
　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

1 ○ 中央 生涯学習 010103 福島市生涯学習活動推進員の会 生涯学習理念の具現化、関係機関連絡調整

2 ○ 中央 生涯学習 010105 ３期生有志の会 生きがいと健康づくり　会員相互の親睦　地域貢献

3 ○ 中央 生涯学習 010105 マスターズ４期生辰巳の会 生きがいと健康づくり　会員相互の親睦　地域貢献

4 ○ 中央 生涯学習 010105 福島市マスターズ５期生会 親睦、自ら学び考え行動し、有意義な人生を送る

5 ○ 中央 生涯学習 010105 ふくしまマスターズ６期生会 信頼と友情による親睦、各種事業へ参加・協力

6 ○ 中央 生涯学習 010105 ふくしまマスターズ７期生会 豊かな心と知識を得、健康維持、親睦交流

7 ○ 中央 生涯学習 010105 ふくしまマスターズ８期生会 生きがいと健康づくり　会員相互の親睦　地域貢献

8 ○ 中央 生涯学習 010105 ふくしまマスターズ９期生会 生きがいと健康づくり　会員相互の親睦　地域貢献

9 ○ 中央 生涯学習 010105 ふくしまマスターズ１０期生会 生きがいと健康づくり　会員相互の親睦　地域貢献

10 ○ 中央 生涯学習 010105 ふくしまマスターズ１１期生会 親睦、自ら学び考え行動し、有意義な人生を送る

11 ○ 中央 生涯学習 010105 ふくしまマスターズ１２期生会 会員相互の親睦と交流、自らの成長と地域社会への貢献

12 ○ 中央 生涯学習 010105 ふくしまマスターズ１３期生会 会員相互の親睦と交流、自らの成長と地域社会への貢献

13 ○ 中央 生涯学習 010105 ふくしまマスターズ１５期生会 会員相互の親睦と交流、自らの成長と地域社会への貢献

14 ○ 中央 生涯学習 010105 福島市マスターズクラブ 心豊かな生きがいの探求、高い知性と情操  健康増進

15 ○ 中央 生涯学習 010106 福島市ふれあいクラブ 生涯学習を通して誇りの持てる故郷作りに貢献する

16 ○ 中央 生涯学習 010106 愉快な仲間 各種の学習　健康増進　会員相互の親睦

17 ○ 中央 生涯学習 010108 Ｙ plus ヤングカレッジ中央での交流関係の継続　親睦交流

18 ○ 中央 青少年教育 010305 福島市子ども会育成会中央ブロック連合会 方部子ども会育成会の連絡調整

19 ○ 中央 青少年教育 010305 福島市子ども会育成会連合会 方部子ども会育成会の連絡調整

20 ○ 中央 青少年教育 010306 ガールスカウト福島県第５団 自分や人々の幸福や平和のため行動できるようにする
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21 ○ 中央 女性教育 010403 福島市婦人団体連絡協議会 単位婦人会と連携、地域貢献

22 ○ 中央 女性教育 010403 福島市中央地区町会婦人部連絡協議会 婦人部活動の充実発展と明るく住みよい社会づくり

23 ○ 中央 高齢者教育 010603 福島市老人クラブ連合会 高齢者の生きがい、健康づくり推進

24 ○ 中央 学校教育 010717 西信会 西信中同窓生相互の親睦　社会貢献

25 ○ 中央 学校教育 010720 福島地区公立小中学校退職教頭会 会員相互の親睦　健康増進

26 ○ 中央 人権教育 011003 こどもＣＡＰふくしま 人権教育プログラム（ＣＡＰ）の普及と研修

27 ○ 中央 民俗・習慣・文化財 020603 ふくしまけん歴史の案内人の会 福島県の歴史・文化の普及活動

28 ○ 中央 郷土史 020701 福島歴史探訪会 ふるさと福島の歴史を学び会員相互の親睦を図る

29 ◯ 中央 郷土史 020701 信達歴史文化研究会 信達地方の歴史や文化・文化財の研究、その保護・保存・継承に努める。

30 ○ 中央 郷土史 020701 福島盆地を歩く会 視察、講習会、資料作成　郷土の文化財を理解

31 ○ 中央 天文・地学・気象 020901 福島天文同好会 天体観測技術の向上、天文の普及 会員相互の親睦

32 ○ 中央 情報処理 031001 中央ＩＣＴクラブ 中高年パソコン技術習得　地域貢献

33 ○ 中央 情報処理 031001 ふくしま悠遊クラブ パソコン勉強会・トレッキング　会員相互の親睦　地域貢献

34 ○ 中央 芸術・文化一般 040104 福島中央子ども劇場 すぐれた芸術鑑賞、子どもたちの友情と自主性創造性を育む

35 ○ 中央 美術 040201 絵画クラブ木曜会 絵画学習を通し会員間の親睦を深め、福島市の芸術文化に寄与する。

36 ○ 中央 美術 040203 日本画創美会 日本画の研修と創作研究、発表　地域貢献

37 ○ 中央 美術 040203 福島市日本画クラブ 日本伝統の日本画の研究と学習、伝承

38 ○ 中央 美術 040210 パステル画教室 パステル画の勉強　技術の向上　会員相互の親睦

39 ○ 中央 音楽 040501 福島メール・ハーモニー 合唱、親睦、地域の音楽文化の向上・協力

40 ○ 中央 音楽 040501 萌音の会 歌を通して健康寿命を延ばす
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41 ○ 中央 音楽 040501 福島市おかあさん合唱団 合唱、明るい家庭並びに社会を築く・親睦

42 ○ 中央 音楽 040501 Ｅnsemble Ｇaude 合唱の練習　大会参加

43 ○ 中央 音楽 040501 コーラスすばる 合唱練習　会員相互の親睦　資質の向上

44 ○ 中央 音楽 040501 アンサンブル明穂 福島明成高校ＯＢ・ＯＧ合唱団　団員同士の交流　演奏発表

45 ○ 中央 音楽 040501 古関メロディ－を歌う会 古関メロディ－の愛唱と普及・啓発

46 ○ 中央 音楽 040501 女声合唱Ｌ 合唱を通した交流と合唱文化の向上

47 ○ 中央 音楽 040501 Ｆ.Ｍ.Ｃ.混声合唱団 合唱音楽の研究　演奏会の開催

48 ○ 中央 音楽 040506 マザーグースの会 「マザーグース」を仲立ちとした、ふれあいと交流

49 ○ 中央 音楽 040510 オカリナず・ふくしま オカリナ技術の向上　会員相互の親睦

50 ○ 中央 邦楽 040604 福島宝生会 能楽の稽古と発表会

51 ○ 中央 邦楽 040604 力宝会 宝生流謡曲の習得

52 ○ 中央 邦楽 040605 福島市役所詩吟クラブ 詩吟の練習

53 ○ 中央 邦楽 040605 福島岳風会 詩歌吟詠による吟道の普及向上

54 ○ 中央 邦楽 040605 彩佑流　彩瑩会 詩吟の曲に振付舞踊をする　健康増進

55 ○ 中央 舞踊・演劇・演芸 040702 福島こけし民舞会 踊りの練習　会員相互の親睦・融和

56 ○ 中央 舞踊・演劇・演芸 040702 陸奥本流福島こけし会 技術の向上　会員相互の親睦・融和

57 ○ 中央 舞踊・演劇・演芸 040702 花柳流日本舞踊「里の子会」 日本舞踊を通して日本の伝統文化を学ぶ

58 ○ 中央 舞踊・演劇・演芸 040704 劇団カスカ・ダール 演劇活動を通した地域活性化と健全育成

59 ○ 中央 映像・画像 040801 ふくしま写遊会 写真技術の向上と会員相互の親睦

60 ○ 中央 文学・文芸 040901 いっすい会 古典文学の学習
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61 ○ 中央 文学・文芸 040912 ｃｏ－ｃｏｍｅ 朗読技術の向上　会員相互の親睦　

62 ○ 中央 文学・文芸 040912 福島子どもの本をひろめる会 子どもにとって良い本をひろめる

63 ○ 中央 茶道・華道 041001 武者小路千家福島官休会 茶道をとおして地方文化の向上と自己修練、親睦

64 ○ 中央 茶道・華道 041001 茶道裏千家淡交会福島青年部 茶道の実践研究　会員相互の親睦

65 ○ 中央 茶道・華道 041002 公益社団法人　松風花道会　福島支部 生け花の研究、講習会開催　華道を通した情操教育

66 ○ 中央 郷土芸能 041102 福島市芸能協会 芸能文化振興中枢機能、普及振興と向上発展

67 ○ 中央 郷土芸能 041107 しのぶ民謡・三味線愛好会 郷土民謡の研究・愛唱、趣味を深める　会員相互の親睦　地域貢献

68 ○ 中央 郷土芸能 041108 民踊教室しゃくなげ会 日本民踊の研修と普及会員相互の親睦

69 ○ 中央 スポーツ・レクリエーション一般 050102 福島市第二地区体育協会 体育振興および地区内居住者の親睦

70 ○ 中央 スポーツ・レクリエーション一般 050104 ＮＰＯ法人エフ・スポーツ スポーツの振興

71 ○ 中央 スポーツ・レクリエーション一般 050112 （特非）福島市レクリエーション協会 レクリエーションの普及活動

72 ○ 中央 スポーツ・レクリェーション一般 050113 福祉レクリエーションネットワークｉｎふくしま 福祉レクリェーション振興

73 ○ 中央 体操・ダンス・体力づくり 050201 ダンスサークルつくし 社交ダンスの技術と体力の向上、健康増進　会員相互の親睦

74 ○ 中央 体操・ダンス・体力づくり 050201 福島SCD　グリーングラス スコティッシュカントリーダンス　スコットランドの文化

75 ○ 中央 体操・ダンス・体力づくり 050202 フォークダンスクラブ雅 フォークダンスの技術向上と健康増進，会員相互の親睦

76 ○ 中央 体操・ダンス・体力づくり 050202 福島中央フォークダンスクラブスマイルハート フォークダンスの研修練習　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

77 ○ 中央 体操・ダンス・体力づくり 050202 福島市フォークダンス協会 フォークダンスを主としたレク活動、親睦と健康増進

78 ○ 中央 体操・ダンス・体力づくり 050202 福島中央フォークダンスクラブ・スウィング フォークダンスの研修　　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

79 ○ 中央 体操・ダンス・体力づくり 050205 福島中央レクダンス・ロンド レクダンスの練習、健康増進、会員相互の親睦

80 ○ 中央 体操・ダンス・体力づくり 050205 福島中央レクダンス愛好会ドリーム レクリエーションダンスの研修  健康増進　会員相互の親睦
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81 ○ 中央 体操・ダンス・体力づくり 050208 あけぼの健康ダンスクラブ 健康の保持の体力づくり　会員相互の親睦

82 ○ 中央 体操・ダンス・体力づくり 050213 中央３Ｂ体操サークル ３Ｂ体操で健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

83 ○ 中央 体操・ダンス・体力づくり 050213 ３Ｂおひさま ３Ｂ体操　会員相互の親睦　地域貢献

84 ○ 中央 体操・ダンス・体力づくり 050215 中央太極拳愛好会 太極拳の技術向上　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

