
活 動 内 容 団　　体　　名 主 な 活 動 日 入 会 の 基 準

英会話 ボンザクラブ
毎週月曜日
10：30～11：30

どなたでも 川野　直秋 092-673-3581

英会話初級 ユーカリ（初級英会話）
毎週火曜日
10：30～11：30

どなたでも 原田　俊之 092-715-1320

英会話 コアラ　Ｋｏａｌａ
毎週水曜日
10：15～11：15

どなたでも 川神　巖 090-4171-4825

英会話 エンジェルス
毎週木曜日
10：15～11：15

どなたでも 山本　芳江 090-8625-0913

スペイン語学習を通して
ラテン文化にふれる スペイン語研修会

毎週水曜日
19：00～21：00

多少英会話が
できる方

松田　準平 092-851-0842

ラテン文化情報交換
スペイン語 ラテン文化クラブ

毎週土曜日
18：00～20：00

どなたでも 上
ウエ

間
マ

　洋 090-8627-9334

フランス語（会話・文法） フランス語中級
月2回　金曜日
15：00～16：10

どなたでも 小路
ショウジ

　洋一 090-7387-3674

中国語 朋友の会
ポンヨウ 第２・第４火曜日

18：00～19：30
どなたでも 久保　正弘 090-3410-7949

中国語会話 中国語 福博故事
毎週金曜日
18：00～21：00

上級以上 吉田　育弘 090-5478-8662

韓国語 韓国語講座エメラルド
毎週水曜日
10：00～12：00

どなたでも 鎌田
カマタ

　久
ヒサ

朗
ヨシ

080-5285-3731

英語週刊誌
「TIME」の講読

ＴＩＭＥ ２１
毎週土曜日
18：00～21：00

どなたでも
出来れば英検二級以上

西村　康彦 080-6456-4109

古文書の解読 赤坂古文書会
第２・第４火曜日
10：00～12：00

どなたでも 加藤　久嘉 080-1704-9278

(幕末黒田藩）の
古文書の解読

舞鶴古文書会
第２・第４火曜日
14：00～16：00

どなたでも 古川　晃 092-725-0095

古文書（幕末黒田藩）の
解読・翻刻 筑前黒田家文書を讀む會

月２回　日曜日
13：00～16：00

どなたでも 副島　安昭 092-720-9333

貴賓館の館内案内
ボランティア

貴賓館ボランティア 毎日　10：00～16：00 どなたでも 徳冨　信頼 080-2773-7702

歴史学習会 福岡ガイドシニアクラブ
月1回木曜日
13：00～15：00

どなたでも 髙橋　和昭 090-6427-8641

孔子孟子の教えを学ぶ 東洋の心を学ぶ会 土曜日 どなたでも 奈田　明憲　 092-944-1743

俳句（互選による句会） あすなろ句会
第２月曜日
13：00～16：00

どなたでも 村坂　澄子 090-5284-9165

俳句 福岡潮俳句会
第４日曜日
14：00～17：00

どなたでも 松永　瑞穂 092-732-5305

俳句 西高句会
第２ または 第３土曜日
14：30～16：00

どなたでも 於保　裕子 090-3010-6549

俳句 泉句会
第2・第４金曜日
13：30～15：30

どなたでも 永江　和子 092-406-2313

俳句 福岡現代俳句の集い
第１日曜日
13：00～17：00

どなたでも 松岡　耕作 092-861-7575

短歌、五行歌 福岡市「五行歌」歌人会 申し出制 どなたでも 六月朔日
ワタヌキコウ

　光 090-9402-5578

華道（新池坊） 福岡地区あじさい会
月２回　金曜日
13：00～17：00

どなたでも 山田　紫津 090-9077-0545

フラワーアレンジメント
プリザーブドフラワー

フラワーサークル　ブルームーン 毎週火曜日 どなたでも 那川　陽子 090-7164-8539

フラワーアレンジメント
（生花・プリザーブドフラワー） フラワーサークル　ブーケ 

毎週金曜日
13：00～

どなたでも 辻　　ふみえ 090-6635-4678

フラワーアレンジメント
いけばな プリザーブドフラワー モダンフラワーアート

月２回程度（木曜日）
18:00～21:00

どなたでも 廣田　秀子 080-5254-2092

パンフラワー いちごクラブ
月２回 水曜日（変更あり）
13：30～16：30

どなたでも 高柳　富子 092-607-2336

手編み 編み物サークル 月2回　13：30～16：30 どなたでも 中村　英子
ヒデコ

090-3177-0165

植物観察を通して
自然に親しむ

福岡植物友の会
第３日曜日
9：30～15：00

どなたでも 佃
ツクダ

　昇  092-662-2983

貝類の情報交換 福岡貝類同好会 第４日曜日 どなたでも 石橋　猛 090-4580-8337
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書道 清香会 第１・第３　木曜日 どなたでも
みずはや

