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サークル名 活動内容 活動曜日 活動週 活動時間

ユニゾンカウンセラー協会
滋賀地域

カウンセラー育成と心の調和のとれた人格形成を
目指し社会教育の推進、子供の健全育成

土曜 ２ 10:00～16:50

新日本婦人の会　大津支部
平和や安全な食、子育て、女性の地位向上、くら
し、環境等の分野で学習と活動

不定期 不定期 不定期

おおつ見聞を広める会 近畿圏の企業・施設等を訪問し見聞を広める 水曜 １ 10:00～12:00

アムネスティ日本
大津坂本グループ

人権啓発、擁護活動 不定期 月２回 13:00～16:50

ホスの会
日本人ボランティアから年金、健康、文化等を学
ぶ　対象：在日コリアン高齢者、韓国留学生

不定期 不定期 不定期

人間発達研究所 人間の発達（主に子ども）に関わる学習・研究 不定期 不定期 不定期

滋賀県レイカディア大学同窓会
大津支部

教養の向上、地域社会、母校の発展
対象：滋賀県レイカディア大学卒業生

不定期 月２～３回 9:30～12:30

さざなみ短歌会 短歌を持ち寄って歌会 水曜 １，３ 13:00～15:00

膳所石鹿句会 俳句勉強会、「俳壇花藻社」膳所支部 土曜 ４ 13:00～16:00

滋賀作家クラブ 文学（小説、随筆等）の創作 土曜 １ 13:30～16:30

万葉集を読む会 万葉集の学習、解説 水曜 ２，４ 13:30～15:00

朗読ひだまりの会 朗読の練習 水曜 １，３ 13:30～

ひまわり句会
現代俳句の鑑賞と実作
初級、中級程度

木曜 ３ 13:00～16:00

沙羅の会 絵手紙 木曜 ３ 13:00～16:00

絵手紙さくら会 絵手紙 火曜 １，３ 13:00～15:00

唐橋焼陶芸同好会 創作陶芸 水曜 ２，４ 10:00～12:00

湖友フォトクラブ 写真撮影会、作品評価 木曜 月１回 13:00～16:00

ニッコールクラブびわ湖支部 ニコンカメラ愛好者の写真クラブ 土曜
２

（２ヶ月毎）
13:00～16:50

墨志会
硬筆・毛筆
「書朋」のテキスト使用

水曜 １，２，４ 9:00～16:50

楽しみながら学ぶ毛筆講座 書道（実用書から小さな作品づくりを学ぶ） 火曜 ２ 13:00～15:20

ペンの会 ペン字の学習 金曜 １，３，４ 13:00～15:00
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フォトクラブなぎさ 写真技術の向上、地域文化活動の振興に寄与 火曜
２

