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内容 団体名・教室名

合唱練習 コールやない 毎月第2・4土曜日 14:00～15:30

合唱 柳井少年少女合唱団 毎週土曜日
（小学生）9:30～11:30
（中高生）19:30～21:00

合唱 柳井混声合唱団 毎週水曜日 19:30～21:00

合唱 アンサンブルFly 毎週金曜日 10:00～11:30

子ども会育成活動 柳井市大畠地区子ども会育成会

子ども会育成活動 柳井市子ども会育成連絡協議会

吹奏楽 柳井吹奏貘団 毎週水・土曜日 19:00～22:00

啓発活動 五柳ニューモラル会

婦人会活動 柳井市連合婦人会

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ ボーイスカウト柳井第3団 月２回土曜日 9:00～12:00

国際交流 柳井国際交流機構

合唱 童謡を歌う会 毎月第１火曜日 10:00～11:30

工作 柳井市少年少女発明クラブ  原則毎月第2・4土曜日
9:00～11:00
13:30～15:30

フルコンタクトカラテ日本空手道和神会 毎週火・木・土曜日
火・木曜日19:00～20:45
土曜日19:00～21:00

全日本空手道連盟和道会正心館 毎週土曜日 18:00～21:00

内容 団体名・教室名

竹細工 柳井竹細工教室
毎月第2金・土・日曜日
第4金・土・日曜日

9:00～16:00

作陶 陶芸クラブ「八幡窯」
毎週水曜日

第1・3・5土曜日
8:00(9:00)～17:00

内容 団体名・教室名

郷土史 柳井市郷談会 年4回第3土曜日 13:30～15:30

古文書 古文書を読む会 毎月第1土曜日 13:00～16:00

【柳井市立柳井図書館関係】

主な活動日・時間

随時

随時

空手

【星の見える丘工房関係】

主な活動日・時間

主な活動日・時間

【生涯学習・スポーツ推進課関係】

土・日・祝日・長期休業中(学校)時間未定

土・日・祝日・長期休業中(学校)
(行事昼間・会議夜間))

随時

こころ豊かな毎日を！ 生涯学習しませんか！
柳井市教育委員会では、市民の皆様に豊かな毎日を送っていただくために生涯学習を推進しています。

その一環として、市民一人ひとりが、生涯のいつでも、どこでも必要に応じて自由に学習機会が選択できる
ように、いろいろなグループ・サークルを紹介しています。

市内には、たくさんのグループ・サークルがあり、楽しく活動されています。どうぞ、お気軽に参加し
てください。

なお、掲載内容に関するお問い合わせは、各団体等の連絡先へお願いします。
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【柳井市体育協会加盟団体】