85 ○ 中央 体操・ダンス・体力づくり 050216 ヨーガ愛好会 ヨーガの学習　健康増進　会員相互の親睦

86 ○ 中央 体操・ダンス・体力づくり 050216 こらんしょ福島笑いヨガくらぶ 笑いヨガの実践と訓練　健康な体作り

87 ○ 中央 体操・ダンス・体力づくり 050216 特定非営利活動法人日本ヨーガ療法士協会・福島 ヨーガ療法の普及と地域社会への貢献

88 ○ 中央 陸上・空中スポーツ 050302 福島走ろう会 心身の鍛練と会員相互の親睦

89 ○ 中央 球技 050404 福島市家庭バレーボール協会 バレーボール大会実施・理事会・抽選会等

90 ○ 中央 球技 050405 誠友スポーツ少年団 ソフトボールを通して健全育成

91 ○ 中央 球技 050409 誠友ミニバスケットボールスポーツ少年団 ミニバスの技術習得と健全育成

92 ○ 中央 武道・格闘技 050508 福島武術研究会（ＦＭＷ） 武術および護身術　体幹や呼吸法を研究し健康増進を図る

93 ○ 中央 武道・格闘技 050510 福島テコンドークラブ テコンドーの練習

94 ○ 中央 冬季スポーツ 050701 福島不忘スキークラブ スキー技術向上、会員相互の親睦

95 ○ 中央 野外活動・レクリエーション 050801 福島勤労者山の会 登山、ハイキングをとおして自然に親しむ　　会員相互の親睦

96 ○ 中央 ニュースポーツ 050911 福島中央健康吹矢クラブ スポーツ吹き矢の普及　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

97 ○ 中央 食生活 060701 真味の会 体によい食事つくりを学び味わう

98 ○ 中央 食生活 060705 本格趣味の手打・夢　名麺匠 そば打ちの研修

99 ○ 中央 食生活 060705 NTT労組退職者の会そばを楽しむ会 会員の交流親睦　そば打ち

100 ○ 中央 食生活 060706 福島雪うさぎの会 料理の技術向上　会員相互の親睦
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101 ○ 中央 園芸・飼育 061107 県北動物愛護ボランティア会 犬のしつけ方学習会・動物愛護思想の普及啓発

102 ○ 中央 趣味・娯楽 061201 福島中央囲碁同好会 棋力向上を図る練習、親善大会　会員相互の親睦

103 ○ 中央 趣味・娯楽 061201 日本棋院　あぶくま碁友会 初段をめざす女性だけの会

104 ○ 中央 趣味・娯楽 061202 福島市役所将棋愛好会 将棋練習対局　将棋を愛好する職員の親睦・融和

105 ○ 中央 趣味・娯楽 061202 日本将棋連盟　福島将棋クラブ 将棋活動及び普及

106 ○ 中央 趣味・娯楽 061203 福島マジック愛好会 マジック技術の向上 　会員相互の親睦

107 ○ 中央 趣味・娯楽 061210 福島オーディオ愛好会 オーディオ技術の向上・普及、会員同士の親睦をはかる

108 ○ 中央 市民生活一般 070102 ライオンズマンション仲間町壱番館親睦会 マンション管理組合理事の親睦

109 ○ 中央 市民生活一般 070105 後見制度を学び・実践する会 制度の普及啓発と利用のための支援事業

110 ○ 中央 市民生活一般 070106 福島地区保護司会 更生保護活動（保護観察）

111 ○ 中央 コミュニティ 070210 福島市勤労者協議会連合会 勤労市民の生活的・経済的地位向上

112 ○ 中央 ボランティア 070403 手話サークルやまびこ会 手話を学ぶと共に、ろうあ者と手を取り合い、差別や偏見のない社会を実現する。

113 ○ 中央 ボランティア 070404 認定特定非営利活動法人ふくしま成年後見センター 高齢者や障害者が自分らしく生活ができるよう活動する

114 ○ 中央 ボランティア 070410 ふくしま花案内人 花案内を通して観光発展に寄与　

115 ○ 中央 ボランティア 070410 ナルク福島 自立、奉仕、助け合い　夫婦で参加するボランティア

116 ○ 中央 ボランティア 070410 福島市文化財ボランティア　ふるさと探訪会 文化財・史跡の調査研究及びその顕彰と保護

117 ○ 中央 国際理解・協力・交流 070501 ふくしま日本語教室 在福外国人のための日本語教室開催・多文化共生の一助

118 ○ 中央 国際理解・協力・交流 070503 福島ユネスコ協会 ユネスコ活動

119 ○ 中央 国際理解・協力・交流 070504 福島日中文化交流会 日中両国間の相互理解と平和友好

120 ○ 中央 国際理解・協力・交流 070504 福島市日中友好協会 日中両国人民の相互理解と友好、平和と繁栄
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　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

121 ○ 中央 外国語 070602 ＭＥＣ 英会話学習  会員相互の親睦

122 ○ 中央 外国語 070603 Ｂ．Ｐ フランス語の学習、フランス文化の理解 地域貢献

123 ○ 中央 外国語 070606 福島エスペラント会ロンド・マーヨ エスペラント学習　会員相互の親睦

124 ○ 中央 交通安全 070903 福島市交通安全母の会連絡協議会 交通安全活動の推進
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　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

1 ○ 三河台 生涯学習 010108 倶楽部「心音」 技術・知識・経験等を提供し合い、自己を高めあう

2 ○ 三河台 女性教育 010405 野田町婦人会 会員相互の親睦・社会奉仕

3 ○ 三河台 高齢者教育 010603 三河台地区老人クラブ連合会 会員相互の親睦、健康福祉・地域社会への貢献

4 ○ 三河台 政治・経済・法律 020306 福島PHP松下幸之助の経営を学ぶ会 松下幸之助の人生や経営について学ぶ

5 ○ 三河台 郷土史 020701 三河台歴史愛好会 郷土の歴史学習・文化財探訪

6 ○ 三河台 情報処理 031001 三河台パソコンクラブ ＩＴ技術の向上と会員の親睦。習得知識の地域還元

7 ○ 三河台 芸術・文化一般 040104 福島西子ども劇場　三河台ブロック 親子で演劇等の舞台鑑賞　子供祭り　キャンプなど

8 ○ 三河台 芸術・文化一般 040104 福島西子ども劇場（森合ブロック) 親子で演劇等の舞台鑑賞　子供祭り　キャンプなど

9 ○ 三河台 美術 040202 水彩画クラブ朋友 水彩画技術の向上

10 ○ 三河台 美術 040203 日本画ゆずの会 日本画の研修と創作

11 ○ 三河台 美術 040205 三河台切り絵クラブ 切り絵技術の向上と会員相互の親睦

12 ○ 三河台 美術 040216 絵手紙サークル 絵手紙技術の習得と会員相互の親睦

13 ○ 三河台 美術 040216 三河台パレット 絵手紙技術の習得と会員相互の親睦

14 ○ 三河台 工芸 040308 ロマンドールクラブ ロマンドールの作品づくり 会員相互の親睦

15 ○ 三河台 書道 040401 三河台書道クラブ 書道の技術向上と会員の親睦

16 ○ 三河台 音楽 040501 合唱団「風」 合唱の練習と会員相互の親睦

17 ○ 三河台 音楽 040501 三河台コーラス 混声合唱を楽しみ会員相互の親睦を図る

18 ○ 三河台 音楽 040501 福島メサイア市民合唱団 Ｇ.Ｆ.ヘンデル作曲「メサイア」の合唱練習、発表

19 ○ 三河台 音楽 040501 福島男声合唱団 合唱を通した相互交流　地域文化・芸術発展への寄与

20 ○ 三河台 音楽 040501 三河台　ひ・び・き 歌を愛好する者が集い、資質の向上、会員相互の親睦
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　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

21 ○ 三河台 邦楽 040601 大正琴マーガレット 大正琴の習得と会員相互の親睦

22 ○ 三河台 邦楽 040605 翔風吟詠会 詩吟研修 会員相互の親睦

23 ○ 三河台 文学・文芸 040905 三河台俳句会 俳句の創作・鑑賞　会員相互の親睦

24 ○ 三河台 スポーツ・レクリエーション一般 050102 福島市三河台地区体育協会 体育活動の普及振興　地区民相互の親睦

25 ○ 三河台 体操・ダンス・体力づくり 050201 桜社交ダンスサークル 社交ダンスの練習、健康増進　会員相互の親睦

26 ○ 三河台 体操・ダンス・体力づくり 050201 三河台社交ダンスクラブ 社交ダンスの実技習得

27 ○ 三河台 体操・ダンス・体力づくり 050201 ラベンダー スコットランドの民族舞踊を通した会員相互の親睦、健康維持

28 ○ 三河台 体操・ダンス・体力づくり 050202 みかわだいフォークダンスサークル フォークダンスの技術の習得  会員相互の親睦　

29 ○ 三河台 体操・ダンス・体力づくり 050205 あじさいレクダンスクラブ レクリエーションダンス練習 地域貢献。相互親睦

30 ○ 三河台 体操・ダンス・体力づくり 050206 三河台フラクラブ フラダンスの練習・普及振興・地域貢献

31 ○ 三河台 体操・ダンス・体力づくり 050212 すこやか健康体操クラブ 自彊術の体得と健康増進、会員相互の親睦

32 ○ 三河台 体操・ダンス・体力づくり 050212 三河台自彊術クラブ 自彊術の体得と健康増進

33 ○ 三河台 体操・ダンス・体力づくり 050212 三河台自彊術愛好会 自彊術の体得と健康増進

34 ○ 三河台 体操・ダンス・体力づくり 050215 太極拳葦の会 太極拳の練習　健康増進　会員相互の親睦

35 ○ 三河台 体操・ダンス・体力づくり 050216 みかわだいレディース・ヨガ 日常使っていない関節、筋肉を動かして脳を刺激することによる健康増進、精神安定、回復力アップ

36 ○ 三河台 体操・ダンス・体力づくり 050216 いきいき健康クラブ　 ストレッチヨーガをベースにした健康体操  会員相互の親睦

37 ○ 三河台 体操・ダンス・体力づくり 050218 健康体操“かがやき” 自彊術の体操や療法を主にした各種ストレッチ

38 ○ 三河台 体操・ダンス・体力づくり 050218 きらら健康クラブ 健康運動を通して、健康で明るい人生を愉しむ

39 ○ 三河台 体操・ダンス・体力づくり 050218 三河台健康サークル 地域の仲間が集って、健康で楽しい生活を送るための学習

40 ○ 三河台 体操・ダンス・体力づくり 050218 ピルビスワーク ピルビスワーク(骨盤のゆがみ矯正体操)
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　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

41 ○ 三河台 球技 050401 すばる愛好会 卓球技術の習得　健康維持　会員相互の親睦

42 ○ 三河台 球技 050401 三河台卓球愛好会 卓球技術の習得　健康維持　会員相互の親睦

43 ○ 三河台 球技 050401 グリーンクラブ 卓球技術の向上　健康増進　会員相互の親睦

44 ○ 三河台 野外活動・レクレーション 050801 三河台トレッキングクラブ 山歩きを通した健康づくりと親睦

45 ○ 三河台 野外活動・レクレーション 050801 福島登高会 登山活動の実技・研修

46 ○ 三河台 ニュースポーツ 050911 三河台健康吹矢クラブ スポーツ吹き矢の技術向上と振興　会員相互の親睦

47 ○ 三河台 家庭医学 060301 からだ喜ぶ健康クラブ 健康に関する学習会や運動を通した心身の健康増進

48 ○ 三河台 家庭医学 060312 光輪花カルチャークラブ ３つの健康法の実践　地域への貢献

49 ○ 三河台 食生活 060701 家庭薬膳クラブ 家庭薬膳料理の学習　健康増進　会員相互の親睦

50 ○ 三河台 趣味・娯楽 061201 野田町碁友会 囲碁の棋力向上と会員相互の親睦

51 ○ 三河台 趣味・娯楽 061201 三河台囲碁クラブ 囲碁の棋力向上と会員相互の親睦

52 ○ 三河台 趣味・娯楽 061209 三河台健康麻雀クラブ 麻雀の技能習得及び認知症予防

53 ○ 三河台 医療・社会福祉 070305 福島市社会福祉協議会三河台地区協議会 社会福祉に関する調査研究　社会福祉事業の推進

54 ○ 三河台 交通安全 070903 三河台交通安全母の会 高齢者と子供の交通安全
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　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

