
久慈交流センター利用団体一覧表
平成２８年度(Ｈ28.7.7現在）

№ 種別 名　　称 内　　容 活動日 活動時間 月会費

1 心施の会 (茶道教室) 茶道（江戸千家） 月３回火曜日 13:00～16:30 3,000円

2 江戸千家不白会日立グループ 茶会・研究会など
茶会年４回
研究会年６回 不定期 茶券1枚2,000円

3 茶の湯教室（結衣の会） お茶の稽古 月3回月曜日 9:00～12:30 3,000円

4 土筆の会 書道 月2回金曜日 13:00～16:00 1,000円

5 久慈囲碁愛好会 囲　碁 月3回金曜日 9:00～16:00 なし

6 サークル久慈将棋会 将　棋 第2･4金曜日 9:00～12:00 年500円

7 日立将棋連盟 将　棋 月1回日曜日 9:00～16:30 年1,500円

8 久慈浜俳句会 俳　句 第3土曜日 13:00～16:00 500円

9 遊久俳句会 俳　句 第4水曜日 13:00～16:30 1,000円

10 筝曲クラブ 琴の練習 月3回木曜日 13:00～18:00 2,500円

11 民謡清謡会 民　謡 月3回月曜日 13:00～16:00 1,000円

12 佐々木光儀三絃会 津軽三味線･太鼓 不定期 不定期 8,000円

13 NPO法人 舞踊集団　藍 日本舞踊 不定期 13:00～16:00 なし

14 久慈着楽会 着付け・マナー 第1･3月曜日 13:00～15:30 1,500円

15 美装会 着付け・マナー 第2～4月曜日 9:30～12:00 1,000円

16 さざなみ会 コーラス 第1･3木曜日 13:00～15:00 1,000円

17 さくら女声合唱団 女声ｺｰﾗｽ 第5金曜日 9:00～12:00
3,000円

入会費1,000

18 カオーレ コーラス（ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｿﾝｸﾞ） 月2回月曜日 13:00～16:30 1,000円

19 ハーモニーナイン ﾊｰﾓﾆｶ練習
奇数月第1･3(水)
偶数月第2.4(水) 9:00～12:00 500円

20 ローテ・ローゼ ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ 月3回水曜日 11:00～16:00 3,900円

21 (公財）ラボ国際交流ｾﾝﾀｰ 国際交流 不定期
9:30～12:00
13:00～16:30 なし

22 ペン習字 泉の会 ペン習字 第2･4木曜日 10:00～12:00 2,000円

23 カメラ散歩の会
写真研修会、撮影会、

写真展など 不定期
9:00～12:00
13:00～16:30 実費精算

24 野球を勉強する会 勉強会 不定期 不定期 なし

25 日立市食生活改善推進会 南部地区 食生活の改善及び推進 不定期 9:00～12:30 年1500円

26 楽菓楽茶Ⅱ 茶道 第2月曜日 17:00～21:00 1,000円

27 久慈浜川柳同好会 川柳の勉強会 第4木曜日 13:00～16:00 年間4,300円

28 日立市支部（弓道） 会議・講習会 不定期 不定期 年間2,000円
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久慈交流センター利用団体一覧表
№ 種別 名　　称 内　　容 活動日 活動時間 月会費

1 グッドバランス 健康体操 月3回火曜日 10:30～12:00 1,500円

2 プルメリア ﾌﾗﾀﾞﾝｽ 第2～4金曜日 13:00～16:00 2,500円

3 レインボー ﾖｰｶﾞ 月2回月曜日 9:00～11:30 1,400円

4 ひまわりクラブ ﾓﾀﾞﾝﾊﾞﾚｴの稽古 年約8回
10:00～20：

00 2,500円

5 チューブエクササイズ ﾁｭｰﾌﾞ体操 第1.3火曜日 13:30～15:30 1回500円

6 久慈浜ｿｰﾗﾝ舞踊衆 羅森万 ｿｰﾗﾝ･ﾖｻｺｲの練習 毎週土曜日 18:00～21:00 年2,000円

7 ラニカイ ﾌﾗﾀﾞﾝｽ 毎月2回土曜日 9:00～12:30 2,500円

8 久慈空手クラブ 空　手 月3回水曜日 18:00～21:00 2500円

9 Ｃｅｒｒｏｔｔｅ　(チェロット) ピラティス 第2･4月曜日 10:00～11:30 500円

10 リフレッシュ体操 体操 第1～3火曜日 13:00～15:00 2,000円

11 ヨガサークルRipple(リップル) ヨガ 月2回水曜日 9:00～12:00 2,000円

12 スマイル 3B体操 第2.4.水曜日 9:00～12:00 1,000円

13 関フィットネスサークル ZUMBA、骨盤ｽﾄﾚｯﾁ
第1.3.土曜日
第4日曜日

14：30～15:30
19:00～20：00 1,700円

1 sing　sing　sing (ｼﾝｸﾞ ｼﾝｸﾞ ｼﾝｸﾞ) ダンス 第4･5木曜日 17:00～21:00 3,500円

2 Twin＋GLITTER　(ﾂｲﾝ＋ｸﾞﾘｯﾀｰ) ダンス 毎週月曜日 18:00～21:00 500円

3 Teddy　Bear（テディ　ベア） 親子英語学習 月3回木曜日 15:00～16:15 1回100円

※ 各グループ代表者氏名及び連絡先は、登録された皆様の大切な個人情報のため、掲載いたしません。

※ 各グループへのお問い合せは、久慈交流センターまでご連絡下さい。
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≪久慈交流センター≫

〒319-1223

日立市みなと町3-10
電話 （５２）０１６５
ＩＰ ０５０-８０１２-４０６７


