり

13：00～16：30 小村　仁子
月　2,000円

（入会時500円）
大和草の会（山野草） 3・6・9・12月　第③金曜日　 13：00～15：00 森山　直樹 （代表） 年　2,000円

布あそびの会（パッチワーク） 第  ②　　 　日曜日 13：30～16：00 武田　永子 （代表） 随　時

陶　芸 第  ③　　 　日曜日 10：00～11：30 武田　隆   （代表）    年　2,000円他

健康麻雀 第　②　④　金曜日 13：00～16：00 迫田　幾信 （代表） 年　1,000円

体育同好会＊入会希望の方は、練習会場にお出かけください。

同好会・スポーツ少年団 練習日時 練習会場 会　費

淀江ランニング　
第③日曜日16:00～17:00
（3月～11月）

大和公園運動広場 松嶋　和広 （代表） 無　料

淀江地区グラウンドゴルフ 月・水・金曜日 9:00～12:00 淀江町体グラウンド 森岡　克彦 （代表） 年　1,500円

宇田川グラウンドゴルフ 火・木・土曜日 8:30～11:30 淀江スポーツ広場 森田　慶司 （代表） 年　1,000円

大和グラウンドゴルフ
月・火・水・金曜日
13:00～16:00

大和公園運動広場 髙島　利明 （代表）
年　1,000円

（入会金1,000円）

いいとも同好会（グラウンドゴルフ） 月・水・金曜日 9:00～12:00 いきいき広場 古川　拓郎 （代表） 随　時

淀江町ゲートボール
随時：天気の良い日中
白浜にては春～秋はナイター実
施

白浜コート
佐陀ゲートボール場

小谷　忠之 （代表） 年　1,500円

バスケットボール 日曜日     20:00～22:00 淀江体育館 吹野　康晴 年　3,000円

卓　球 土曜日     19:30～21:30 淀江体育館 加藤　雅夫 月　1,000円

剣　道 火曜日     19:00～20:30 淀中武道館 岩垣　修平 年　2,000円

淀江クラブ（女子バレー） 金曜日　  20:00～22:00 淀中体育館 西古　志奈 月　1,000円

マジックスターズ.Ｊｒ.（バスケット）
火曜日     20:00～22:00
金曜日     19:00～21:00

淀小体育館 鉄尾　幸也 無　料

ホワイトフェニックス（女子バレー） 土曜日     20:00～22:00 淀小体育館 加藤　剛介 月　　500円

【スポーツ少年団】バレーボール
水・土曜日　17:00～20:00
日曜日　　　1300～16:00

淀小体育館 萬谷　一彦 月　1,000円

【スポーツ少年団】バスケットボール 火・土・日曜日 淀小体育館 鉄尾　幸也 月　1,100円

【スポーツ少年団】野　球
月・水曜日　16:00～19:00
土曜日　　　9:00～12:00

淀江スポーツ広場 遠藤　圭介 月　1,500円

【スポーツ少年団】サッカー 湯浅　隆司 月　1,000円
木曜日　16:00～18:00(木曜日は１～２月は休み)
土曜日　14:００～16:00
日曜日　9:00～12:00

講師（代表）

講師（代表）

指導者

新庄裕子・生田榮邦

淀江小グラウンド