1 ○ 渡利 女性教育 010406 新婦人　あゆみ班 班員研修を通した会員相互の親睦と地域社会への貢献

2 ○ 渡利 郷土史 020701 渡利地区歴史研究会 渡利地区の歴史研究　史跡保存　文化財の保護

3 ○ 渡利 情報処理 031001 中央パソコン愛好会 パソコン技術と知識の向上　生きがいづくり

4 ○ 渡利 美術 040201 アンリの会 絵画制作、絵画鑑賞　会員相互の親睦

5 ○ 渡利 美術 040204 渡利すみえクラブ 水墨画の研修　会員相互の親睦　地域貢献

6 ○ 渡利 音楽 040501 コール・アライアンス福島 合唱活動を通した会員相互の親睦　定期演奏会開催

7 ○ 渡利 音楽 040501 コール・わたり 合唱を通して会員相互の親睦　合唱文化の向上

8 ○ 渡利 音楽 040501 メサイア福島メモリアル合唱団 合唱の練習　福島の音楽的文化水準の高揚

9 ○ 渡利 音楽 040501 わたり愛唱会 歌謡曲の練習　会員相互の親睦

10 ○ 渡利 音楽 040501 フレンズわたり 童謡、叙情歌等を楽しく歌い地域貢献　会員相互の親睦

11 ○ 渡利 音楽 040507 渡利歌謡会 歌唱力の向上、会員相互の融和と親睦

12 ○ 渡利 音楽 040510 おんぷ♪カンパニー 音楽遊びを通しての親子のふれあい

13 ○ 渡利 音楽 040512 ウクレレサークル　マハロハ ウクレレを主体とした楽器演奏の技術向上　会員相互の親睦

14 ○ 渡利 邦楽 040602 津軽三味線　わたり 津軽三味線の練習、会員相互の親睦

15 ○ 渡利 映像・画像 040801 わたり写遊会 写真技術の向上　会員相互の親睦　地域貢献

16 ○ 渡利 映像・画像 040801 福島写心会 カメラ技術の向上 会員相互の親睦　地域貢献

17 ○ 渡利 映像・画像 040801 フォトクラブ「あぶくま」 技術の向上・会員相互の親睦

18 ○ 渡利 文学・文芸 040901 古典に親しむ会 平安文学に親しむ

19 ○ 渡利 郷土芸能 041107 吉田桃媛会 郷土および全国の民謡を唄う　伝統文化の伝承

20 ○ 渡利 郷土芸能 041108 わたり民踊会 日本民踊の練習　伝承民踊を伝える
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　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

21 ○ 渡利 スポーツ・レクリェーション一般 050102 福島市渡利地区体育協会 体育向上の進展と健全娯楽の普及　親睦交流

22 ○ 渡利 体操・ダンス・体力づくり 050205 渡利レクダンスクラブ レクダンス

23 ○ 渡利 体操・ダンス・体力づくり 050206 フラ・プルメリアわたり フラダンスを通して楽しく明るく会員相互の親睦。地域貢献

24 ○ 渡利 体操・ダンス・体力づくり 050208 あじさいクラブ ダンススポーツを通じ会員相互の親睦

25 ○ 渡利 体操・ダンス・体力づくり 050212 渡利自彊術愛好会 自彊術の精神による健康体操　会員相互の親睦　地域貢献

26 ○ 渡利 体操・ダンス・体力づくり 050216 ヨーガクラブ アーサナ(体操）や呼吸法を通し、健康増進　会員相互の親睦

27 ○ 渡利 体操・ダンス・体力づくり 050216 ストレッチヨガサークル ストレッチヨガ　会員相互の親睦

28 ○ 渡利 体操・ダンス・体力づくり 050218 健康体操クラブ 有酸素運動、ストレッチ　会員相互の親睦

29 ○ 渡利 球技 050401 渡利地区体育協会卓球部 卓球の普及と練習

30 ○ 渡利 球技 050401 東クラブ 卓球の練習を通じた技術の向上と健康増進，会員相互の親睦

31 ○ 渡利 球技 050401 渡利卓球クラブ 卓球の技術向上 会員相互の親睦

32 ○ 渡利 球技 050403 ＭＡＲＲＹ バドミントンを通しての会員相互の親睦，健康増進

33 ○ 渡利 球技 050403 SERAC バドミントンを通しての会員相互の親睦，健康増進

34 ○ 渡利 球技 050403 わたりバドフレンズ バドミントンの練習　会員相互の親睦

35 ○ 渡利 球技 050403 SHUTTLE　ACTIVE（シャトル　アクティヴ） バドミントンの練習

36 ○ 渡利 球技 050403 チームＴ バドミントンの技術向上　会員相互の親睦

37 ○ 渡利 球技 050403 Ｇｒａｎｄ羽(グランパ) バドミントンを通し会員相互の親睦を図る　

38 ○ 渡利 球技 050404 きびたんソフトバレーボールクラブ ソフトバレーボールの練習

39 ○ 渡利 球技 050404 ＳＰＡＮＫＹ ソフトバレーボールを通した会員相互の親睦交流、健康な身体づくり

40 ○ 渡利 球技 050404 渡利クラブ バレーボールの練習　会員相互の親睦
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　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

41 ○ 渡利 球技 050405 パンサーズ ソフトボールを通した会員相互の親睦　健康な体作り

42 ○ 渡利 球技 050409 Bravely Nexusバスケットボールクラブ 学校の枠を超えた中学生のバスケットボールによる交流と健全育成

43 ○ 渡利 球技 050409 渡利ミニバスケットボールスポーツ少年団 会員相互の親睦とスポーツ少年団の発展と強化

44 ○ 渡利 球技 050414 ソウルチャレンジャー ドッジボールの練習　友情・友愛を育む

45 ○ 渡利 武道・格闘技 050506 渡利空手道スポーツ少年団 空手を通じた青少年健全育成・空手技術の向上

46 ○ 渡利 武道・格闘技 050508 Ｊセルフディフェンスアカデミー渡利支部 護身術の理論と技術の研究

47 ○ 渡利 ニュースポーツ 050911 渡利吹矢クラブ スポーツ吹矢の練習　会員相互の親睦

48 ○ 渡利 食生活 060705 わたりそば打ちの会 そば打ちの講習会　交流

49 ○ 渡利 手芸 061006 ジャングルポケット 楽しいパッチワークの指導をうけ　仲間作り

50 ○ 渡利 趣味・娯楽 061201 渡利翠陽棋会 囲碁を楽しみ、囲碁技術の向上を図る

51 ○ 渡利 趣味・娯楽 061201 渡利囲碁クラブ 囲碁の技能を高める

52 ○ 渡利 趣味・娯楽 061210 福島市おもちゃクリニック おもちゃドクターの無償修理とその相談　おもちゃドクターの養成・技術研修
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　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

1 ○ 杉妻 青少年教育 010305 鳥谷野子ども育成会 子供会に対する援助、健全育成活動

2 ○ 杉妻 青少年教育 010305 弥生育成会 育成会活動を通じた会員の親睦

3 ○ 杉妻 青少年教育 010305 太平寺少年会育成会 少年の健全育成

4 ○ 杉妻 青少年教育 010306 ボーイスカウト福島第１団ボーイ隊 社会に貢献できる人材の育成

5 ○ 杉妻 青少年教育 010306 ボーイスカウト福島第４団 ボーイスカウト活動

6 ○ 杉妻 郷土史 020704 杉妻地区史跡保存会 史跡保全、文化財保護　顕彰

7 ○ 杉妻 芸術・文化一般 040104 福島南子ども劇場 子どものための演劇鑑賞

8 ○ 杉妻 美術 040201 福島スケッチクラブ スケッチ会、グループ展開催　絵の研究　会員相互の親睦

9 ○ 杉妻 美術 040203 杉妻絵画会 絵画の学習　会員相互の親睦

10 ○ 杉妻 美術 040205 すぎのめ切り絵クラブ 切り絵を通して会員相互の親睦

11 ○ 杉妻 美術 040216 すぎのめ絵手紙会 絵手紙の学習　会員相互の親睦　地域貢献

12 ○ 杉妻 工芸 040314 福島ガラス絵クラブ ガラス絵の普及振興　福島市の文化振興に寄与

13 ○ 杉妻 書道 040401 杉菜会 書の練習 会員相互の親睦　地域貢献

14 ○ 杉妻 音楽 040501 ふくしま愛唱歌サークル 合唱の練習  会員相互の親睦  地域貢献

15 ○ 杉妻 音楽 040501 コーラスどんぐり 合唱の練習  会員相互の親睦  地域貢献

16 ○ 杉妻 音楽 040507 ＪＡすぎのめカラオケクラブ カラオケの練習　会員相互の親睦

17 ○ 杉妻 音楽 040507 杉妻歌謡協会 歌謡の練習　地域貢献

18 ○ 杉妻 音楽 040511 福島県ハーモニカ協会 ハーモニカの演奏　技術指導　

19 ○ 杉妻 邦楽 040601 杉妻大正琴カトレア会 大正琴の練習　会員相互の親睦

20 ○ 杉妻 邦楽 040602 津軽三味線ふくなん 津軽三味線の練習　会員相互の親睦　地域貢献
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　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

21 ○ 杉妻 邦楽 040605 杉妻詩吟クラブ 詩吟の練習　健康維持・増進　会員相互の親睦

22 ○ 杉妻 舞踊・演劇・演芸 040702 黒岩舞踊愛好会　一花流 舞踊を通し、和と教養を高め、地域に貢献する

23 ○ 杉妻 舞踊・演劇・演芸 040702 藤代流舞踊愛好会 新日本舞踊学習　地域貢献

24 ○ 杉妻 文学・文芸 040905 杉妻俳句会 俳句の学習　会員相互の親睦

25 ○ 杉妻 文学・文芸 040906 杉妻短歌会 短歌の学習　会員相互の親睦　地域貢献

26 ○ 杉妻 茶道・華道 041001 和敬会 茶道の練習　会員相互の親睦

27 ○ 杉妻 郷土芸能 041102 杉妻芸能協会 芸能文化振興一般　地域貢献

28 ○ 杉妻 郷土芸能 041102 幸福踊り保存会 芸能文化振興一般　地域貢献

29 ○ 杉妻 郷土芸能 041107 信達民謡ひまわり会 信達民謡学習　会員相互の親睦

30 ○ 杉妻 郷土芸能 041107 すぎのめ民謡秀翠会 伝統ある民謡の継承　地元の役に立つ努力

31 ○ 杉妻 郷土芸能 041110 彗茜流どじょうすくい踊りの会 どじょうすくい男踊りの稽古　芸能文化の振興

32 ○ 杉妻 郷土芸能 041110 福島市阿波踊り　きずな連 阿波踊りの普及振興　会員相互の親睦

33 ○ 杉妻 スポーツ・レクリエーション一般 050102 杉妻地区体育協会 地区体育協会　健康増進　会員相互の親睦

34 ○ 杉妻 体操・ダンス・体力づくり 050201 福島スクエアダンスクラブ「SWEET PEACHES」 スクエアダンスの練習 普及活動

35 ○ 杉妻 体操・ダンス・体力づくり 050201 すぎのめスクエアダンスクラブ スクエアダンスの練習　普及活動

36 ○ 杉妻 体操・ダンス・体力づくり 050205 杉妻にこにこレクダンス レクダンスの練習　健康増進　会員相互の親睦

37 ○ 杉妻 体操・ダンス・体力づくり 050206 フラサークル　マイレ フラダンスの練習 健康増進　会員相互の親睦

38 ○ 杉妻 体操・ダンス・体力づくり 050209 ふれあいダンススポーツクラブ ダンスの練習　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