団体名 団体名

柳井市野球連盟 大畠うずしおマリーンズ

柳井ソフトボール協会 清徳館剣道

柳井市バスケットボール協会 大畠レスリング

柳井ソフトテニス協会 新庄少年剣友会

柳井市テニス協会 カワノ道場

柳井市剣道連盟 新庄ミニバス

柳井市柔道協会 ヤングSAダイヤモンズ

柳井市合気会 ユナイトJVC

柳井市弓道連盟

柳井市空手道連盟

柳井市レスリング協会 【卓球】

柳井市陸上競技協会 団体名

柳井市卓球協会 柳井卓球クラブ

柳井市スキー連盟 柳卓クラブ

柳井市アーチェリー協会 柳井ピンポンクラブ

柳井市フェンシング協会 楽しもう会卓球クラブ

柳井市バレーボール協会 柳友クラブ

柳井市水泳連盟 柳南クラブ

柳井市バドミントン協会 柳北卓球HPC

柳井市ゲートボール協会 遊悠ラージボール卓球クラブ

柳井サッカー協会 我流会

柳井市グラウンド・ゴルフ協会 柳井ラージボール卓球同好会

いかちピンポンクラブ

【柳井市スポーツ少年団】 令和木曜会

団体名

武心会柳井空手

和道会空手道正心館

斎藤道場レスリング 【ソフトバレーボール】

柳井バスケットボール 団体名

柳井ＪＢＣ ミセスフレンズ

余田みどり ファイト一発クラブ

柳北 柳西ソフトバレークラブ

柳井ゴールドスターズ軟式野球 動好会（うごこうかい）

やないスイミングクラブ 余田ソフトバレー

柳北水泳 Ｊ・ハーツ（ジェイハーツ）

伊陸ひむろ UAC

ＳＡファイターズ タイラント

新庄ブルーイーグルス 柳井市ソフトバレーボール連盟

柳井ＳＡボンバーズ

斉藤柔道クラブ
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【バスケットボール】 【空手道】

団体名 団体名

柳井クラブ 和道流空手道誠武會

オーサンズ（Ｏ’suns） 安原道場

スクラッパーズ

SCRATCH（スクラッチ）

RISE 【バドミントン】

さくらんぼクラブ 団体名

LienFortBasketballCulb 柳井中央バドミントンクラブ

ミニバスケットボール同好会 柳井トリムバドミントンクラブ

大畠ミニバスケットボールクラブ 柳井バドミントンクラブ

SQバスケットボールクラブ 日積バドミントンクラブ

MｙStyle

【バレーボール】 ＢｅｅＫｉｄｓ

団体名 柳東ＳＣ

 伊保庄ママさんバレーボールクラブ 新庄バドミントン研究会

新和クラブ 新庄バドキッズ

柳井中央クラブ T-CHOO

みっくす 伊保庄バドミントン

新庄クラブ OSDバドミントンクラブ

UniTE（ユナイト）

柳井バレーボールクラブ

【野外活動】 【サッカー・フットサル】

団体名 団体名

柳井山の会 周東FC

SAアウトドアクラブ ＴＡＦ

柳井市アーチェリー協会 サルバドールサッカースクール

SAファイターズ

【ソフトテニス】

団体名

やなぎクラブ

庭友会

柳井グリーンソフトテニスクラブ
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【その他スポーツ】

団体名

ＨＯＳ スカイ柳井クラブ

余田グラウンドゴルフの会 柳井かもめ体操クラブ

柳井護身教室 大畠うずしお体操クラブ

柳井フォークダンスクラブ 大畠ゆうゆうクラブ

柳井３Ｂ体操 フレンズやないクラブ

「ゆったり」柳井３Ｂ体操 ふれあいクラブ

阿月あやめクラブ

トリプルｙ柳井クラブ

スポーツ同好会

団体名

矢野健康体操
柳井地区

HEADSDanceAcademy

柳井シニア野球連盟

グループ編み・編み

伊陸ラブボール企画

MEMO
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【公民館等自主グループのご案内】

内容 団体名・教室名

木彫グループ 毎月第２・４土曜日 13:00～16:30

ちぎり絵グループ 毎月第１・３月曜日 9:00～11:00

洋裁クラブ 毎週水曜日 9:00～16:00

日本刺繍サークル 毎月第１・３水曜日 13:00～16:00

ステンドグラス夢工房 毎月第２・４火曜日 13:00～16:00

編愛サークル 毎月第２・４木曜日 18:00～21:00

すみれ会 毎月第２・４土曜日 9:00～12:00

手編サークル 毎月第１・３火曜日 18:00～21:00

マクラメきらら 毎月第１・３火曜日 10:00～15:00

原則偶数月第4土曜日 10:00～15:30（土）

上記の前日金曜日 19:00～21:00（金）

柳井短歌会 毎月第３水曜日 13:00～16:30

土穂石俳句会 毎月第２日曜日 13:00～15:00

あめんぼ俳句会 毎月第４日曜日 8:40～12:00

藤柳句会 毎月第２土曜日 9:15～12:00

柳井中央俳句会 毎月第１金曜日 12:30～17:00

書道サークル(Ａ) 毎月第２・４火曜日 19:00～21:00

書道サークル(Ｂ) 毎月第２・４金曜日 19:00～21:00

冠婚葬祭書道サークル 毎月第１・３金曜日 ９:00～12:00

ペン習字サークル 毎週火曜日 13:30～15:00

毎月第２日曜日

第３木曜日

柳井中央絵画教室 毎月第１・３水曜日 9:00～16:00

墨柳会 毎月第３月曜日 13:00～16:00

やない絵画クラブ 毎月第１・３日曜日 13:00～17:00

写真 写だん周防 毎月第４水曜日 19:00～21:00

柳井盆栽水石会 毎月第１日曜日 13:30～17:00

柳井愛石会 月２回・随時
