
磯子センター　スポーツ系登録サークルの紹介

ジャンル サークル名 活動内容 活動日 問合せ番号

汐見台インディアカ インディアカ 月４回（月）　　　　　午後 1571

チーム丸山 インディアカ 不定期 1607

根岸ナンバーズ インディアカ 月10回（月・金）　　 午後 1616

みるく インディアカ 不定期　　　　　　　　　　午前 1659

あそび三昧 スポーツ吹矢 月２回（土）　　　　　午後 キ402

磯子ウェルネス吹矢

同好会
スポーツ吹矢 月２回（金）　　　　　午前 キ374

たきがしらスポーツ吹矢 スポーツ吹矢 月２回（火）　　　　　午後 キ415

屛風浦クラブ スポーツ吹矢 月２回（日）　　　　 午後 キ268

森クラブ スポーツ吹矢 月２回（日）　　　　　午後 キ229

ショコラ ソフトバレー 不定期　　　　　午前・午後 1578

ミツエクラブ ソフトバレー 毎週不定期　　　　　　午後 1656

エルミックス ソフトバレー、インディアカ 月4回（不定期）　　午前 1534

空の会 太極拳 月４回（月）　　　　　午前 1597

楊名時太極拳 太極拳 月２回（水）　　　　　午前 キ382

磯子区太極拳協会 太極拳 不定期(土日年10回⁾　　午後 1500

糸東会磯子 空手 月4回（水）　　　　　 午後 1573

雛菊剣会 剣道 月4回（金）　　　　　 夜間 1691

スポーツ 法輪功愛好者会 気功 月2回（不定期）    午後 1633

６０歳からの

スローエクササイズ
体操 月２回（土）　　　　　午後 キ210

Hiromiヨガ 体操（ヨガ） 月３回（金）　　　　　午前 キ328

アミーゴ 体操 月１回（木）　　　　　午前 キ367

うのちゃんげんきA 体操 月２回（木）　　　　　午前 キ254

運動ぐつ 体操（ヨガ・健康体操） 月１回（火）　　　　　午後 キ411

なでしこ体操クラブ 体操 月２回（水）　　　　　午前 1688

プラチナクラブ 体操 月２回（火）　　　　  午後 キ307



ほのぼの体操 体操 月２回（水）　　　　　午前 1648

森東体操クラブ 体操（子供） 毎週火曜日　　　　　　 夜間 1662

あすか 卓球 月4～5回（木）　　　午前 1518

イエロー 卓球 月２回（火）　　　　　 午前 1526

磯子クラブ 卓球 月2回（第1・３土）　午前 1503

磯子センター

女性卓球クラブⅠ部
卓球 月２回（金）　　　　　 午前 1505

磯子センター

女性卓球クラブⅡ部
卓球 月２回（金）　　　　　 午前 1506

エンジョイクラブ 卓球 月2回（不定期）　　  午後 1535

クリタ―ズSC 卓球 月2回（第2火）      午前 1552

シニア卓球同好会 卓球 月2回（第1・第3月）午前 1574

卓球サンクラブ 卓球 月２回（日）　　　　　 午前 1602

ナツ 卓球 月4回（火）　  午前・午後 1613

マーガレット 卓球 不定期　　　　　　　　　午前 1652

ミルキー 卓球 月１回（金）　　　　午前 1660

ラブ球 卓球 月4回（金）　　　　　午前 1676

KONAN（コナン） バスケットボール 不定期 1215

磯子ミニ

バスケットボールクラブ
バスケットボール 月15回(水・木・金・日 午後 1514

スポーツ タンタンメン バスケットボール 月4回（土）　　　　　午後 1605

ブーザ―ズ バスケットボール 月4回（不定期） 1638

WB バドミントン 月１回不定期 1234

アズーリバドミントンクラブ バドミントン(ジュニア） 月15回（不定期） 1517

ケダス バドミントン 月1回（月）　　　　　午前 1553

女性バドミントンクラブ バドミントン 月4回（木）　　　　　午前 1579



シャルマン バドミントン 月2回（第1・第3水）　午前 1575

滝頭バドミントンクラブ バドミントン 月4回（土）　　　　　午前 1601

つばき バドミントン 月４回土曜日　　　　　午前 1609

バドひまわり バドミントン 月4回（木）　 午前・午後 1617

ヨコハマ　バドミントン バドミントン 不定期 1671

横浜南 バドミントン 月4回（水）　　　　　 午前 1672

屛風ヶ浦ママさんバレー バレーボール 月4回（土）　　　　　 午後 1626

横濱クラブ バレーボール 月2回（土）　         午後 1667

コスモス ダンス（社交） 月１回（金）　　　　　午前 キ154

スリーエム ダンス（社交） 月２回（木）　　　　　午後 キ413

ダンス・ニシノ ダンス（社交） 月２回（火）　　　　　 午後 キ310

ゆーの会 ダンス（社交） 月１回（金）　　　　　 午前 キ141

アディクションズ ダンス（チア） 月４回（土）　　　　不定期 1521

タップクラブ ダンス（タップ） 不定期 1603

アダジオ ダンス（ジャズ） 月4回（水）　　　　　 午前 1519

プラチナム ダンス（ジャズ） 月２回（水・日）　　　午後 1640

Hoa ダンス（フラ） 月2回（不定期） 1210

Island Mana ダンス（フラ） 月2回（第2・第4土）午後 1211

アウラニ ダンス（フラ） 月４回（木）　　　　   午後 キ300

アロハフラ ダンス（フラ） 月4回（水）　 午前・午後 1524

