
分野 No. 内容 正式名称 活動週 曜 活動時間

音楽 1 カラオケ 連合カラオケ 第1・3・5週 木 9:40-11:30

2 大正琴 さくら 第1～4週 水 13:30-16:00

3 大正琴 大正琴ロマン会 第1～4週 金 9:30-11:00

4 童謡 童謡グループどじょっこ 第2・4週 水 13:30-15:00

美術 5 墨彩画 葦の会（水墨画） 第1・3週 金 13:00-15:00

6 陶芸 神拝陶芸サークル 全週 月 9:00-16:50

7 トールペイント ママペイント 第1週 水 9:30-12:30

8 表装 表装クラブ 第1・3週 火 9:00-12:50

語学 9 中国語 中国語学習会 全週 土 10:00-12:00

10 日本語 西条日本語勉強会 全週 日 10:00-12:00

文化 11 生け花 生け花サークル 第4週 木 13:00-15:00

12 着付け よそおい 全週 水 13:30-15:30

13 茶道 知足会 第1～4週 水 13:00-17:00

14 詩吟 燧嶺会神拝支部 第1～4週 金 19:00-21:00

15 詩吟 清吟堂吟友会西条支部 第1～3週 水 10:10-11:50

16 詩吟 清吟堂吟友会西条ブロック遊友支部 第1～4週 月 9:30-11:30

17 書道 あらたま 第1･2･４週 金 13:30-15:00

18 書道 みなもと 第1･2･４週 木 10:00-11:30

19 書道 西条市伝統文化を継承する会 サークルカレンダー 日 14:00-16:00

20 川柳 川柳サークル神拝 第4週 日 13:00-14:50

21 日舞 日本舞踊　緋藤会 第1～4週 日 10:00-12:00

趣味 22 手芸 花かご 第1・3週 火 13:30-15:00

23 手芸 むつみ会 第４週 土 13:30-15:30

体育 24 囲碁ﾎﾞｰﾙ 囲碁ボールクラブ 第1･3･5週 水 10:00-11:00

25 囲碁ﾎﾞｰﾙ 神友会囲碁ボール 全週 木 12:30-14:20

26 器械体操 子ども体操クラブ 全週 木 16:00-18:00

27 健康体操 ザ・リラックス体操水曜会 第1～4週 水 19:30-21:00

28 健康体操 ザ・リラックス体操金曜会 第1～４週 金 19:30-21:00

29 健康体操 ザ・リラックス体操土曜会 第1～４週 土 10:00-11:30

30 健康体操 はつらつ健康体操 全週 木 9:10-10:40

31 健康体操 一般社団法人生命の貯蓄体操普及会西条連絡所 全週 火 13:30-15:00

32 百歳体操 いきいき体操 全週 木 14:00-15:15

33 百歳体操 かがやき体操 第1・3・4・5週 火 9:30-11:00

34 拳法 少林寺拳法協会 全週 火 19:20-21:00

35 新体操 新体操 全週 火 15:45-19:00

36 新体操 RGディラ 全週 土 12:45-19:45

37 太極拳 どんぐり会 全週
火
金

9:30-11:45
13:30-15:45

38 太極拳 太極拳サークル 全週 水 金 10:00-11:20

39 卓球 神拝卓球A 全週 月 13:00-16:00

40 卓球 神拝卓球クラブB 全週 月 19:00-21:00

41 卓球 さわやか卓球 全週 水 13:00-15:50

42 卓球 なかよし卓球 全週 金 13:00-15:50

43 バレエ 西条子供バレエサークル 全週 日 12:00-21:20

44 ダンス 西条フォークダンスサークル　カドリール 全週 火 9:50-11:50

45 ダンス 西条フォークダンスサークル　マリエッタ 全週 金 9:50-11:50

46 輪投げ 神友会輪投げサークル 全週 火 13:30-14:45

その他 47 福祉 神拝つくしサロン 第1週 金 13:30-15:00

団体 48 健康 西条市食生活改善推進協議会西条ブロック神拝支部A 第2週 金 9:45-12:15

49 健康 西条市食生活改善推進協議会西条ブロック神拝支部Ｃ 第2週 水 9:00-13:00

50 学校開放 学校開放運営委員会 毎月25日 19:00-20:00

51 社会福祉協議会 社協神拝支部 不定期 不

52 婦人会 神拝婦人会 不定期 不

53 ボーイスカウト ビーバー隊 不定期 不

54 民生児童委員 神拝校区民生児童委員会 8日 19:00-20:00

55 連合自治会 神拝校区連合自治会 不定期 不

56 老人会 神拝高齢者クラブ 7日・10日 10:00-12:00

57 健全育成 神拝地区青少年健全育成協議会 不定期 不

58 人権 神拝地区人権教育をすすめる会 不定期 不

59 防犯 防犯協会神拝支部 25日 14:00-15:00
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