
令和4年9月26日現在

1 コーラス 熊谷少年少女合唱団 小学部月3回土曜日　10時から・フィオーレ月2回日曜日　夜間

2 コーラス 熊谷しいのみコーラス 月4回土曜日　9時30分から
3 コーラス Voce del cuore 毎週火・金曜日　19時30分から
4 コーラス ベーレンタール男声合唱団 毎週金曜日　19時30分から
5 コーラス ゼンガークライス 毎週水曜日　19時から
6 コーラス コールフロイデ 第2・4日曜日　9時30分から
7 コーラス ラ・フォンターナ 月4回月・金曜日（2回づつ）19時から
8 コーラス コーロ・フェリーチェ 月4から5回　10時から　
9 コーラス 忘れな草 第1・3・5金曜日　10時から

10 コーラス
ピースふぁいぶるクラブコーラス
うたごえ

第3・4木曜日　13時から
11 コーラス おひさまコーラス 第1・3金曜日　14時から
12 コーラス 合唱団　こだまでしょうか 第2木曜日　9時30分から
13 コーラス サークル　楽しく歌おう 第3火曜日　13時30分から
14 コーラス うたごえ喫茶・いきいき 第4水曜日　13時から
15 コーラス コール・ジューン～ジュライ 第3木曜日　9時30分から
16 コーラス ラララの会 第4火曜日　10時から
17 シャンソン 「唄おうシャンソン」の会 第2火曜日　10時から
18 ボイストレーニング ボイトレ・淳 第3水曜日　14時から
19 コーラス 混声合唱団「さくら・さくら」 月3回第2・3・4月曜日　13時から

20 楽器 熊谷ギターアンサンブル 第1・4日曜日　13時30分から
21 楽器 熊谷吹奏楽団 毎週土曜日　18時から
22 楽器 熊谷ウインドアンサンブル 毎週日曜日　13時から
23 楽器 熊谷市三曲協会 不定期
24 楽器 熊谷陣屋太鼓保存会 月4回　木曜日　18時30分から
25 楽器 熊谷中央ハーモニカクラブ 第2・4月曜日　13時30分から
26 楽器 マハロウクレレクラブ 第2・4土曜日　14時から
27 楽器 サウンドペーパーズジャズオーケストラ第1・2・3日曜日　18時30分から
28 楽器 さくらんぼマンドリンアンサンブル 月4回から5回日曜日　13時から
29 楽器 オカリーナ08 第1・3水曜日　9時45分から
30 楽器 なでしこ太鼓 第2・4金曜日　19時から
31 楽器 オカリーナ直実 第2・4木曜日　9時30分から
32 楽器 オカリナサークル「コンドル」 月2回水曜日　午後

33 詩吟 詩吟一宿流包容崖石会 月3回火曜日　13時から
34 民謡 熊谷声友会 第2日曜日　13時30分から
35 民謡・民舞 熊谷市民謡民舞連合会 不定期
36 詩吟 熊谷市吟詠連盟 不定期　18時から
37 小唄 『熊谷小唄』保存伝承者育成会 第2・4土曜日　13時から

38 絵画 朱麦会 年10回位　
39 絵画 熊谷水彩クラブ 第2・4金曜日　13時から
40 水墨画 墨友会 年3から4回
41 パステル画 パステル画クラブ月曜会 第1・4月曜日　9時30分から
42 色鉛筆画 色鉛筆画 第1・3火曜日　10時から
43 絵画 熊画会 第2・4土曜日　9時から
44 鉛筆デッサン 水曜デッサン会 第1・3水曜日　13時30分から
45 水墨画 中央水墨画会 第1・3・5水曜日　13時から
46 色鉛筆画 色鉛筆金曜会 第2・4金曜日　13時30分から

