
曜日 月回数 時間帯

【２】人文・社会科学

2 熱田古文書之會 古い字を解読する 土 ３回 午前

3 コミュニケーションを学ぶ会 コミュニケーションスキル 不定期 １回 午後

【３】産業・技術

4 パソネット若葉 パソコンに親しむ 水 ４回 午前

5 あつたパソコン パソコンの練習 木 ２回 午後

【４】芸術・文化

6 熱田陶芸クラブ 陶芸 月 ３回 午前

7 第三陶芸クラブ 陶芸品の創作 土 ３回 午前

8 土鈴の会 陶芸作品の製作及び鑑賞 火 ３回 午前

9 熱田鯱城会 土鈴・絵馬絵付け、PC教室 金 奇数月１回 午前

10 熱田俳句会 俳句　吟行 金 １回 午後

11 木の実俳句会 俳句 月 １回 午前

12 白鳥短歌会 短歌を作成 金 １回 午前

13 都々逸熱田 名古屋生まれの都々逸の復興 第３水 １回 午後

14 やさしい詩吟 詩吟 月 ３回 午後

15 トリプル美ボイス ボイストレーニング・歌・体操 木 ２回 午前

17 Ｃhime ＡCROSS クワイアチャイム演奏 土 ２回 午前

18 アロハウクレレ 第1・3土 ２回 午後

19 ハローウクレレ 第2・4土 ２回 午後

20 フラサークルマハロ フラダンスの練習 第1・3土 ２回 午前

22 花あそび 火 １回 午前

25 筆ペン講座 日 ２回 午前

26 中部二元会 絵画 日 １回 午後

28 ＡＣＯⅡ 写真撮影 土 不定期 夜間

29 熱田茶道を楽しむ会（表千家） 茶の湯を楽しむ 土 ２回 午後

【５】スポーツ・レクリエーション

30 熱田バドミントン同好会 火 ３～４回 午前

31 サークルＡＢＣ 水 ３回 夜間

32 シャトルメイツ 火金土 １２回 夜間

33 あつた卓球同好会 火 ４回 午後

34 生協卓球クラブ 月・土 ５回 午前

【１】教育
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ペン習字

ウクレレの練習

バドミントン

フラワーアレンジメント

卓球の練習



曜日 月回数 時間帯

【５】スポーツ・レクリエーション（前頁の続き）

35 ゆうゆう会 木 ４回 午前

36 ラバーズ 木 ４回 午前

41 きらら バレーボール 木 ４～５回 午後

42 やとみ 月水土 ８回 午前・午後

43 くれぱす 火、金 ８回 午後・夜間

45 ＦＣ・カルティベイト名古屋 フットサル 木 4回 夜間

46 ARUKERU ウォーキングサッカー 木 ２回 夜間

47 MADOKAクラブ レクインディアカ 日 １～２回 午後

48 さわやかストレッチ ストレッチ、インディアカ 水 ３～４回 夜間

49 ３Ｂ体操 水 ２回 午後

50 らくらくいきいき体操 月 ２回 午前

51 コスモスの会 金 ４回 午後

52 スマイル 金 ４回 午後

55 名古屋笑いヨガクラブ 笑いヨガの実習 木・土 ３回 午後

56 熱田やさしいヨガ ヨガの実習 木 ４回 午前

57 身体磨きクラブ ストレッチ、ヨガの練習 月 3回 午前

【６】家庭生活・趣味

59 手作りバック・リフォーム同好会 バック・小物製作 第２・４木 ２回 午後

60 あつた着付けクラブ 着付け・礼儀・作法 月 ３回 午前

62 あつたそば打ち同好会 手打ちそばと料理作り 火 第1・第3 午前

【７】地域社会・国際関係

64 和衣和衣倶楽部 着物着付（国内外向け） 第２土 １回 午後

65 熱田案内人の会 不定期 ２回 午前・午後

66 熱田史跡ガイドの会 木 ２回 午後

【８】健康・福祉

67 中医学気功に親しむ会 病気予防・未病治療 第２・４火 2回 午前

【９】遊び・体験

68 熱田レインボーマジック マジック 第１・３木 ２回 夜間

番号 グループ名 活動内容
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健康体操

熱田の町　史跡ガイド

卓球の練習

レクバレーボール