39 ○ 杉妻 体操・ダンス・体力づくり 050210 さわやか健康クラブ 健康増進 会員相互の親睦

40 ○ 杉妻 体操・ダンス・体力づくり 050212 自彊術クラブ 自彊術の学習　健康増進　会員相互の親睦
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　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

41 ○ 杉妻 体操・ダンス・体力づくり 050212 すぎのめ自彊術 健康増進　会員相互の親睦

42 ○ 杉妻 体操・ダンス・体力づくり 050213 杉妻３Ｂ体操同好会 ３Ｂ体操の学習　会員相互の親睦と健康維持

43 ○ 杉妻 体操・ダンス・体力づくり 050215 杉妻太極拳クラブ 太極拳の学習　健康増進　会員相互の親睦

44 ○ 杉妻 体操・ダンス・体力づくり 050216 ヨガサークル ヨガを通じた健康維持

45 ○ 杉妻 体操・ダンス・体力づくり 050218 杉妻健康体操教室 ラジオ体操の学習

47 ○ 杉妻 体操・ダンス・体力づくり 050218 杉妻ヘルスアップクラブ 健康体操の学習 会員相互の親睦

48 ○ 杉妻 球技 050401 フレンドリー卓球クラブ 卓球の練習 会員の親睦　健康維持

49 ○ 杉妻 球技 050401 杉妻婦人卓球クラブ 卓球の練習 会員の親睦　健康維持

50 ○ 杉妻 球技 050401 杉妻楽々卓球クラブ 勤労者等夜間に参加が可能な卓球愛好者の健康増進ストレス解消

51 ○ 杉妻 球技 050401 Ｓ＆Ｌ卓球クラブ 卓球の練習 会員の親睦　健康維持

52 ○ 杉妻 球技 050405 南福島ソフトリーグ ソフトボール活動　技術の向上と親睦　

53 ○ 杉妻 球技 050407 福島県県北サッカー協会 サッカーを通して市民の心身の健全な発達に寄与する

54 ○ 杉妻 球技 050407 南福島アウルズ サッカーを通して子供の健全育成

55 ○ 杉妻 球技 050409 杉妻ミニバスケットボールスポーツ少年団 バスケットボールの練習

56 ○ 杉妻 武道・格闘技 050506 杉妻錬武会 青少年の健全育成（空手）

57 ○ 杉妻 野外活動・レクリエーション 050801 杉妻トレッキングクラブ トレッキング  健康づくりの登山　会員相互の親睦

58 ○ 杉妻 野外活動・レクリエーション 050805 杉妻ハイキングクラブ 会員の健康増進　会員相互の親睦

59 ○ 杉妻 ニュースポーツ 050902 杉妻グラウンド・ゴルフクラブ グラウンド・ゴルフの普及　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

60 ○ 杉妻 ニュースポーツ 050911 吹矢すぎのめクラブ スポーツ吹き矢の普及、会員相互の親睦　地域貢献
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　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

61 ○ 杉妻 育児 060509 すぎのめ親子リズム 乳幼児と親が楽しくリズム体操　子育て仲間の交流

62 ○ 杉妻 育児 060509 音楽のおもちゃ箱 音楽療法を通した子育て　会員相互の親睦

63 ○ 杉妻 育児 060509 赤ちゃんリズムサークル 音楽療法で親と子供の交流

64 ○ 杉妻 育児 060509 すぎのめベビーサークル 母子のコミュニケーションと母親同士の交流

65 ○ 杉妻 食生活 060702 すぎのめなかよし会 健康づくりの食生活の充実　会員相互の親睦

66 ○ 杉妻 食生活 060702 マナグループ 食育を通し子育て支援、健康の増進

67 ○ 杉妻 食生活 060702 ＪＡふくしま未来すぎのめ マスク作り、料理教室など　健やかな家庭生活の実現のための活動

68 ○ 杉妻 手芸 061002 杉妻あみものクラブ あみものの学習 会員相互の親睦

69 ○ 杉妻 手芸 061015 新婦人フラワーアレンジメント フラワーアレンジメント

70 ○ 杉妻 趣味・娯楽 061201 杉妻囲碁クラブ 棋力の向上　会員相互の親睦

71 ○ 杉妻 趣味・娯楽 061201 杉妻囲碁愛好会 囲碁の練習　会員相互の親睦

72 ○ 杉妻 趣味・娯楽 061202 杉妻将棋クラブ 将棋の練習　会員相互の親睦

73 ○ 杉妻 趣味・娯楽 061203 マジッククラブすぎのめ マジックの練習　地域貢献

74 ○ 杉妻 趣味・娯楽 061207 福島県猟友会福島支部 狩猟に関する研修

75 ○ 杉妻 医療・社会福祉 070306 NPO法人青空保育たけの子 子どもと一緒に食事を作って食べる。食による健康増進、コミュニケーション

76 ○ 杉妻 医療・社会福祉 070308 わんわんクラブ 障害児の余暇時間の対応　地域社会参加・交流

77 ○ 杉妻 ボランティア 070410 杉妻ボランティア☆手と手 地域社会でのボランティア

78 ○ 杉妻 交通安全 070903 杉妻交通安全母の会 交通安全全般

79 ○ 杉妻 交通安全 070904 杉の子クラブ 未就園児とその親で楽しい交通安全教室
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　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

1 ○ 蓬莱 生涯学習 010108 蓬松生きいきクラブ 生涯学習　会員相互の親睦　地域貢献

2 ○ 蓬莱 生涯学習 010108 福島市蓬莱学習センター利用団体連絡協議会 構成団体相互の交流・連絡調整等

3 ○ 蓬莱 生涯学習 010108 朋遊クラブ 学習会、小旅行など　親睦を深め、地域で支え合える関係をつくる

4 ○ 蓬莱 生涯学習 010201 視聴覚のつどい「アイ」 視聴覚設備を利用して地域の生涯学習を進める。

5 ○ 蓬莱 青少年教育 010303 福島市蓬莱児童ｾﾝﾀｰ杉の子ｸﾗﾌﾞ父母の会 児童の健全育成

6 ○ 蓬莱 女性教育 010405 新婦人ほうらい班 一般教養  会員相互の親睦　地域貢献

7 ○ 蓬莱 高齢者教育 010603 蓬莱地区老人クラブ連合会 会員相互の融和と自立扶助を培う　地域への貢献

8 ○ 蓬莱 学校教育 010714 福島市立蓬莱小学校父母と教師の会 ＰＴＡ活動

9 ○ 蓬莱 学校教育 010715 福島市立蓬莱中学校父母と教師の会 ＰＴＡ活動

10 ○ 蓬莱 人文・社会・自然科学一般 020103 Ｆ・ルーツ研究会 古代マヤ暦と中国の易経をツールに一族のルーツを学ぶ

11 ○ 蓬莱 政治・経済・法律 020304 田沢・清水町・蓬莱　９条の会 憲法９条を守り活かす活動

12 ○ 蓬莱 美術 040201 アート工房Ａ パステル画による表現活動　会員相互の親睦

13 ○ 蓬莱 美術 040202 蓬莱キャンバスクラブ 油絵の練習　会員相互の親睦

14 ○ 蓬莱 美術 040203 福島市蓬莱水彩画クラブ 水彩画の練習　会員相互の親睦　地域貢献

15 ○ 蓬莱 美術 040209 蓬莱木彫りクラブ 木彫製作  会員相互の親睦

16 ○ 蓬莱 美術 040216 ほうらい絵てがみの会 絵手紙の研修　会員相互の親睦

17 ○ 蓬莱 工芸 040318 蓬莱押し花サークル 押し花の研修　会員相互の親睦　地域貢献

18 ○ 蓬莱 書道 040401 書聖会 書の研修　会員相互の親睦　地域貢献

19 ○ 蓬莱 音楽 040501 リラの会 唄を通じて豊かな人生を送るとともに会員相互の親睦を図る。

20 ○ 蓬莱 音楽 040502 福島交響吹奏楽団「ギルド」 吹奏楽による音楽活動　地域社会への貢献
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　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

21 ○ 蓬莱 音楽 040503 ラ・ラ・ラ 音楽演奏・鑑賞　仲間作り

22 ○ 蓬莱 音楽 040504 エレキサウンドの響 エレキギター演奏の愛好者の集い

23 ○ 蓬莱 音楽 040506 蓬莱童謡の会　ドロップス 童謡と唱歌　会員相互の親睦　地域貢献

24 ○ 蓬莱 音楽 040507 ニューすずらん歌謡会 カラオケの練習　会員相互の親睦　健康増進　地域貢献

25 ○ 蓬莱 音楽 040510 オカリナ風香クラブ オカリナの練習　会員相互の親睦　地域文化の向上

26 ○ 蓬莱 音楽 040517 モアレ・サクソフォン・アンサンブル 演奏技法の向上

27 ○ 蓬莱 音楽 040523 フォルクローレ愛好会　風笛 フォルクローレ音楽の演奏活動、会員相互の親睦

28 ○ 蓬莱 邦楽 040601 福島桃香会アンダンテ 大正琴  会員相互の親睦　健康増進　地域貢献

29 ○ 蓬莱 邦楽 040602 蓬莱さくら会 三味線の練習発表　会員相互の親睦　地域貢献

30 ○ 蓬莱 邦楽 040603 都山流衆琳会 尺八の研鑽　会員相互の親睦

31 ○ 蓬莱 邦楽 040605 福島聖月会 詩吟　剣詩舞の研修と普及活動

32 ○ 蓬莱 邦楽 040605 もみじ吟友会 詩吟の研修

33 ○ 蓬莱 舞踏・演劇・演芸 040702 ほうらい舞踊会 日舞を通した会員相互の親睦、地域貢献等

34 ○ 蓬莱 舞踏・演劇・演芸 040702 蓬莱日舞詩舞剣舞愛好会 日舞・詩舞・剣舞の練習　会員相互の親睦

35 ○ 蓬莱 舞踏・演劇・演芸 040702 広瀬流日舞剣舞広瀬会 舞踊の研究　地域貢献

36 ○ 蓬莱 映像・画像 040801 全日本写真連盟　福島支部 写真の普及　写真文化の向上

37 ○ 蓬莱 映像・画像 040801 蓬莱写真クラブ 写真撮影　会員相互の親睦　地域貢献

38 ○ 蓬莱 郷土史 040901 蓬莱古文書クラブ 古地域の文書を読む　会員相互の親睦

39 ○ 蓬莱 文学・文芸 040905 蓬莱俳句会 俳句の学習　会員相互の親睦

40 ○ 蓬莱 文学・文芸 040906 蓬莱短歌会 短歌の学習
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41 ○ 蓬莱 文学・文芸 040907 蓬莱川柳クラブ 川柳の学習