47 ビデオ製作 シネ・ビデオ・サークル熊谷 第1・3火曜日　9時から
48 写真 全日写連熊谷支部 第4土曜日　18時30分から
49 写真 キヤノンフォトクラブ熊谷 第2土曜日　11時から
50 写真 写真クラブあすなろ 第2土曜日　9時から
51 写真 熊谷写真倶楽部 第2水曜日　18時から
52 写真 お気楽漫遊写真倶楽部 年8回
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53 書道 洸風会 随時
54 書道 東原書道会 2ヶ月に1回　13時からまたは18時から
55 書道 熊谷市書人連盟 不定期
56 かな書道 直実市民大学かな書道クラブ 第1・3金曜日　13時15分から
57 かな書道 かな書道「萩の会」 第1・3水曜日　9時30分から
58 隷書 中央祥隷会 第2・4水曜日　9時から
59 書道 直実20クラブ 月2回土曜日　9時30分から
60 書道 直実30書道クラブ 第1・3木曜日　9時30分から
61 書道 むさしの書道クラブ 第2・4月曜日　14時から
62 書道 直実書友会 第1・3月曜日　9時30分から
63 書道 さくら書遊会 第1・3月曜日　13時30分から

64 アートフラワー アネモネ 第3金曜日　10時から
65 アートフラワー スイトピー 第2日曜日　10時から
66 草木染 草木染・紅花 第4火曜日　13時から
67 絵手紙 絵手紙クラブ直実 第4水曜日　9時30分から
68 絵手紙 なかよし絵手紙サークル 第4火曜日　9時30分から
69 絵手紙 絵手紙はづきの会 第4金曜日　13時から
70 絵手紙 絵手紙セブン 第2水曜日　19時から
71 ブリオンフラワー ブリオン友の会 第2・4火曜日　13時30分から
72 切り絵 切り絵の会「ひまわり」 第4火曜日　10時から

73 陶芸 熊陶会 第2金曜13時から・第3・4水曜18時から

74 陶芸 陶遊会 第2・3回水曜日　 9時から
75 陶芸 土楽焼倶楽部 第2・4木曜日　9時から
76 陶芸 陶仲会 第1・3金曜日　9時30分から
77 陶芸 陶究会 第2・4月曜日　19時から

78 料理 彩火料理クラブ 第3火曜日　9時から
79 料理 多雅の会 第1水曜日　9時30分から
80 料理 野菜美人教室サークル 2ヶ月に1回第1火曜日　9時30分から
81 料理 薬膳料理サークル 第1月曜日　9時30分から

82 俳句 熊谷市俳句連盟 年6から7回
83 短歌 火曜短歌会 第2火曜日　9時30分から
84 川柳 熊谷市川柳協会 第1水曜日　13時から
85 短歌 熊谷短歌会 月1回26日　14時から
86 俳句 俳句　星風 第4木曜日　13時30分から　
87 俳句 野菊の会 第3木曜日　13時30分から
88 短歌 群青短歌会 第4金曜日　9時から
89 短歌 はにほへ短歌会 第1金曜日　13時30分から
90 短歌 むさしの短歌会 隔月第3木曜日　13時30分から

　
91 囲碁 中央公民館囲碁クラブ 毎週日曜日10時から　土曜日13時から
92 囲碁 女性囲碁クラブ 毎週火曜日　10時から
93 囲碁 囲碁クラブ｢熊谷烏鷺の会」 毎週月曜日　9時から
94 将棋 熊谷将棋クラブ 月2から4回日曜日(土曜日子ども教室）9時30分から