8：00～
17：00～

栽景・BONSAI 毎月第４土曜日 13:00～16:00

柳井友の会 毎月第1・3火・木曜日 10:00～12:00

シニアパソコンクラブ 毎月第２・４水曜日 9:00～12:00

平成囲碁同好会 土もしくは日曜日 13:00～16:00

英語で学ぶ英会話教室 毎月第２・４金曜日 14:00～16:00

Ｋａｙｏｕｂｉ（８） 毎週火曜日 10:00～12:00

えいごキッズクラブ 毎週土曜日 13:00～17:00

白壁カラオケ同好会 毎月第１・3月曜日 19:00～21:00

カラオケ柳美会 毎月第１・3月曜日 16:00～17:00

生活

【中央公民館関係】

主な活動日・時間

手芸

柳井フローラルクリエイションズ

短詩

書

絵画

日本水彩画会柳井支部 9:00～17:00

生芸

文化

音楽
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【公民館等自主グループのご案内】

内容 団体名・教室名

ウインドミル・フィルハーモニー管弦楽団 毎月第２・４土曜日 18:00～21:00

二胡クラブ 毎月第１水曜日 14:00～16:00

柳井バレエ連盟 毎週火曜日 17:00～21:00

柳井太極拳会 毎週木曜日
10:00～12:00
13:00～15:00

ジュニアジャザサイズ 毎週木曜日 16:30～19:00

やないダンスサークル 毎週月曜日 16:00～19:00

柳金魚 毎週火曜日 10:00～11:30

マインドフルネスヨREIKOヨガ 毎月第２・４月曜日 18:00～21:00

子育て こそだてネットワーク柳井 毎月第３水曜日  19:00～21:00

内容 団体名・教室名

カラオケ 日積カラオケ愛好会 毎月第1・3・4・（5）木曜日 19:30～21:30

大正琴 アソシエ琴石 毎月第２・4水曜日 9:30～11:30

剣詩舞 怜昌剣詩舞会 毎月第1・3木曜日 19:30～21:30

編物 日積編物サークル 毎月第1・3火曜日 13:00～16:00

竹細工 日積竹細工同好会 毎月第3木曜日 9:00～12:00

生花 いけばな教室 毎月第1金曜日 9:30～11:30

内容 団体名・教室名

合唱 伊陸童謡の会 毎月第1月曜日 9:00～12:00

カラオケ 伊陸氷室会（カラオケ） 毎月第1・2・3・4木曜日 19:00～21:00

大正琴 琴伝流大正琴柳月会の伊陸カトレア会 毎月第2・4火曜日 9:30～11:00

日舞 伊陸舞踊愛好会 毎週火曜日 9:30～12:00

太極拳 伊陸健康体操クラブ 毎週木曜日 19:30～21:00

書道 清玉書道教室 毎週金曜日 15:00～1８:00

水彩画 伊陸水彩画教室 毎月第3月曜日 9:00～1６:00

主な活動日・時間

主な活動日・時間

音楽

健康

【日積公民館関係】

主な活動日・時間

【中央公民館関係】

【伊陸公民館関係】
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【公民館等自主グループのご案内】

内容 団体名・教室名

毎月第1火曜日 13:30～15:00

毎月第3金曜日 10:00～11:30

大正琴 柳井大正琴アンサンブル 毎月第1・３金曜日 13:00～15:00

三味線 三味の会ローズ 毎月第1・3金曜日 9:00～12:00

健康体操 新庄健康体操教室 毎週月曜日 10:00～11:00

健康体操 トリプルY柳井 毎週水曜日 10:00～12:00

ヨガ 新庄ヨガ教室 毎週火曜日（月４回） 10:00～11:00

書道 書道教室 火曜日（月3回） 17:30～19:00

書道 みかん教室 毎週土曜日 9:00～12:00

陶芸 陶芸愛好会やなぎ

絵画 新庄絵画教室 毎月第1・2月曜日 13:00～16:00

生花 生花教室 毎月第2・4木曜日 13:30～16:00

内容 団体名・教室名

体操 いきいき体操 毎月第2・4火曜日 13:00～14:00

太極拳 余田太極拳会 毎週金曜日 19:30～21:00

フラ 余田フラ教室 毎週木曜日 19:30～21:00

ヨガ 余田ヨガ教室 毎週水曜日 10:00～11:00

ヨガ 木曜日ヨガ教室 毎週木曜日 10:00～11:00

盆栽 余田盆栽会

書道 余田公民館書道教室 毎週土曜日 13:00～15:00

ｱﾏﾁｭｱ無線 柳井アマチュア無線クラブ 毎月第3土曜日 19:00～20:30

内容 団体名・教室名

カラオケ 伊保庄公民館カラオケ教室 毎月第2・4月曜日 19:00～21:00

横笛 伊保庄横笛教室 毎月第3・4日曜日 19:00～21:00

和太鼓 柳星太鼓 毎月第2・4日曜日 16:00～18:00

太極拳 伊保庄太極拳会 毎週火曜日 19:00～20:30

生花教室 伊保庄婦人学級生花教室 毎月第1月曜日（1月休講） 13:00～15:00

毛筆の学習 伊保庄婦人学級書道教室
毎月第1・3火曜日
（8・1月休講）

13:00～15:00

餅つき 伊保庄餅つき唄保存会

不定期

【余田公民館関係】

主な活動日・時間

随時

【伊保庄公民館関係】

主な活動日・時間

伊保庄公民館まつり三世代交流巡回もちつきほか

【新庄公民館関係】

主な活動日・時間

大正琴
琴伝流大正琴柳月会
新庄教室
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【公民館等自主グループのご案内】

