
 

内　容 グループ名 時　　間 代表者名 連絡先

Artなごみの会 髙橋　勝也 44-0978

睦沢フォトクラブ 第3 (日) 14:00～16:00 幸治　良行 44-0170

版画・写真 川島ときわ会 塚本　克彦 44-0101

絵画 睦沢絵画クラブ 第1・3 (火) 13:30～15:30 丸山　正教 47-3989

絵手紙 絵てがみクラブ 第2・4 (日) 13:30～15:30 池田　元枝 -

トールペイント ペイント・HIRO 第3 (水)  9:00～13:00 河野　潤子 44-0157

睦沢陶芸クラブ 第3・4 (日)  9:00～17:00 髙橋　康雄 080-5437-7180

睦沢友愛陶芸クラブ 第1・3 (金) 10:00～15:00 森　晶紀 32-6783

書道 睦公書道クラブ 第1 (日) 13:30～15:30 田中　公子 44-1850

いけ花等 いけ花＆フラワーデザインクラブ 第1 (日) 13:30～16:30 渡邉　正子 090-1124-4518

押し花 押し花クラブ 第2 (金) 13:30～16:30 石井　幸子 44-1064

折り紙 折り紙サークル 第2 (火) 13:00～15:00 丸山　道枝 44-1715

盆栽 睦沢町盆栽会 吉野　喜三夫 44-1356

パッチワーク パッチワークサークル 第2 (日) 13:00～16:00 中村　由美子 44-2378

洋裁 洋裁クラブ 第2・4 (火)  9:00～12:00 水戸部　陽子 44-0569

活 動 日

写真活動

陶芸

随時　公民館作品展示

随時　公民館作品展示

随　　時

内　容 グループ名 時　　間 代表者名 連絡先

エレキバンド ザ・ノンキー 第1～3 (土) 13:00～17:00 阿井 純一 090-2556-3984

ハーモニカ 睦沢ハーモニカクラブ 第3・4 (水) 13:30～15:30 尾手 マサエ 43-0898

ウクレレ ウクレレMクラブ 第1～4 (金) 13:00～16:00 治田 義孝 090-3330-4360

うたごえサークル どんぐりの会 第2 (日) 13:00～15:00 安藤 真喜子 44-1566

コーラス 野菊の会 第1・3 (水)  9:30～11:30 笠原 裕子 44-0798

ゴスペル他 ボイス・オブ・むつざわ 第4 (日) 10:00～12:00 伊原 讓二 44-0126

カラオケ 睦沢町カラオケ愛好会 第1～3 (金) 13:30～15:30 安藤 武雄 43-0838

民謡 保寿美会 第2 (土) 13:00～15:00 吉野 幸夫 43-0030

和太鼓 ひかり太鼓 第1～4 (日) 10:00～12:00 中尾 由美 090-8744-2859

フラダンス フラ・ルアナ 第1～3 (水) 10:00～12:00 市原 時子 -

踊り 睦沢楽踊会 第3 (日) 9:30～11:30 渡邉 三津子 43-0509

フォークダンス むつざわポルカ 第1・3 (火) 13:30～15:30 小泉 香代 44-2440

爽快ヨガ 第1・3 (木)  8:50～10:20 松﨑 ひとみ -

美人ヨガ 第1・3 (木) 10:30～12:00 丸山 みどり 47-3989

睦沢ヨーガ愛好会 第2・4 (木) 14:00～15:30 今井 久美子 -

自力整体 自力整体 10:00～12:00 真栄城 克子 090-6500-2672

ウォーキング 睦沢町歩こう会 9:00～12:00 森　晶紀 32-6783

料理 男性料理クラブ 第4 (木)  9:00～13:00 平岡 幹雄 44-1458

パソコン パソメイト 第1・3 (土) 18:30～20:30 古山 武夫 44-0861

第3 (土) 12:00～17:00

第4 (土) 13:00～17:00
囲碁 睦沢町囲碁クラブ 後藤 英輝 43-0162

ヨガ

毎週火曜日

毎週水曜日

活 動 日

睦沢町立中央公民館 

図書室 

公民館図書室の蔵書数は約 28,500 冊。 

児童書だけでも 6,800 冊以上。 

多彩な種類の本をそろえています。 

また、皆さんに安心して利用してもらうため、 

本の除菌機を設置しています。 

利用時間：8:30～17:00 

第１・２・３土曜日に限り 8:30～19:00 

※月曜、年末年始 12 月 28 日～ 

翌年 1 月 4 日を除く 

天文教室 

 みんなで星空を見よう！ 

公民館の天体観測室で星空を 

観察してみよう！ 

観測して気づいたことや 

疑問に答えてくれる講師もいます。 

お気軽にご参加ください。 

令和４年度予定回数：年８回 

※各回の日程・観測テーマについては、

広報睦沢及び町ＨＰに掲載します。 

自主グループ・サークルの紹介 
 

各グループへの加入を希望される方は、直接代表者へお問い合わせください。 

 

映画鑑賞の喜びと 

感動を再び！！ 
 

令和 3 年度新規事業の「ゆうあいシネマ」

は、初回「ローマの休日」が大好評いただく

も、続く 2 回目以降の「おじいちゃんの里帰

り」「そして父になる」は、新型コロナウイル

ス感染症防止のため延期しました。 

 

皆さんが、映画を見て笑顔になれるように、

令和 4 年度に時期をみて再開を予定します。 

上映予定が決まり次第お知らせします。 

 