42 ○ 蓬莱 文学・文芸 040912 朗読の会「こもれび」 朗読の基礎を学び体と心の健康をはかる

43 ○ 蓬莱 茶道・華道 041001 蓬莱茶道クラブ 茶道の研修

44 ○ 蓬莱 茶道・華道 041002 華クラブ 生花の研修  会員相互の親睦

45 ○ 蓬莱 郷土芸能 041110 蓬莱どじょう掬い「踊りの会」 踊りの習得　会員相互の親睦　地域貢献

46 ○ 蓬莱 スポーツ・レクリェーション一般 050102 蓬莱地区体育協会 地区体育協会　会員相互の親睦　健康増進　地域貢献

47 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050201 蓬莱社交ダンス愛好会 ダンスの練習　会員相互の親睦　地域貢献

48 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050202 ほうらいトワール フォークダンス  会員相互の親睦　健康増進　地域貢献

49 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050205 仲良し蓬莱レクダンス 会員相互の親睦交流　健康維持　地域交流の促進

50 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050205 田沢レクダンス 健康の維持　親睦交流

51 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050205 レクリエーションダンスクラブ　ポラリス レクダンスの練習

52 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050206 ハイビスカス・フラの会 フラダンス　会員相互の親睦　地域貢献

53 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050206 ブルーハワイフラクラブ フラダンス　会員相互の親睦　健康増進

54 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050207 ＲＨＫみちのく福島 よさこい踊りの練習　会員相互の親睦　地域貢献

55 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050211 Ｂｕｄｄｙ 創作ダンスの練習　会員相互の親睦　地域とのコミュニケーション

56 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050212 蓬莱自彊術 自彊術　健康維持　

57 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050212 自彊の友 健康増進と親睦

58 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050213 ３Ｂスマイル ３Ｂ体操　会員相互の親睦　地域貢献

59 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050215 道友会 陣式太極拳　健康と体力増進　会員相互の親睦

60 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050215 蓬莱太極拳愛好会 太極拳の練習 会員相互の親睦　健康増進

－20－



　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

61 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050216 健康ヨーガクラブ ヨガの習得　健康増進　会員相互の親睦

62 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050218 Ｆ・Ｐ（フレッシュ・ピーチ）蓬莱 健康維持の為のストレッチ体操　健康増進　会員相互の親睦

63 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050218 はぎ健康体操クラブ 健康体操と親睦

64 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050218 健康広場（きらり健康生協蓬莱支部） 健康維持、増進のための体操、ストレッチ　会員相互の親睦

65 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050218 健康づくりクラブ 健康づくり 会員相互の親睦　健康増進　地域貢献

66 ○ 蓬莱 体操・ダンス・体力づくり 050218 蓬莱フィットネス　ふ・ま・ほの会 健康体の維持　会員相互の親睦　地域貢献

67 ○ 蓬莱 球技 050401 第二町会卓球クラブ 卓球の練習、会員の親睦  健康増進

68 ○ 蓬莱 球技 050401 ほうらいラージクラブ 卓球の練習　会員相互の親睦、健康増進　地域貢献

69 ○ 蓬莱 球技 050401 蓬莱地区卓球親睦会 卓球の練習　会員相互の親睦　地域貢献

70 ○ 蓬莱 球技 050401 蓬莱卓球クラブ 卓球の練習  健康増進　 会員相互の親睦

71 ○ 蓬莱 球技 050401 うめクラブ（卓球） 卓球の練習 会員相互の親睦

72 ○ 蓬莱 球技 050401 親和クラブ 卓球の練習

73 ○ 蓬莱 球技 050401 六町会卓球クラブ 卓球の練習　会員相互の親睦、健康増進　地域貢献

74 ○ 蓬莱 球技 050402 フリーテニスクラブ フリーテニス　会員相互の親睦　健康増進　地域貢献

75 ○ 蓬莱 球技 050403 シャトルフレンズ バドミントンの技術の向上　会員相互の親睦　地域貢献

76 ○ 蓬莱 球技 050404 はなみずき ソフトバレーボールを通じての会員相互の親睦、健康増進

77 ○ 蓬莱 球技 050404 フレンドリーズ バレーボールの普及と推進 会員相互の親睦　地域貢献

78 ○ 蓬莱 球技 050404 Smiles 家庭バレーボール

79 ○ 蓬莱 球技 050404 はなみずきA ソフトバレーボールを通じての会員相互の親睦、健康増進

80 ○ 蓬莱 球技 050404 蓬莱もみじ幼稚園もみじ会バレーボール部 園児保護者の親睦、健康増進
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81 ○ 蓬莱 球技 050405 蓬莱ソフトボールスポーツ少年団 ソフトボール 健全育成

82 ○ 蓬莱 球技 050407 蓬莱ＦＣ サッカーを通じて健全育成

83 ○ 蓬莱 球技 050409 ＢＡＳＥ１８ バスケットボールの練習を通したスキル向上、チームワークの育成

84 ○ 蓬莱 球技 050409 蓬莱ミニバスケットボールスポーツ少年団 ミニバスケットによる健全育成

85 ○ 蓬莱 球技 050409 大ぢゅバスケ バスケットボールの練習

86 ○ 蓬莱 球技 050409 森くま バスケットボールの練習　交友を深める

87 ○ 蓬莱 武道・格闘技 050501 蓬莱剣友会 剣道の練習  健全育成

88 ○ 蓬莱 武道・格闘技 050506 蓬莱錬武会 空手の練習 青少年健全育成

89 ○ 蓬莱 武道・格闘技 050507 蓬莱居合道クラブ 居合道の練習　健康増進　地域貢献

90 ○ 蓬莱 ニュースポーツ 050901 インディアカ愛好会　さくら インディアカ　会員相互の親睦　健康増進　地域貢献

91 ○ 蓬莱 ニュースポーツ 050902 蓬莱地区グラウンドゴルフクラブ グラウンドゴルフ　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

92 ○ 蓬莱 ニュースポーツ 050908 蓬莱バウンドテニス バウンドテニスの練習　会員相互の親睦　健康増進

93 ○ 蓬莱 ニュースポーツ 050911 （一社）日本スポーツウエルネス吹矢協会／福島蓬莱支部 スポーツ吹矢の啓発、普及　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

94 ○ 蓬莱 ニュースポーツ 050915 蓬莱木球クラブ 木球競技の普及と振興　親睦と健康維持増進

95 ○ 蓬莱 ニュースポーツ 050917 パークゴルフ　南福島支部 体育の普及・振興　大会参加

96 ○ 蓬莱 家庭介護 060402 東北家族ケア研究会 家族看護のケアの質の向上を目指し多職種と連携しながら知識・技術の向上を図る。

97 ○ 蓬莱 家庭介護 060402 介護マナビーズ「ほっとカフェ」 老老介護の研修を通して会員相互の親睦を図り地域社会の発展に寄与する。

98 ○ 蓬莱 育児 060509 シクラメンの会 子育ての学習　会員相互の親睦

99 ○ 蓬莱 食生活 060704 蓬莱たまごの会 安全な食生活で豊かな家庭と住みやすい地域社会を作る

100 ○ 蓬莱 手芸 061002 ひまわり編物クラブ 編み物　会員の親睦交流
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101 ○ 蓬莱 手芸 061006 蓬莱パッチワーククラブ パッチワークの制作　技術の向上　会員相互の親睦

102 ○ 蓬莱 手芸 061015 フラワーサークル「花カフェ」 フラワーアレンジメントの勉強 会員相互の親睦

103 ○ 蓬莱 手芸 061015 蓬莱フラワーアレンジメントサークル フラワーアレンジメントの制作 会員相互の親睦　地域貢献

104 ○ 蓬莱 趣味・娯楽 061201 蓬莱棋友会 囲碁・将棋の練習　会員相互の親睦　地域貢献

105 ○ 蓬莱 市民生活一般 070107 福島市の図書館を育てる市民の会　蓬莱支部 図書館への協力

106 ○ 蓬莱 コミュニティ 070202 蓬莱子どもの部屋「虹」 地域の子どもたちの居場所づくりと世代間交流

107 ○ 蓬莱 医療・社会福祉 070301 福島医療生協蓬莱支部 交流会等　健康増進　会員相互の親睦

108 ○ 蓬莱 ボランティア 070403 手話ダンスほうらい 手話ダンスの練習　地域交流

109 ○ 蓬莱 ボランティア 070410 蓬ふれあいの会                          地域ボランティア　ふれあい、助け合い　高齢になっても困らない仲間づくり

110 ○ 蓬莱 国際理解・協力・交流 070501 蓬莱日本語教室 在日外国人への日本語・日本文化教育　会員相互の親睦　地域貢献　

111 ○ 蓬莱 外国語 070602 蓬莱ESS 英語力の研修、会員相互の親睦、ボランティア活動等

112 ○ 蓬莱 医療・社会福祉 070704 福島お達者くらぶ 摂食障害に苦しむ人たちと家族への活動を通じた支援

113 ○ 蓬莱 環境保護・防災 070802 蓬莱里山ふれんず 蓬莱の自然環境を守る活動　地域作り

114 ○ 蓬莱 環境保護・防災 070804 福島県もりの案内人の会　県北地区支部 自然観察会、自然保護活動　会員相互の親睦

115 ○ 蓬莱 交通安全 070902 福島地区交通安全協会蓬莱地区支部 交通安全　会員相互の親睦

116 ○ 蓬莱 交通安全 070903 福島市蓬莱地区交通安全母の会 交通安全　幼児、高齢者の交通安全　
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1 ○ 清水 生涯学習 010106
福島県生涯学習インストラクター・
コーディネーターの会県北支部

ボランティア活動の場の提供  会員相互の親睦

2 ○ 清水 女性教育 010405 御山婦人会 教養の向上と地域づくり

3 ○ 清水 政治・経済・法律 020309 清水地域九条の会 日本国憲法の学習

4 ○ 清水 情報処理 031001 福島ＩＴシニアサークルＢ班 ＩＴ基礎技術の向上

5 ○ 清水 情報処理 031001 福島ＩＴシニアサークルＡ ＩＴ基礎技術の向上

6 ○ 清水 情報処理 031001 土曜パソコン会 パソコン技術の向上

7 ○ 清水 芸術・文化一般 040104 福島西子ども劇場　清水ブロック 児童文化の創造発展に協力 子供達の友情と自主性、創造性を育む

8 ○ 清水 美術 040202 遊画の会 絵画教室

9 ○ 清水 美術 040206 福島きつつきの会 版画を通して人間性を高め、文化の振興に寄与　会員相互の親睦

10 ○ 清水 美術 040208 福島彫刻クラブ 塑像やテラコッタ製作・彫刻愛好者の拡充  会員相互の親睦

11 ○ 清水 美術 040210 日旺美術クラブ 美術全般（絵画鑑賞・絵画作成）　会員の親睦

12 ○ 清水 工芸 040301 福島陶人会 陶芸を楽しみ、親睦と健康の増進を図る

13 ○ 清水 工芸 040301 陶遊 陶芸の技能向上と会員相互の親睦

14 ○ 清水 工芸 040301 楽苑陶芸サークル 作陶を通じて生涯学習　陶芸の文化を楽しみ学ぶ

15 ○ 清水 書道 040401 明翠会 書の歴史を学び、書道研修に励む

16 ○ 清水 音楽 040501 コーラス・ベルメール 女性コーラス活動　会員相互の親睦

17 ○ 清水 音楽 040501 うた工房Choralアトリエ 合唱の練習　会員相互の親睦、地域社会の発展に寄与する

18 ○ 清水 音楽 040501 合唱団麦笛 コンテストや演奏会参加（福女合唱部ＯＧ）

19 ○ 清水 音楽 040502 ブラスアンサンブル輝響 金管楽器による演奏活動　地域貢献

20 ○ 清水 音楽 040506 御山童謡の会 相互理解と親睦を図り、ボランティアの推進
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21 ○ 清水 音楽 040506 うたカフェ 童謡や唱歌を歌う　心身のリフレッシュと会員相互の親睦