（２ヶ月毎）
13:00～16:30

写叡倶楽部 写真 木曜 ２ 13:30～16:30

水彩・パステルの会 水彩画、パステル画 土曜 月３回 9:30～16:50

薔薇窓～紙のステンドグラス
と押し花

ローズウィンドウ、押し花小物、糸かけアートやア
ルコールインクアート等のものづくり

水曜 ４ 9:30～16:30

日本風景写真協会滋賀支部 撮影した作品を指導者が講評 土曜
２

（奇数月）
9:30～12:50

スイートピー会 カラオケ 金曜 １，３ 10:00～12:00

錦城会 詩吟朗詠（錦城流） 土曜 月２回 13:00～16:30

琴耀会 大正琴（琴城流） 火曜 １，３ 10:00～12:00

コールカサブランカ コーラスの練習と上達 木曜 ２，４ 13:00～15:00

アンサンブルロマンバンド
なつメロコーラス（大津）

懐メロを中心に演歌、唱歌、童謡のコーラス
対象：高齢者

水曜 １，３ 13:30～16:00

レイクワイヤ ゴスペルコーラスの練習 不定期 月２～３回 10:00～12:00

世界の名曲を楽しむ会
合唱や斉唱
初級、中級程度

金曜 ２，４ 10:30～12:00

バイオリンアンサンブル
バイオリン演奏
対象：「鈴木バイオリン2巻」終了の方

金曜 ２，４ 9:15～11:30

鳰ハーモニカクラブ
複音ハーモニカ練習
基礎、個人別演奏、合奏

土曜 ２，４ 10:00～12:00

らくらくピアノクラブ キーボード、ピアノ練習 木曜 ２，４ 10:00～12:00

C.C.O ビッグバンドジャズ 日曜 月２回 17:00～20:40

サウンドフリーク
ビッグバンド形式による演奏
ポップス、ジャズ、ラテン等の練習

土曜 不定期 18:00～20:40

FJB FUJIMI  Jr. Band
マーチングバンド。管楽器、打楽器を演奏しながら
パレードやパフォーマンス、対象：小学生

不定期 不定期 不定期

ブルーエコーズ フルバンドジャズ 日曜 ４ 17:00～20:00

竹絃会 邦楽演奏 不定期 不定期 不定期

びわバス団 コントラバスアンサンブル 不定期 不定期 不定期

レイクサイドウィンドオーケストラ 吹奏楽 不定期 不定期 不定期

Hot Ballet クラシックバレエ（２０才以上） 火曜 １，２，３ 13:45～15:30

CBAバレエ クラシックバレエ（幼児から大人） 火曜 １．２．３．４ 17:00～20:45
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生花サークル「タンポポ」 池坊流生け花（生花・自由花） 土曜 月２回 10:00～12:00

男の料理十人会 料理実習 土曜 ２ 9:00～12:00

キルトサークルこっとん パッチワークキルト製作 金曜 ２，４ 10:00～12:00

パソコンサロン「これから」 パソコン(Word・Excel・写真整理） 水曜 １，２ 9:00～12:00

ナチュラルブーケ フラワーアレンジメント 木曜 １，２，３，４ 14:30～16:00

お着楽会 着付け 金曜 １，３ 17:00～20:50

裏千家茶道教室 裏千家の茶道習得 土曜 ２ 13:00～16:50

パソネット
パソコン（Word・Excel）
対象：当センターボランティア会員、旧会員

木曜 ２，４ 10:00～12:00

洋友会パソコン同好会
パソコン（Windows等）
対象：洋友会会員

火曜 １，３ 12:50～16:50

石楠花会
囲碁、対象：女性
※膳所囲碁クラブで活動

不定期 不定期 9:00～16:00

滋賀県ホームヘルパー協議会
人権研修、ヘルパーの質の向上
対象：ホームヘルパー

土曜 - 13:30～

子育てHappyエンジェライト 子育て支援活動 不定期 不定期 不定期

あゆみ社交ダンスクラブ 社交ダンス 水曜 月４回 9:00～12:40

KIDSみんなの
ジャズダンスクラブ

ジャズダンスを中心にバレエ、ミュージカル
対象：4歳～18歳

土曜 １，３，４ 13:15～16:00

ウイラニ フラダンス（中級～） 木曜 月３回 10:00～12:00

淡海レクリエーション
指導者協議会

レクリエーション事業の推進等 不定期 不定期 9:00～12:00

マナビダンスクラブ
タンゴ、ワルツ、スローラテン系ルンバ、チャチャ、
サンバ、ジルバの音楽に合せてレッスン

土曜 １，２，３ 9:30～13:00

楓山の会
中高年主体の登山愛好の会
滋賀県山岳連盟に加入

不定期 不定期 13:00～16:00

B.I.S ストリートダンス※石山公民館にて活動中 不定期 不定期 不定期

おきがる英会話 英会話 水曜 １，２，３ 10:00～12:00

グリーンクラブ 英会話（初級程度） 火曜 １，２，３，４ 10:00～12:00

英語で楽しむ世界の名作
英語原典を翻訳し作品の歴史的、地理的背景を
探り日本文学と比較検討する

金曜 月３～４回 13:30～16:30

メドウラーク 英会話（英検３級レベル）アメリカ人講師 火曜 月３回
13:00～14:30
15:00～16:30
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