95 囲碁 日本棋院　熊谷支部 毎週日曜日　10時から
96 囲碁 箱田囲碁クラブ 月4から5回　10時から17時

97 断酒会 熊谷断酒会 水曜日 18時00分から）

98 自然植物の観察 熊谷山草会 第3日曜日13時30分から
99 史跡探訪 熊谷市郷土文化会 月3から5回　

100 環境保全
熊谷の環境を考える
連絡協議会

随時

101 登山・ハイキング 熊谷山旅会 第2火曜日　20時から
102 登山 熊谷トレッキング同人 月1回　第2土曜日　15時30分から
103 アマチュア無線 アマチュア無線熊谷クラブ 最終土曜日　19時から
104 昔話の読み聞かせ おはなしの会「虹」 第2・4木曜日　9時30分から
105 いけばな 熊谷花道協会 第1火曜日　10時から
106 いけばな 熊谷いけばな教授会 2ヶ月に1回　第4月曜日10時から
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107 市民歌舞伎 熊谷歌舞伎の会 月2回　13時から　（原則土・日）
108 会議 桜ファンクラブ 月1回　19時から
109 昔話民話創作 河童の会 第1・3日曜日　9時30分から
110 祭囃子 仲睦会 第2日曜日　19時から
111 俳句と写真 松の会 3ヶ月に1回
112 会議 熊谷市ろう者協会 水曜日　19時から
113 祭囃子 熊谷山車屋台祭研究会 土曜日　18時から
114 演劇 劇団　ダウト 月4回　　不定期（主に水曜日）18時30分から

115 茶道 さくらの会 第2・3水曜日　13時から
116 登山 壁稜山岳会 月1回第1木曜日　19時から
117 英文学 英文クラブ 第2土曜日　9時30分から
118 健康麻雀 健康麻雀サザン 毎週金曜日　13時から
119 論文輪読 論文輪読サークル 第2火曜日　19時30分から
120 詩創作 熊谷詩人会 年4回　第1土曜日　9時30分から

121 ガイドボランティア
熊谷観光ボランティアガイドの会
くまがい探偵団

第2・4火曜日　13時30分から

122 中国語 中国語教室 月4回金曜日　19時10分から・月4回火曜日　18時から

123 エッセイ 熊谷エッセイクラブ 年2回から3回
124 家族の会 認知症とあゆむ熊谷家族の会 月1回　第3水曜日　10時から

125 ヨガ ヨガ同好会 毎週火曜日　13時30分から
126 自彊術 自彊術けやき会 第1・2・3・4金曜日　13時30分から
127 自彊術 自彊術すぎな会 第1・2・3・4金曜日　10時から
128 太極拳 熊谷太極拳同好会 毎週月曜日　9時から
129 健康体操 一会（はじめかい） 月4回金曜日　9時30分から
130 ヨガ 熊谷ヨーガ学習会 第1・2・3火曜日　10時から
131 吹き矢 スポーツウエルネス吹矢熊谷中央支部 第1・3・4月曜日　9時から又は13時から
132 健康体操3B ひまわり 月4回金曜日　13時から

133
ノルディック
ウオーク

さくら･中央ノルディッククラブ 第1・3水曜日　9時30分から

134 自彊術 ハッピー自彊術 第1・2・3・4月曜日　13時30分から
135 自彊術 スマイル自彊術 第1・2・3・4月曜日　10時から

136
ノルディック
ウオーク

さくら中央ドングリクラブ
毎週月・火曜日　9時30分から　さくら運動公園
など

137 吹き矢 ＳＦＨ30 第2・3・4木曜日　9時から
138 骨盤ケア 骨盤ケアｃｏｃｏクラブ 第1水曜日　13時30分から
139 椅子を使った健康体操 チェアー60 第1・3金曜日　10じから

140 舞踊 民踊　つくし会 月4回　火曜日　13時30分から
141 ソシアルダンス クラウンダンス会 月4回火曜日　18時30分から
142 社交ダンス 熊谷グリーンダンスクラブ 第1・2・3水曜日　13時から
143 ダンス 熊谷せせらぎダンス会 月4回木曜日　13時から
144 フォークダンス F・Dアイビー会 第1・3火曜日　13時30分から　第2・4金曜日　9時30分から

145 ダンス 熊谷スクエアダンスクラブ 月4回金曜日　13時から　第2・4火曜日　午前中

146 社交ダンス ラビットダンス愛好会 月4回月曜日　13時から
147 社交ダンス アカシア社交ダンスクラブ 月4回水曜日　13時から
148 フラダンス フラ・ガーデニア中央 第2・3・4木曜日　13時から
149 ダンス あついぞ熊谷スクエアーズ 毎週金曜日　18時から
150 社交ダンス フェニックス 月4回土曜日　9時30分から
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