
　　　　　　　◎入会希望、サークルの詳細を知りたい場合は、各サークルの連絡先へお問合せください。
　　　　　　　◎連絡先の明記されていないサークルは、文化会館窓口へおたずねください。
　　　　　　　◎備考欄に特記がある以外は、しるべっと(文化会館)が活動場所です。 平成２７年６月２５日現在

活動内容 サ  ー  ク  ル  名 曜日 時    間 連 絡 先 電  話 備      考

陶　芸 中標津町陶芸サークル連絡協議会 前田　肇 73-4531

絵　画 WATER COLORS(ウォーターカラーズ) 火
13:00～16:00
19:00～22:00

渡辺　きみこ 73-2652

押し花 柳川押し花サークル 花風間(はなふうかん) 火・木
13:00～15:30
18:30～20:30

北村　秀子 72-9134

ちぎり絵 ちぎり絵香彩会 木 9:00～12:00 西村　英津子 72-2671

和紙絵 和紙絵サークル 火 9:00～12:00

ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ ステンドグラスサークル　オーチャードグラス 第2・4木 13:30～15:30 佐藤　ゆみ 73-3312

コンテアート コンテアート知床 第2・4火 19:00～21:00 重松　秀光 72-2603

パッチワーク茜の会 木 9:30～15:00 伊藤　節子 72-1465

絵手紙 中標津絵手紙サークル「夢の会」 第１日曜 13:00～15:00 小野寺　学 72-4259

エコクラフト クラフトバンド教室 みっくすべりー 火 10:00～12:00 飯島　満理子 72-2458

氷　像 中標津氷像協会

中標津合唱祭実行委員会

合唱団ＮＢＳ 水 19:00～21:30 佐藤　登喜子 72-5516 携帯 090-4870-6707

楡(にれ)の木コーラス 木 9:00～12:00 中本　貞子 72-2921

中標津女声コール(じょせいこーる) 火 10:00～12:00 石崎　悦子 72-4325

PIACERE(ピアチェーレ) 木 10:30～12:00 伊藤　直子 79-4842

北根室鍵盤楽器協会(ＫＢＡ) 不定期 10:30～12:00 豊田　好子 携帯 090-8904-4918

中標津音楽センター 月～土 　10:00～21:30 関谷　彰人 72-3158

佐々木ピアノ教室父母の会 木 16:00～19:00 佐々木　千枝 携帯 090-1382-6929

吹奏楽 中標津町吹奏楽団 水・金 20:00～22:00 菅原　亮 携帯 090-4576-5081

ハーモニカ 中標津ハーモニカ同好会 第1・3木 13:00～16:00

オカリナ 中標津オカリナサークル 最終金 19:00～20:00 白田　寿美江 74-2154 携帯 090-2054-2154

音楽招聘 音楽倶楽部 小室　敏文 73-3417

唄と三弦の会 第2・4火曜 13:00～16:00 畑中　久子 73-4616

中標津民謡会 月 18:00～21:00 土井上　孝銘 74-2211

片桐ルミ子追分会 火 13:00～17:00 島崎　裕 75-2176 携帯 090-5989-3426

三味線民謡和周会 第2・4水曜 18:30～21:30

和太鼓 八労会和太鼓部鼓動知床流宗家中標津知床太鼓 火・木 19:00～22:00 大塚　基喜 携帯 080-1882-5849

琴名流大正琴中標津琴藤会 火 9:00～12:00 高橋　千津子 82-2514

琴名流大正琴中標津琴清会 木 9:00～12:00 清水　幸子 72-2822

和　琴 生田流一千会北海道支部 日～土 9:00～20:00 津田 泰子
ひ ろ こ

72-8445 自宅

英会話 ＳＥＣ（ｼｪｲｸｽﾋﾟｱｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｸﾗﾌﾞ） 水 20:00～21:00 渡邊　美穂 携帯 090-2059-6595

ロシア語 ロシア語会話サークル 第1・3水曜 19:30～22:00 鈴木　三義 73-2182 携帯 090-6262-5457

原始林中標津支社（短歌） 不定期 13:00～15:00 渡辺　民江 72-9672

自分史を学ぶ友の会 最終土 9:00～12:00 佐藤　房夫 72-3872

中標津社交ダンス シルエット 木 19:00～22：00 伊藤　栄次 72-4211

社交ダンスサークル　さつき会 火 10:00～12：00 西山　兼太郎 0153-86-2358

ホームヨーガあおの会 金 13:00～14:30 浜名　沙央里 携帯 090-7643-3526

アベンチュリン・ヨガの会 火・水・金 10:00～11:30 西澤　直子 携帯 090-9528-9705

ヨギーニクラブ～feel～ 木 安達　早穂理 携帯　090-7517-1758

エアロビクスサークル　リバーソン 川村　恭子 72-7558 携帯　090-5987-1008

エアロ５０ 金 13:00～14:00 小林　一美 79-5070 体育館
エアロビクス

社交ダンス

民　謡

連絡先は文化会館へお尋ね下さい。

大正琴

ヨーガ

ピアノ

主にジャズを招聘します。

文　芸

合　唱

２月～３月に合唱祭開催

連絡先は文化会館へお尋ね下さい。

連絡先は文化会館へお尋ね下さい。

連絡先は文化会館へお尋ね下さい。

連絡先は文化会館へお尋ね下さい。

し る べ っ と サ ー ク ル 情 報
 現在、会員を募集しているサークルをご紹介します

直接お問合せ下さい。

手　芸



活動内容 サ  ー  ク  ル  名 曜日 時    間 連 絡 先 電  話 備      考

ＪＡＺＺ.ＤＡＮＣＥ ＲＩＯ(ｼﾞｬｽﾞﾀﾞﾝｽ ﾘｵ) 火・木・土
(火)19:00～20:20
(木)18:30～19:50
(土)  9:00～10:15
　　 10:30～11:45