22 ○ 清水 音楽 040507 日本の心を歌う会 名曲、童謡、懐メロ、歌曲を歌い継ぐ。老化防止

23 ○ 清水 音楽 040510 アンサンブルティンクル 室内楽　老健施設・敬老会等の演奏慰問

24 ○ 清水 音楽 040510 福島オカリーナアンサンブル オカリーナアンサンブルの練習及び演奏活動

25 ○ 清水 音楽 040513 ＢＬＯＷ ＭＯＮＫＹ ＢＩＧ ＢＡＮＤ ジャズ演奏活動　音楽文化に貢献

26 ○ 清水 音楽 040513 スノー・ラビット・ジャズ・オーケストラ ジャズの演奏活動を通して、地域の音楽文化発展への寄与

27 ○ 清水 音楽 040518 ラルカータ室内合奏団 古典及びバロック音楽の研究・演奏　地域貢献

28 ○ 清水 邦楽 040601 福島むつみ琴の会 各種発表会　福祉施設訪問　会員相互の親睦　地域貢献

29 ○ 清水 邦楽 040605 弥生正吟会 漢詩・和歌・俳句の意義と朗詠技の習得

30 ○ 清水 邦楽 040605 松徳詩吟クラブ 詩吟練習 健康増進　会員相互の親睦

31 ○ 清水 茶道・華道等 041002 清水いけ花サークル 楽しく正しく生け花の基本を学ぶ　会員相互の親睦

32 ○ 清水 スポーツ・レクリェーション一般 050101 県北ソフトボール協会 ソフトボールの普及・振興

33 ○ 清水 スポーツ・レクリェーション一般 050102 御山地区体育協会 体育を通して地区の融和と親睦を図り、地域貢献

34 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050204 Ｒ．Ｏ．Ｍエアロ エアロビで健康増進　会員相互の親睦

35 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050204 ペコちゃんクラブ エアロビクスで健康増進　文化の向上　会員相互の親睦

36 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050206 マハロ フラダンスの練習。ストレッチ

37 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050206 フラサークル・清水 フラダンスを通して親睦と健康増進を図る

38 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050206 HULA　Rejoice ゴスペルフラを中心とした音楽活動

39 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050206 ママフラサークル 生涯学習及び子育て支援が活動目的　フラで交流親睦

40 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050206 フラ・オ・カプナヴァイ　サークル フラの技術の向上　会員相互の親睦　体力の向上
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Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

41 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050206 フラサークル　イリマ ハワイアンフラの練習、健康増進、会員同士の親睦　施設訪問

42 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050206 モルドバ フラダンスを通じた会員相互の理解と地域交流

43 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050209 福島ダンスクラブ スポーツダンスを通じた交流と健康維持

44 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050211 Funny　(ファニー) 創作ダンスの練習　会員相互の親睦　技術の向上

45 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050211 kuma3 ベリーダンス、ヒップホップダンスを通じた健康づくり

46 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050215 清水太極拳クラブ 太極拳の練習　健康増進　会員相互の親睦

47 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050215 福島陳家溝太極拳道友会 陣式太極拳　健康と体力増進　会員相互の親睦

48 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050216 ナトゥーラ ポルトブラ　健康増進　会員相互の親睦

49 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050216 はなみずき ヨーガ・健康増進  会員相互の親睦

50 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050216 健康ストレッチヨーガ火曜会 ストレッチヨーガ　健康増進と親睦

51 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050216 健康ストレッチヨーガ ヨーガ・健康増進

52 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050216 しみずヨーガサークル ヨーガの技法を通して心身の調和を図り心の成長を目指す

53 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050216 ストレッチヨーガ　花 ストレッチヨーガ　健康増進　会員相互の親睦

54 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050216 アンニッティカン ルーシーダットン（タイ式ヨガ）で健康増進 会員相互の親睦

55 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050216 モンゴルヨガ モンゴルヨガ　健康維持・体力増進　会員相互の親睦

56 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050218 すこやか体操クラブ 高齢者向きの健康体操　健康増進　会員相互の親睦

57 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050218 いきいき体操クラブ 高齢者向きの健康体操  健康増進　会員相互の親睦

58 ○ 清水 体操・ダンス・体力づくり 050218 ラスク・シャルキー ベリーダンスの技術向上

59 ○ 清水 球技 050401 金曜会 卓球の練習と体力づくり

60 ○ 清水 球技 050401 スズランクラブ 卓球の練習
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61 ○ 清水 球技 050401 清水卓球クラブ 卓球の練習・技術の向上

62 ○ 清水 球技 050401 若草卓球クラブ 卓球技術の向上と健康増進・親睦

63 ○ 清水 球技 050401 ドレミクラブ 卓球練習  健康増進　会員相互の親睦

64 ○ 清水 球技 050402 御山ゆずっこソフトテニス 小学生へのソフトテニスの普及

65 ○ 清水 球技 050403 清水シャトル バドミントンを通して健康増進と親睦

66 ○ 清水 球技 050404 ピースクラブ 蚈

67 ○ 清水 球技 050404 清水クラブ バレーボールの練習

68 ○ 清水 球技 050404 たんぽぽ保育園バレーボール部 健康維持と保護者間や他の保育園との親睦

69 ○ 清水 球技 050406 ふくしまＢＳ（ふくしま少年野球教室） 軟式野球を通し普及と健全育成・技術向上

70 ○ 清水 球技 050406 清水スポーツ少年団野球部 中学生を対象とした野球を通じた健全育成

71 ○ 清水 球技 050406 福島シルバー野球クラブ 野球を通しての体力づくり  会員相互の親睦

72 ○ 清水 球技 050409 ＱＰ’s バスケットボールの練習　会員相互の親睦、心身の健康増進

73 ○ 清水 球技 050409 あおばバスケットボールスポーツ少年団 ミニバスケットボールの練習

74 ○ 清水 武道・格闘技 050507 清水居合道会 居合道の発展・技術及び心身の向上 会員相互の親睦

75 ○ 清水 武道・格闘技 050507 居合道翠月会泉支部 居合道を通し人格形成・社会貢献、会員の親睦

76 ○ 清水 野外活動・レクリエーション 050801 トレッキングクラブ　モア 山歩きを楽しみ、安全な山登りと自然との共生

77 ○ 清水 野外活動・レクリエーション 050804 地域ふれあい「楽笑会」 ウォーキングを中心の集い・交流・学習・話し合い

78 ○ 清水 ニュースポーツ 050902 清水グラウンドゴルフクラブ グラウンドゴルフの振興と健康増進・会員相互の親睦

79 ○ 清水 ニュースポーツ 050903 福島市ディスクゴルフ協会 ディスクゴルフを通した親睦交流　地域社会への貢献

80 ○ 清水 ニュースポーツ 050917 福島市パークゴルフ協会　清水支部 パークゴルフの普及　会員相互の親睦交流

81 ○ 清水 家庭医学 060312 久弁塾 「病は気から」をテーマに、実際の症例で学習
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82 ○ 清水 育児 060509 Fukushima sunnyday 親子のための精神的ストレスの緩和とこどもの健全育成、世代間交流

83 ○ 清水 育児 060509 子育てサークル　「Big　Smile」 親子の交流会

84 ○ 清水 育児 060512 むすびスポーツクラブ 障がい児対象の運動，スポーツ経験　健常者との交流

85 ○ 清水 衣生活 060602 ソーイング・サークル「悠・悠」 洋裁技術の向上と会員の親睦を図る

86 ○ 清水 食生活 060701 男の料理研究会 料理技術の向上　会員相互の親睦　地域貢献

87 ○ 清水 食生活 060705 ふくしまマスターズ１１期生　手打ちそば愛好会 そば打ちの技術の向上　奉仕活動

88 ○ 清水 食生活 060705 福島手打ちそばの会 手打ちそばの技術の向上

89 ○ 清水 食生活 060710 ＨＡＰＰＹ 食生活を見直すための情報交換　地域発展への寄与

90 ○ 清水 手芸 061010 清水手芸クラブ 手芸作品制作　会員相互の親睦　

91 ○ 清水 手芸 061015 フラワーデザイン　ＨＡＮＡＮＡ 花や自然を生活の中に取り入れ楽しむ 会員相互の親睦

92 ○ 清水 園芸・飼育 061105 福島菊花会 菊花栽培の奨励と研究

93 ○ 清水 趣味・娯楽 061210 福島郵趣会 郵趣知識の向上　会員相互の親睦

94 ○ 清水 コミュニティ 070201 信夫山研究会 信夫山を愛する仲間による探索・学習・情報発信・親睦

95 ○ 清水 医療・社会福祉 070308 福島クラブ 障がいを持つ子がバスケットボール通して自立する

96 ○ 清水 医療・社会福祉 070308 Ｈ．Ｅ．Ｌ．Ｐ．（ダウン症の親と子の会） ダウン症の早期療育と社会参加・人生を楽しく

97 ○ 清水 ボランティア 070402 図書ボランティアの会 対面朗読等の練習　利用しやすい図書館を目指した活動

98 ○ 清水 ボランティア 070403 手話サークル「ほほえみ」 聴覚障がい者と交流を通し、手話を学び親睦を図る

99 ○ 清水 ボランティア 070410 ボランティア 清水 ボランティア活動を通して会員相互の親睦を図る

100 ○ 清水 ボランティア 070410 日本語教室ひなぎく 地域の外国人に日本語を教えるボランティア

101 ○ 清水 ボランティア 070410 うつくしま未来クラブ ヤングアメリカンズJAPANTUREのサポート団体

102 ○ 清水 ボランティア 070410 福島市ガイドの会「愉快な仲間」 観光ガイド等を通した地域社会への貢献
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1 ○ 清水分館 青少年教育 010305 福島市子ども会育成会連合会清水ブロック連絡協議会 打合せ　青少年育成