水早　利子
090-8916-0840

かな書道・実用書（他） 恵和会
月２回　月曜日
9：00～12：00

どなたでも
（高校生以上）

橋本　三枝子
092-831-4477
090-5477-5123

かな書道・実用書道 かな書道
月曜日（月３回）
10：00～12：00

どなたでも 内藤　明子 092-801-6840

ペン習字 ペン習字の会
月3回　土曜日　不定期
9：00～12：00

どなたでも
(定員で締切)

津田　醇子 092-863-0788

司会ボランティア イベントパートナー・シャルル
第２木曜日
13：00～17：00

元気な方 友岡　邦彦 080-4279-6549

朗読 名詩・名文を声に出して読む会
第２・第３土曜日
10：00～12：00

どなたでも 中野　真澄 092-581-2948

ユニバーサルデザイン歌劇
（日本語） オペラプラザ福岡 月曜日　19：00～21：00 どなたでも 原田　恭子 090-5294-7931

ヴォイストレーニング
合唱 アルジュ 第２・第４金曜日 どなたでも 板井　京子 090-1348-7130

女声コーラス アンサンブルシューフルール 第１・第３火曜日 どなたでも 谷川　みち子 090-2078-2703

混声合唱 福岡シンフォニック合唱団 毎週土曜日（夜） どなたでも 林　　智子 090-2964-3139

混声合唱 合唱団福岡あらぐさ
第３日曜日13：30～16：00
第1･2土曜日18：00～21：00

どなたでも 糸山　悦子 090-1925-3658

女声二部合唱 うたう会オリーブ
月1回　土曜日又は日曜日
10：00～12：00

年齢を問わず
どなたでも歓迎

大島　玲子  092-551-7784

音楽レクレーション
楽器演奏、童謡唱歌 音楽レク　レインボー 月曜日

できれば楽器の
できる方

原田　嘉昭 092-526-8601

手話ダンスの練習 手話ダンス・ハートフル
第２・第４木曜日
10：00～12：00

どなたでも 鵜池
ウイケ

　敦子 090-5923-1692

お手玉 お手玉グループごきげんよう 第４水曜日（昼） どなたでも 井上　和子 092-832-9350

手品、紙芝居、
歌謡体操、童謡唱歌 夢エンタークラブ

第２・３・４火曜日
13：00～17：00

どなたでも 大武　晃
090-8763-9784
092-566-4007

紙芝居の演示 ルルル・紙芝居の会
定例会　毎月第２木曜日
13：00～17：00

例会に出席する
ボランティア活動ができる 小畑　敏助

080-2726-2546
092-821-7823(Fax)

人形劇、紙芝居 人形劇団ピンコピン
第２・第４水曜日
１３：30～

どなたでも 古賀　興三 092-883-1933

博多大道芸・玉簾など
ボランティア活動 笑倍道一座

第３・４木又は金曜日
18：00～20：00

健康な方どなたでも 渡邉　賢明 080-1726-4225

写真　撮影技術の向上 福岡銀陽会 第３火曜日　18:00～ どなたでも 真鍋　和久 090-4480-0885

写真　愛好会 写真サークル　昴
毎月1回 主に第2水曜日
13：00～16：00

特になし 斉藤
サイトウ

　英章
ヒデアキ

092-751-5277

ビデオの撮影と編集方法 福岡ビデオクラブ 第３土曜日 どなたでも 大山　茂人 090-8355-4250

ヨガ ゆっくりヨガサークル 毎週土曜日 10:00～12:00 どなたでも 峰　　弘美 080-5282-1934

登山 福岡アゼリア山の会 不定期 どなたでも 高田　浩正 090-7879-6944

登山、集会 福岡想山会
例会：毎月１回
18:00～21:00

どなたでも 石田　良一 090-3733-7224

登山、集会＆ミーティング 福岡山の会 第1水曜日　19：00～ どなたでも 西山　佳久 090-7262-9680

登山 福岡すばる山の会
第３火曜日夜に例会
18：30～21：00

65歳以下の
健康な方

野中　栄子 092-541-8435

登山 福岡ふるさと山の会
月4回ほど登山
（毎月１週目午後に例会）

70歳までの
健康な方

井上　喜久子 090-3076-2238

登山（山行について） しんつくし山岳会
（不定期）
18：30～21：00

どなたでも 王丸　才恵子 092-776-9818

登山 ピナクル山の会
第３水曜日　例会
19：00～21：00

４５歳未満
社会人

高橋　孝太郎 080-5272-9876

子どもたちとキャンプ・野外活動
を通じて体験学習を支援 ハートエデュケーション

月２～３回　火曜日
19：00～21：00

どなたでも 龍　　孝志 090-5299-0693

✿ サークルの詳細は、団体の問合せ先へ、直接お問い合わせください。

（令和 5年 1月現在）
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✿ このサークル一覧表は、中央市民センターを利用されている団体の中で

    承諾を得た団体のみ掲載しております。

福岡市立中央市民センター
〒810-0042 福岡市中央区赤坂2丁目5番8号

Tel 092-714-5521 Fax   092-714-5502

【指定管理者 株式会社 シンコー】