小林　知里 携帯　090-2052-7366

ジャズダンスサークル中標津 金 19:０0～22:00 越智　准子 携帯　090-3772-1362

ダンススクール　インフィニティ 金・土 18:０0～21:00 手塚　綾香 携帯　090-1302-6389

チームＬＤＨ 水・木
19:00～22:00
14:30～17:00

新谷　利香 携帯　080-4501-3947

ヒップホップキッズ 水 15:30～18:30

バトントワリング中標津バトントワリングスタジオ 水・金 15:30～17:00 斉藤　美智恵 携帯　090-5980-1973

恭子バレエスタジオ　スワンの会 火・土
16:00～19:00
11:00～16:00

高橋　敬子 72-0002

なかしべつバレエサークル 土・日・祝 12:00～17:00

中標津バレエ研究所 火・水 15:30～20:00 小笠原　真弓 704197

中標津フォークダンスサークル 木 9:00～12:00 原田　明美 73-4386

フォークダンスサークル「すみれの会」 月・水 9:00～12:00

ピース 金 9:00～12:00 成田　なをみ 72-2815

ＦＤＣ「スマイル１３」 日 19:00～22:00 冨樫　敏子 72-6060

ウエスタン
ダンス 中標津カントリーウエスタンダンスクラブ 水・土 14:00～16:00 白田　寿美江 74-2154 携帯　090-2054-2154

フラダンス ハワイアンフラライフ プアマナ 木 13:30～15:30

YOSAKOI
ソーラン

YOSAKOIソーラン奴樽蔵 木 谷向　美智子 携帯　090-6696-3001

中標津民謡手踊敬菊会 木 13:00～16:00 佐々木　敬子 携帯　090-9085-3593

聖月流日本吟剣詩舞道会中標津支部月成会 水 12:00～15:00

神刀無念凱山流吟剣詩舞北海道支部
(しんとうむねんがいざんりゅうぎんけんしぶ)

津田　繁樹 72-8445 青葉台教場

雨城(うじょう)書道同好会 第２日曜 9:00～15:00 栗沢　径
けい

水
すい

73-3730

中標津書道会 水 19:00～21:00 宮脇　田鶴子 73-4325

滴翠書道会 月・火
13:00～15:00
19:00～21:00

小梨　滴翠 73-5603

華道・茶道 茶道宗徧流正伝庵道東中標津支部 金・土 13:30～20:00 濱田　宗澄 72-2395

華道家元池坊佐藤社中　翠芳会 金･土 13:00～19:00 佐藤　妙子 72-3503

華道未生流中山文甫会 火 17:30～20:00 三浦　恵美子 72-6008

華道未生会根室支部 小崎　トミヱ 72-1115
詳細は連絡先へ
お問い合わせ下さい。

茶道表千家佐藤社中　翠芳会 土・日・月 13:00～20:00 佐藤　妙子 72-3503

裏千家なごみ会 金 10:00～19:30 宮脇　田鶴子 73-4325

詩　吟 （公社）日本詩吟学院東北海道岳風会中標津支部 火・水・金 富岡　多喜子 72-8335

カラオケ オホーツク歌練会 木 19:00～22:00 神内　朝子 82-3936 携帯 090-7510-2617

着付け 北専和裁着付専門教室 10：00～15:00 小林　せい子 携帯 080-6088-0730

中標津手打ちそば同好会 最終土 12:30～15:30 服部　峰雄 73-4258

中標津手打ちそば　ささ藪学校 土･日 不定期 長渕　豊 73-1145 携帯 080-6092-4369

囲　碁 囲碁サークル碁楽会 木 9:00～16:00 星　雄治郎

将　棋 日本将棋連盟中標津支部 土 9:00～11：00 齋藤　重貴 72-2568

料　理 お菓子のおうち 日 9:00～14:00

麻　雀 健康麻雀サークル夢倶楽部 木・金・日
10:00～17:00

(日)12:00～17:00
村上 節子　 72-8645 携帯 090-3352-7172

朗　読 えくすぷりーど 不定期 高橋　敬子 72-0002

マジック 中標津ニコニコマジッククラブ 不定期 18:30～21:00 山西　幸三 72-5000

写　真 E-PHOTO　CLUB　（イーフォトクラブ） 第２水曜日 19:00～21:00 佐々木　優 携帯　090-3393-9894

読　書 読書サークル中標津 第4日曜日 13:30～16:30 石井　義道 携帯　090-7517-0407

連絡先は文化会館窓口へお尋ね下さい。

ヒップホップ

連絡先は文化会館窓口へお尋ね下さい。

発行責任：(一財)中標津町文化スポーツ振興財団 問合せ先：文化会館　☎０１５３－７３－１１３１

華　道

茶　道

090-9519-3723

書　道

そば打ち

ジャズダンス

連絡先は文化会館窓口へお尋ね下さい。

邦舞

バレエ

フォーク
ダンス

連絡先は文化会館窓口へお尋ね下さい。

連絡先は文化会館窓口へお尋ね下さい。

連絡先は文化会館窓口へお尋ね下さい。