2 ○ 清水分館 青少年教育 010305 あおぞら学童クラブ保護者会 あおぞら学童クラブの運営への支援・協力、児童及び会員間の親睦を深める

3 ○ 清水分館 女性教育 010403 福島市清水地区女性団体連絡協議会 加入団体の連絡連携と活動充実・発展　地域貢献

4 ○ 清水分館 女性教育 010405 泉婦人会 親睦を図り、ボランティア活動や地域の行事に協力

5 ○ 清水分館 女性教育 010408 清水フレッシュレディー 体操　ウォーキング　健康増進　会員相互の親睦

6 ○ 清水分館 女性教育 010408 清水ひまわり 学習会　女性の資質向上　地域貢献

7 ○ 清水分館 女性教育 010408 清水女性サークル 学習会　健康増進と会員相互の親睦

8 ○ 清水分館 高齢者教育 010603 福島市清水地区老人クラブ連合会 会員の親睦と健康で社会に奉仕する

9 ○ 清水分館 高齢者教育 010605 泉南部寿会 会員の親睦と健康で社会人としての資質を高める

10 ○ 清水分館 高齢者教育 010605 楽気会 高齢者の生きがい活動

11 ○ 清水分館 高齢者教育 010608 サークル悠遊 学習、研修会　会員相互の親睦　地域貢献

12 ○ 清水分館 高齢者教育 010608 清水生きがいサークル 清水生きがい広場受講終了者及び本会の賛同者 会員相互の親睦

13 ○ 清水分館 学校教育 010713 清水幼稚園父母と教師の会 講演会・講習会・親睦会

14 ○ 清水分館 美術 040202 絵画倶楽部　しみず 絵画の学習　会員相互の親睦

15 ○ 清水分館 美術 040203 清水日本画愛好会 日本画の学習　会員相互の親睦

16 ○ 清水分館 美術 040206 福島版画研究会 版画の学習・研究　会員相互の親睦交流

17 ○ 清水分館 美術 040209 清水木彫愛好会 木彫技術向上　会員相互の親睦

18 ○ 清水分館 工芸 040304 あけびの会（籐工芸） 籐工芸　会員相互の親睦

19 ○ 清水分館 工芸 040313 清水折紙愛好会 折り紙　会員相互の親睦　地域貢献

20 ○ 清水分館 工芸 040318 清水押花愛好会 押し花　会員相互の親睦　地域貢献
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21 ○ 清水分館 書道 040401 無門会 書道練習　会員相互の親睦　地域貢献

22 ○ 清水分館 書道 040401 文月書道会 書道練習　会員相互の親睦

23 ○ 清水分館 書道 040401 福墨書道愛好会 書道練習  会員相互の親睦　地域貢献

24 ○ 清水分館 音楽 040501 ふくしま女声合唱団「かがやき」 合唱練習　会員相互の親睦　等

25 ○ 清水分館 音楽 040501 コール・ファンタジー コーラス練習　会員相互の親睦　地域貢献

26 ○ 清水分館 音楽 040501 女声合唱団「響」 コーラス練習　会員相互の親睦　地域貢献

27 ○ 清水分館 音楽 040503 けいおん部 演奏活動を通じた技術向上・会員相互の親睦

28 ○ 清水分館 音楽 040503 楽団ブーブカ 演奏能力の向上　地域貢献

29 ○ 清水分館 音楽 040503 フォークハモル 音楽活動（フォークソング、ギター）

30 ○ 清水分館 音楽 040504 Great Birds ギター演奏技術の向上と「うたごえ広場」の開催

31 ○ 清水分館 音楽 040504 福島ギター合奏団 クラシックギターでの発表会・自主コンサート開催・各種イベント参加・慰問コンサート等

32 ○ 清水分館 音楽 040506 清水童謡の会 童謡合唱を通して、健康と資質の向上　会員相互の親睦　地域貢献

33 ○ 清水分館 音楽 040507 碧水カラオケクラブ カラオケ練習　会員相互の親睦　健康増進　地域貢献

34 ○ 清水分館 音楽 040507 広楽カラオケ愛好会 カラオケ練習　健康増進　会員相互の親睦

35 ○ 清水分館 音楽 040507 清水歌謡振興会 カラオケ練習  会員相互の親睦

36 ○ 清水分館 音楽 040507 南沢又中央寿楽会 カラオケ・健康増進事業 他　会員の生き甲斐、健康増進

37 ○ 清水分館 音楽 040510 アンサンブルfelice（フェリーチェ） 声楽アンサンブル・ソロの研鑚

38 ○ 清水分館 邦楽 040610 三曲愛好会 尺八、箏、三弦・邦楽の研鑽と普及　健康増進　

39 ○ 清水分館 舞踏・演劇・演芸 040702 清水日舞詩舞剣舞愛好会 詩舞練習　会員相互の親睦　地域貢献

40 ○ 清水分館 文学・文芸 040905 ましみず俳句会 俳句の学習　会員相互の親睦　地域貢献
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41 ○ 清水分館 文学・文芸 040906 福島短歌研究会 短歌愛好者の相互研究　地域貢献　

42 ○ 清水分館 文学・文芸 040907 川柳のつどい 川柳の普及活動　会員相互の親睦

43 ○ 清水分館 郷土芸能 041101 清水地区芸能協会 芸道の研鑽と地域文化の向上 会員相互の親睦　地域貢献

44 ○ 清水分館 郷土芸能 041107 清水民謡教室 民謡研究と会員の融和

45 ○ 清水分館 スポーツ・レクリェーション一般 050102 清水地区体育協会 地区体育振興　健康増進

46 ○ 清水分館 スポーツ・レクリェーション一般 050120 南沢又げん気会 体操運動ゲーム等を通じた頭脳の活性化と生活の質の向上

47 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050201 レッドローズダンス愛好会 社交ダンスの技術の向上　健康増進　会員相互の親睦

48 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050203 ジャズダンスクラブ ダンス技術の向上、情操豊かな人間づくり

49 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050204 リフレしみず ソフトエアロビック　健康増進

50 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050205 ほのぼの泉レクダンスクラブ レクダンス　健康増進　会員相互の親睦

51 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050205 清水レクダンスクラブ レクダンス　健康増進　会員相互の親睦

52 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050206 フラ・マイレ フラダンスを通じて会員相互の親睦　健康増進

53 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050207 よさこい桃花舞 よさこい踊り  会員相互の親睦　地域貢献

54 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050208 清水スポーツ民踊 スポーツ民踊　健康増進　会員相互の親睦

55 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050211 ちびそらクラブ ダンス技術の向上と子供たちの健全な育成

56 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050212 清水自彊術愛好会 自彊術　会員相互の親睦　健康増進　地域貢献

57 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050212 さわやか自彊術 自彊術を通じた健康維持・増進　会員相互の親睦

58 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050213 清水３Ｂ体操愛好会 ３Ｂ体操　健康増進

59 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050213 清水が丘３Ｂ体操愛好会 ３Ｂ体操　健康増進

60 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050214 清水気功会 気功  健康増進　会員相互の親睦
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Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

61 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050216 遊体操ストレッチヨーガ同好会 ストレッチヨーガ  健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

62 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050216 ちっとネスクラブ ルーシーダットン（タイ式ヨガ）で健康増進 親睦交流

63 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050218 清水健康体操愛好会 健康体操  健康増進　会員相互の親睦

64 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050218 スマイル体操クラブ ２Ｂ体操　健康増進　親睦交流

65 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050218 健康運動サークル 健康体操　健康増進　会員相互の親睦

66 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050218 リフレッシュ体操クラブ 体操練習　会員相互の親睦

67 ○ 清水分館 体操・ダンス・体力づくり 050218 ほたるの学校 健康体操を通じた地域住民の健康維持　茶和会（料理教室、手工芸、施設見学）なども行う

68 ○ 清水分館 球技 050407 清水サッカースポーツ少年団 サッカー　競技力の向上と健全育成

69 ○ 清水分館 球技 050409 清北ミニバスケットボールスポーツ少年団 ミニバスケットボール　小学生団員の健全育成

70 ○ 清水分館 武道・格闘技 050501 清水剣友スポーツ少年団育成会 剣道　小学生団員の健全育成

71 ○ 清水分館 武道・格闘技 050506 極真カラテ愛好会 空手の稽古　会員相互の親睦

72 ○ 清水分館 武道・格闘技 050508 護身術あそびサークル 初心者・未経験者向け護身術遊び

73 ○ 清水分館 家庭医学 060301 中建国保福島県支部福島出張所清水支部 組合員及び家族の健康管理

74 ○ 清水分館 家庭医学 060301 サット・サンガ ストレス解消法の瞑想と交流

75 ○ 清水分館 育児 060509 清水こぐまの会 育児サークル（未就園児サークル）

76 ○ 清水分館 食生活 060701 清水クッキングクラブ 料理（男性） 健康増進　会員相互の親睦

77 ○ 清水分館 食生活 060701 清水料理愛好会 料理の技術を身に付け生活に活かす　会員相互の親睦

78 ○ 清水分館 食生活 060711 福島市食生活改善推進員協議会 食育推進自主活動、よい食生活普及　健康増進

79 ○ 清水分館 趣味・娯楽 061201 清水囲碁愛好会 囲碁の研究　会員相互の親睦

80 ○ 清水分館 趣味・娯楽 061206 福島ＣＷ愛好会 アマチュア無線のＣＷ（モールス通信）の技術向上

81 ○ 清水分館 交通安全 070903 福島市清水小学区交通安全母の会 交通道徳の向上と交通事故防止
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Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

1 ○ もちずり 女性教育 010408 リラの会 女性団体　会員相互の親睦　地域貢献

2 ○ もちずり 女性教育 010408 うつくしま煌き女子の会 メイク・メンタル・リンパなどでの交流を通した女性の自立

3 ○ もちずり 高齢者教育 010603 もちずり地区老人クラブ連合会 各老人クラブの連絡調整、会員相互の親睦

4 ○ もちずり 郷土史 020701 福島市もちずり地区歴史研究会 地区内の歴史学習

5 ○ もちずり 情報処理 031001 もちずりパソコンクラブ パソコン技術の習得　会員相互の親睦

6 ○ もちずり 芸術・文化一般 040104 福島中央子ども劇場岡山ブロック 子どもたちの体験活動　舞台芸術鑑賞　

7 ○ もちずり 書道 040401 東部書道会 書道の学習　会員相互の親睦

8 ○ もちずり 音楽 040501 エコー・ディ・フィオーレ 合唱音楽を通じた会員相互の親睦　地域貢献

9 ○ もちずり 音楽 040501 Ｔ．Ｓ．アンサンブル 合唱　様々な音楽を知る　音楽技術の向上

10 ○ もちずり 音楽 040501 混声合唱団　メンタル・ハーモニー 音楽技術の向上　人間形成

11 ○ もちずり 音楽 040501 ふくしま「第九」の会 市内の合唱団、一般市民とともに「第九」の演奏活動　音楽文化の向上，街づくり

12 ○ もちずり 音楽 040518 一五一会福島友の会 楽器（一五一会）の演奏と会員相互の親睦　ボランティア活動による地域活性化

13 ○ もちずり 邦楽 040601 文知摺大正琴クラブ 大正琴の練習　健康増進　会員相互の親睦

14 ○ もちずり 舞踏・演劇・演芸 040702 きびたき民踊会 日本舞踊の伝承　会員相互の親睦　健康増進

15 ○ もちずり 文学・文芸 040901 文学のつどい 文学の学習　会員相互の親睦

16 ○ もちずり 文学・文芸 040905 もちずり俳句会 俳句の学習　会員相互の親睦　　　

17 ○ もちずり 茶道・華道 041001 もちずり茶道クラブ 茶道の学習　会員相互の親睦

18 ○ もちずり 茶道・華道 041002 岡山華道愛好会 生け花の技術向上　会員相互の親睦

19 ○ もちずり 郷土芸能 041107 ふる里民謡絆会 民謡の稽古　老人福祉施設等への慰問　会員相互の親睦　地域交流

20 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050203 もちずりジャディスダンスサークル ジャディスの練習　健康増進　会員相互の親睦
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Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

21 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050205 さわやかレクダンスクラブ レクダンスの練習　健康増進　会員相互の親睦

22 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050206 もちずりフラクラブ フラダンスの練習　健康増進　会員相互の親睦

23 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050206 ハワイアンＨｕｌａクラブ マハロ フラダンスの練習　健康増進　会員相互の親睦　

24 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050207 舞鈴光 よさこいを通した心身の健康づくり及び技術の向上