内容 団体名・教室名

合唱・
ハンドベル

伊保庄童謡・ハンドベルの会
毎月第1・3土曜日（童謡）
毎週水曜日（ハンドベル）

13:30～14:30(土)
13:30～15:30(水)

社交ダンス なかよしクラブ社交ダンス教室  毎週火曜日（8月休講） ９:３0～11:30

健康ダンス 健康ダンスサークル「かぐや姫」 毎週木曜日 ９:３0～12:00

内容 団体名・教室名

ヨガ体操 伊保庄婦人学級ヨガ体操教室 毎週月曜日 10:00～11:30

内容 団体名・教室名

カラオケ 阿月カラオケ愛好会   毎月第2金曜日
19:00～21:30(4～9月)
18:30～21:00(10～3月)

カラオケ カラオケ友の会  毎月第1・2木曜日 13:30～1６:０0

健康体操 阿月あやめ健康体操クラブ 毎月第1・3月曜日 10:00～11:30

卓球 卓球クラブ
毎週月曜日

（祝日は除く）
13:30～15:30

内容 団体名・教室名

カラオケ カラオケ愛好会 毎月第1金曜日 19:00～22:00

卓球 卓球愛好会 毎週土曜日 13:30～15:00

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ バドミントンクラブ
毎週火曜日

毎月第2・4木曜日
19:00～21:00

毎週月曜日

 毎月第1・3・5木曜日

内容 団体名・教室名

カラオケ 平郡西カラオケ愛好会

園芸 平郡西菊づくり同好会

主な活動日・時間

【阿月公民館関係】

主な活動日・時間

【平郡東公民館関係】

主な活動日・時間

ソフトバレー ソフトバレークラブ 19:00～21:00

【平郡西公民館関係】

主な活動日・時間

随時

随時

黒島会館において活動

伊保庄北文化会館において活動

主な活動日・時間
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【公民館等自主グループのご案内】

内容 団体名・教室名

カラオケ 柳東カラオケ愛好会 毎週土曜日 13:00～17:00

英会話 初心者英会話レッスン 毎週水・日曜日
水曜日17:00～18:00
18:30～20:00

日曜日9:00～12:00

詩吟 吟道乃木会 毎週月曜日 19:00～21:00

ダンス
フィットネス

ジャザサイズ 毎週火・金曜日
火曜日10:30～11:30
19:00～22:00

金曜日19:00～22:00

ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ 柳東ゲートボール愛好会
毎週火曜日

(1月、2月、8月は休み)
9:00～11:30

卓球 柳東卓球クラブ 毎週木曜日 19:30～21:30

卓球 きららピンポン 毎週水曜日 10:00～12:00

ヴォイス
トレーニング

ダンデライオン・ヴォイストレーニング教室 第1・３木曜日 14:00～15:30

太極拳 柳東太極拳会 毎週火曜日 13:00～15:00

編物 柳東編物教室（講座室） 毎月第2・4火曜日 13:00～16:00

句会 春嶺柳東俳句会 毎月第4日曜日 9:00～12:00

料理 柳東料理教室
毎月第2水曜日
(8月、1月は休み)

9:00～12:00

囲碁 柳東囲碁同好会 毎週日曜日 13:00～17:00

啓発活動 朝起会 毎日 5:00～6:00

護身道 柳井護身教室
①第2水曜日
②最後の土曜日

①②14:00～16:00

書道
天真書法塾柳井晃安教室
①書に親しむコース
②天真書法塾カリキュラムコース

第2・4金曜日
①9:00～11:00
②10:00～12:00

川柳 元祖川柳を学ぶ会 隔月の水曜日 10:０0～12:00

合唱 柳井混声合唱団 毎週水曜日 19:30～21:00

将棋 琴石将棋クラブ 原則毎週土曜日 10:00～12:00

健康体操 矢野健康体操フレンズやないクラブ 毎週木曜日 10:00～11:30(12:00)