イリマ ダンス（フラ） 月２回（土）　　　　　 午前 1530

カウィオナーラニ ダンス（フラ） 月４回（木）　　　　　 午後 1539

カリマアロハ ダンス（フラ） 不定期　　　　　　　　　  午後 1544

グリーンローズ ダンス（フラ） 月２回（木）　　　　　 午後 キ256

ナイトフラの会 ダンス（フラ） 不定期　主に水曜日　　　午前・午後 1612

ハナミズキ ダンス（フラ） 月４回（水）　　午前・午後 1619

プアリリィ ダンス（フラ） 月３回（土）　　午前・午後 1632

ダンス



磯子センター　文科系登録サークルの紹介

ジャンル サークル名 活動内容 活動日 問合せ番号

囲碁達磨会 囲碁 毎週月曜日　　　　　午後 キ204

喜楽囲碁会 囲碁 毎週水曜日　　　　　午後 キ058

アガパンサス 女性コーラス 月4回（水）　　　　午前 1516

コールみゅう 女性コーラス 月2回（土）　　　　午前 1562

すみれコーラス 女性コーラス 月4回（木）　　　　午後 1591

ハーモニー 女性コーラス 月2回（土）　　　　午前 キ412

リアン 女性コーラス 月1回（土）　　　　午後 1678

コーロ・シレーネ 声楽 月1回（金）　　　　午後 キ418

YS　クラブ 軽音楽 不定期 1238

合奏ベルエポック 弦楽合奏 月1回（日）　　　　午前 1541

ハーバーズ ハーモニカ 月2回（木）　　　　午後 キ394

リコーダーアンサンブル・

オカムラ
リコーダー 月2回不定期　　　　午前 キ420

彩美会 水彩画 月2回（火）　　　　午前 キ352

国際工筆画会 工筆画 月3回（土）　　　　午後 1555

彩（いろどり）磯子 色鉛筆画 月2回（木）　　　　午前 キ393

磯子似顔絵クラブ 似顔絵 月2回（木）　　　　午前 キ265

火伸会 書道（毛筆） 月2回（火）　　　　午後 キ232

書友会 書道（ペン習字） 月2回（水）　　　　午前 1580

書道クラブ 書道（毛筆） 月2回（水）　　　　午後 キ395

書波会 書道（毛筆） 月2回（月）　　　　午前 キ399

墨彩書・千恵 墨彩書 月2回（火）　　　　午後 キ311

玄鳥俳句会磯子支部 俳句 月1回（水）　　　　午後 1560

すぎた梅句会 俳句 月1回（木）　　　　午前 キ403

美川会(びせんかい) 茶道（表千家） 月2回（土）　　　　午後 1621

美藤会(びとうかい） 茶道（表千家） 月2回（土）　　　　午前 キ107

茶道

囲碁

音楽

俳句

書道

絵画



陽春会(ようしゅんかい） 茶道（表千家） 月1回（金）　　　　午前 キ341

瀧晴会(りゅうせいかい） 茶道（裏千家） 月1回（木）　　　　午前 キ377

小原いけはな会 華道 月3回（金）　　　　午前 キ366

アナスタシア フラワーアレンジメント 不定期 1522

鎌倉彫萩の会Ⅱ 鎌倉彫 月2回（水）　　　　午前 キ363

木彫り同好会1組 木彫り 月2回（木）　　午前午後 キ361

木彫り同好会2組 木彫り 月2回（木）　　　　午後 キ357

木彫り同好会3組 木彫り 月2回（木）　　　　午前 キ356

木彫り同好会5組 木彫り 月3回（水）　　午前午後 キ362

紫水会(しすいかい） 木目込み 月2回（火）　　　　午後 キ009

春水会 木目込み 月2回（火）　　　　午前 キ008

新水会 木目込み 月2回（木）　　　　午前 キ294

シャドーボックスローズの会 シャドーボックス 月2回（水）　　　　午前 キ379

てん刻愛好会 篆刻 月2回（火）　　　　午後 キ275

篆刻同好会 篆刻 月3回（火）　　　　午前 キ090

エンジョイパッチワーク パッチワーク 月1回（水）　　　午前午後 キ408

アップル英会話クラブ 英会話 月3回（土）　　　　午後 1520

浜田英会話 英会話 月1回（火）　　　　午前 キ417

磯子日本語教室 日本語 月4回（木）　　　　午前 1508

厨房男子  in  磯子 男性料理 月1回（水）　　　　午前 キ387

料理さくら会 基本料理 年4回不定期　　　　午前 キ203

ひるまのおうちplus 菓子作り・読み聞かせ 不定期　　　　　　　午前 1628

水曜会 脳トレ女性麻雀 月2回（水）　　　　午前 キ353

さわ雀会 脳トレ女性麻雀 月2回（水）　　　　午後 キ354

雀々（じゃんじゃん） 脳トレ女性麻雀 月2回（火）　　　　午前 キ360

手作り製本の会 製本 月2回（木）　　　　午前 キ225

磯子百人一首サークル 百人一首 月2回（日）　　　　午前 1511

女性麻雀

文科系

その他

茶道

華道

語学

料理

手工芸



久良岐かたりべの会 郷土史研究 2か月に1回（日）　　午後 キ201

火曜古文書会 近世文書の輪読 月2回（火）　　　　午前 1543

お片づけを学ぶ会@横浜 お片づけ 月1回（木）　　　　午前 1536

磯子スマホ＆タブレット同好会 スマホ勉強会 月1回（木）　　　　午後 キ292

新婦人　磯子班 絵手紙・体操 月2回（火・金）　　午前 キ211

ヒッポファミリークラブ 多言語に触れる 月4回（土）　　　　午後 1624

着付けゆずの会 着付け 月1回（日）　　　　午前 1547

文科系

その他

mailto:お片づけを学ぶ会@横浜