主な活動日・時間

【柳東文化会館関係】
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【公民館等自主グループのご案内】

内容 団体名・教室名

大正琴 琴伝流大正琴柳月会（ル・ソレイユ） 毎月第3土曜日 13:00～15:30

社交ダンス 大畠ソシアルダンスクラブ 毎週月曜日 13:30～15:30

ﾌﾗﾜｰ
ｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ

花企画 毎月第3木曜日 19:00～22:00

リボン盆栽 創作リボン盆栽 毎月第1・3水曜日 13:00～16:00

書道 筆好会 毎月第2・4水曜日 13:30～15:00

囲碁 大畠囲碁クラブ 毎週土又は日曜日 13:00～17:00

そろばん 大畠そろばん教室 毎週月曜日 17:00～18:00

ダンス
フィットネス

ジャザサイズ 毎週水曜日 10:30～11:30

ダンス
フィットネス

ポジフィット 隔週土曜日 10:30～11:30

リコ-ダー
アンサンブル

童里夢(ドリーム) 毎月第4月曜日 13:30～15:00

ウクレレ Ｍフレンズ 毎月第2・4金曜日 13:00～15:00

健康体操 ゆうゆう体操クラブ 毎週火曜日 9:15～11:15

絵画 大畠絵画教室 毎月第3・４日曜日 9:00～12:00

内容 団体名・教室名

音楽教室 なかよし音楽教室 毎週火・水・金曜日 随時

生花 神代生花教室 毎月第1・3水曜日 13:30～14:30

川柳俳句 神代川柳会 毎月第2火曜日 13:00～15:00

手芸 神代パッチワーク同好会 毎週木曜日 13:00～15:30

地域
イベント活動

笑元気（ショウゲキ） 毎週日曜日 19:00～21:00

詩吟 大畠詩吟の会 毎月第1・3火曜日 13:30～15:30

ヨガ 神代ヨガサークルなでしこ 毎週金曜日 10:00～11:30

サロン
東本谷いきいきサロン
「お茶の時間」

毎月第4火曜日
8,12月を除く

13:30～15:30

内容 団体名・教室名

健康体操 リズム体操 毎週火曜日 20:00～21:30

書道 手習グループ 毎週水曜日 16:30～17:30

内容 団体名・教室名

園芸（蘭） 柳井オーキッドクラブ 毎月第4土曜日 13:00～16:00

主な活動日・時間

主な活動日・時間

石神学習等供用会館において活動

主な活動日・時間

ふれあい交流館において活動

【大畠公民館関係】

主な活動日・時間

神代学習等供用会館において活動
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【公民館等自主グループのご案内】

内容 団体名・教室名

生花 遠崎湖楓会 毎月第1・3木曜日 12:30～14:30

モザイク壁画 アトリエポラリス 毎月第1・3月曜日 13:00～16:00

日本舞踊 梨風会（花柳流） 毎月第1・3火曜日 14:30～16:00

舞踏体操 舞踏体操梨柳会 毎月第1・3火曜日 13:30～14:30

ゆる体操 遠崎ゆる体操 毎週金曜日 13:30～15:00

内容 団体名・教室名

フラダンス ルアナ・フラ 毎月第1・3金曜日 13:０0～15:０0

毎週金曜日 9:３0～12:00

毎月第1・3月曜日 10:00～12:00

毎週水曜日 19:45～20:45

毎週土曜日 10:30～11:30

ヨガ 大畠ヨーガ教室  毎週木曜日（月4回） 12:30～14:30

毎週木曜日 10:30～11:30

 毎週月・金曜日 19:30～20:30

囲碁 大畠囲碁クラブ 毎週木曜日 13:00～17:00

手芸 手芸グループ 毎月第1・3月曜日 9:00～14:00

絵手紙 絵手紙倶楽部 毎月第2・4水曜日 13:30～16:00

園芸 大畠花の会 毎月第3木曜日 9:00～11:30

支援活動 にじいろカフェ 毎月第2金曜日 13:30～16:00

鯛提灯 鯛提灯グループ 毎月第１・２水曜日 9:00～12:00

和楽器 仙﨑一座 毎月第1・2・３土曜日 9:00～13:00

音楽 ウインドミル・フィルハーモニー管弦楽団 毎月第1・3日曜日 13:00～16:00

ダンス
フィットネス

ポジフィット

遠崎学習等供用会館において活動

主な活動日・時間

大畠総合センターにおいて活動

主な活動日・時間

健康体操 うずしお健康体操クラブ

ダンス
フィットネス

ジャザサイズ

各グループ・サークルは、それぞれの公民館等において自主的に

運営・活動している団体です。
詳しい内容に関するお問い合わせは、各団体等の連絡先におねがい

します。
＊記載内容は変更になることがあります。

（令和４年5月1日現在）
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