25 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050209 ダンススポーツ・セントラル スポーツダンスの普及　健康増進　会員相互の親睦

26 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050211 Ｎ.Ｋクラブ ダンスの技術向上　

27 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050211 もちずりピーチサークル 健康づくり（ももりん体操）　会員相互の親睦

28 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050211 ひまわり会 ダンスの技術向上、地元イベント参加

29 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050212 もちずり自彊術愛好会 自彊術の練習　健康増進　会員相互の親睦

30 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050213 （公社）日本３Ｂ体操協会 福島北支部 健康体操　スキルアップ研修　勉強会

31 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050213 ３Ｂ体操もちずり教室 ３Ｂ体操　健康増進　会員相互の親睦

32 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050214 ツボ・気功サークル 気功学習　健康増進　会員相互の親睦

33 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050215 福島県武術太極拳協会もちずり教室 太極拳の学習　健康増進　会員相互の親睦

34 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050215 太極拳愛好会　泰山木 太極拳の練習　技術の向上と健康

35 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050216 FeeRhythm ヨガの練習　会員相互の親睦　健康増進

36 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050216 もちづり笑いヨガくらぶ 笑いヨガを通した健康長寿と会員相互の親睦

37 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050216 ヨガ愛好会クラブ ヨガの練習　会員相互の親睦　健康増進

38 ○ もちずり 体操・ダンス・体力づくり 050220 クラップス　福島 地域・市民団体への協力活動 イベント出演や慰問活動

39 ○ もちずり 球技 050401 もちずり卓球クラブ 卓球の練習　健康増進　会員相互の親睦

40 ○ もちずり 武道・格闘技 050506 日本空手協会福島月の輪支部 日本伝統の空手の継承　空手道を通した人間形成
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Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

41 ○ もちずり 武道・格闘技 050506 少林寺拳法福島中央スポーツ少年団 学科・実技を科目表に従い実施。少林寺拳法の正しい普及・振興を図る

42 ○ もちずり 武道・格闘技 050507 福島県　県北居合道部会 居合道の振興　会員相互の親睦交流

43 ○ もちずり ニュースポーツ 050911 （一社）日本スポーツウェルネス吹矢協会　福島あぶくま支部 スポーツ吹矢普及　健康増進　会員相互の親睦

44 ○ もちずり ニュースポーツ 050917 福島市パークゴルフ協会 パークゴルフの普及・振興　会員相互の親睦交流

45 ○ もちずり 育児 060509 クローバーサークル 就学前の幼児の成長援助、親同士の親睦

46 ○ もちずり 趣味・娯楽 061201 もちずり囲碁クラブ 棋力向上　会員相互の親睦

47 ○ もちずり 趣味・娯楽 061202 もちずり将棋愛好会 棋力の向上　会員相互の親睦

48 ○ もちずり 趣味・娯楽 061209 もちずり健康麻雀クラブ 健康マージャンを通じた会員相互の親睦・技術の向上
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Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

1 ○ 北信 青少年教育 010306 ボーイスカウト福島第３団 いろいろな体験活動　青少年健全育成　

2 ○ 北信 高齢者教育 010603 福島市北信地区老人クラブ連合会 会員相互の親睦　健康増進　地域貢献

3 ○ 北信 郷土史 020701 北信歴史クラブ 文化財保護・史跡調査

4 ○ 北信 郷土史 020702 北信古文書研究会 地方文書の解読及び歴史的背景の考察　

5 ○ 北信 情報処理 031001 北信地区パソコンクラブ パソコン学習　健康増進　会員相互の親睦

6 ○ 北信 美術 040202 北信美術 油絵  会員相互の親睦　地域貢献

7 ○ 北信 美術 040209 北信木彫クラブ 木彫製作

8 ○ 北信 書道 040401 北信書道クラブ 書道の練習～上達　会員相互の親睦

9 ○ 北信 書道 040401 書楽会 書道やペン字の練習　会員相互の親睦

10 ○ 北信 書道 040403 北信篆刻クラブ 篆刻　各自の技能向上を目的とする

11 ○ 北信 音楽 040501 コーラスＨＭＣ 混声合唱　会員相互の親睦　地域貢献

12 ○ 北信 音楽 040501 うた声サークル「どんぐり北信」 歌の練習　会員相互の親睦

13 ○ 北信 音楽 040501 ラ・フローラ コーラスの練習　会員相互の親睦

14 ○ 北信 音楽 040504 ふくらギタークラブ クラッシックギター演奏技術の向上　会員相互の親睦

15 ○ 北信 音楽 040507 ニコニコカラオケ愛好会 歌の練習　会員相互の親睦　地域貢献

16 ○ 北信 音楽 040507 レインボー歌謡愛好会 カラオケ

17 ○ 北信 音楽 040517 サックスクラブ福島 サックス演奏，技術の向上，団員の親睦

18 ○ 北信 舞踏・演劇・演芸 040702 藤代流舞踊研究会 新舞踊の研究　地域貢献

19 ○ 北信 映像・画像 040803 北信ビデオカメラ愛好会 ビデオ映像技術　パソコンによる編集技術の習得

20 ○ 北信 文学・文芸 040905 かまつか俳句会　福島支部 俳句実作研修  会員相互の親睦
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21 ○ 北信 文学・文芸 040906 青柳短歌会 短歌創作・鑑賞

22 ○ 北信 茶道・華道 041001 いっぷくの会 お茶の練習　　日本の文和に親しむ

23 ○ 北信 郷土芸能 041102 北信地区芸能協会 地域文化の向上　会員相互の親睦　地域貢献

24 ○ 北信 スポーツ・レクリェーション一般 050102 余目地区体育協会 地区体育協会　健康増進　会員相互の親睦

25 ○ 北信 スポーツ・レクリェーション一般 050102 鎌田地区体育協会 地域体育の振興と地区民の体位向上　親睦

26 ○ 北信 スポーツ・レクリェーション一般 050102 瀬上地区体育協会 地区体育協会　健康増進　会員相互の親睦

27 ○ 北信 スポーツ・レクリェーション一般 050102 矢野目地区体育協会 地区体育協会　健康増進　会員相互の親睦

28 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050201 サンシャインダンスC 社交ダンス　健康増進　会員相互の親睦

29 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050201 サンライフダンス愛好会 社交ダンスの練習練習　健康増進　会員相互の親睦

30 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050202 福島北信フォークダンスクラブ フォークダンスの練習　会員相互の親睦　健康増進

31 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050203 宮代あっぷるジャディス会 ジャディスの練習　健康増進　会員相互の親睦

32 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050205 北信レクダンスクラブ レクダンスを通じて会員の親睦、健康増進をはかる

33 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050205 北信レクダンス・たんぽぽ レクダンス練習　健康増進　会員相互の親睦

34 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050205 サンライフレクダンスクラブ レクダンスの練習　会員相互の親睦

35 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050206 北信フラクラブ フラダンス 会員相互の親睦

36 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050208 さわやか健康ダンスクラブ 健康ダンス　会員相互の親睦　健康増進

37 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050209 ｙｙダンススポーツ ダンススポーツの普及、技術の習得

38 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050212 北信自彊術クラブ 自彊術練習　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

39 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050213 ３Ｂシェイプアップ ３Ｂ体操  会員相互の親睦　地域貢献

40 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050213 フォルチュンヌ３B体操 ３Ｂ体操  会員相互の親睦　

－37－



　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

41 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050215 北信太極拳クラブ 太極拳の技術向上　健康増進　会員相互の親睦

42 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050216 ピラティスヨガサークル「ＩＹＡＳＨＩ」 ピラティスヨガを通して健康な生活をおくる

43 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050216 ピラティスヨガサークル「いやし塾」 ピラティスヨガを通して健康な生活をおくる

44 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050216 ピラティスヨガサークル「Ｐ」 ピラティスヨガを通して健康な生活をおくる

45 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050216 カラダメンテナンスサークル ピラティスエクササイズをメインにした健康維持、増進

46 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050216 ＰＲＡＶＡ ヨガ

47 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050218 さわやかストレッチクラブ ストレッチ体操で健康増進、会員の親睦

48 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050218 ヘルシーひまわりクラブ 体操　　健康増進　会員相互の親睦

49 ○ 北信 体操・ダンス・体力づくり 050218 悠々ストレッチサークル 健康保持増進 　会員相互の親睦

50 ○ 北信 球技 050401 ＭＴクラブ 卓球の技術向上　会員相互の親睦

51 ○ 北信 球技 050401 北信シルバー卓球愛好会 卓球の練習　健康増進　会員相互の親睦

52 ○ 北信 球技 050401 北信ピンポン同好会 卓球の練習　健康増進　会員相互の親睦

53 ○ 北信 球技 050404 福島文化瀬上幼稚園バレーボール部 バレーボールを通しての親睦

54 ○ 北信 球技 050406 福島リトルシニアチーム 小中学生の硬球野球  青少年健全育成

55 ○ 北信 球技 050409 余目・瀬上ミニバスケットボールスポーツ少年団 バスケットボールの技術の向上

56 ○ 北信 武道・格闘技 050506 少林寺拳法　福島瀬上支部 少林寺拳法の練習　人材育成

57 ○ 北信 野外活動・レクリエーション 050801 北登会 登山活動　健康増進　会員相互の親睦

58 ○ 北信 野外活動・レクリエーション 050804 ふくしま歩こう会 歩け歩け運動の普及推進   地域貢献

59 ○ 北信 ニュースポーツ 050917 福島市パークゴルフ協会北信支部 パークゴルフの振興と会員相互の親睦　健康増進

60 ○ 北信 手芸 061006 キルトサークルチェリー キルトの技術向上　会員相互の親睦
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61 ○ 北信 趣味・娯楽 061201 北信地区囲碁クラブ 囲碁の棋力向上と親睦

62 ○ 北信 趣味・娯楽 061202 北信将棋土曜会 将棋の練習　棋力向上　会員相互の親睦　地域貢献

63 ○ 北信 趣味・娯楽 061203 福島マジック研究会 マジック　会員相互の親睦　地域貢献

64 ○ 北信 市民生活一般 070102 植田町睦会 町内会組織活動

65 ○ 北信 市民生活一般 070102 北福島団地親和会 町内会組織活動

66 ○ 北信 ボランティア 070403 手話サークルほくしん 手話を学び、コミュニケーションを図る

67 ○ 北信 ボランティア 070408 福島市北信赤十字奉仕団（マロニエの会） 赤十字活動　施設ボランティア

68 ○ 北信 公衆衛生・精神衛生 070710 福島とんぼグループ ギャンブル依存症に関する学習等
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1 ○ 吉井田 青少年教育 010305 八木田少年会育成会 少年会活動

2 ○ 吉井田 青少年教育 010306 日本宇宙少年団福島分団　きぼう 青少年の健全育成に寄与

3 ○ 吉井田 女性教育 010408 新日本婦人の会　りんご班 女性団体活動

4 ○ 吉井田 成人教育 010505 福島施設部隊OB会 会員の連絡交流、親睦　各種行事への参加

5 ○ 吉井田 成人教育 010505 福島県隊友会　福島支部 市民の自衛隊に対する認識と理解を深める。会員の連絡交流、親睦　

6 ○ 吉井田 学校教育 010713 福島わかくさ幼稚園家庭科クラブ 幼稚園ＰＴＡ活動

7 ○ 吉井田 学校教育 010720 福島国語研究会 より豊かで確かな日本語を身に付けさせる

8 ○ 吉井田 郷土史 020701 吉井田歴史愛好会 郷土史研究・保護　地域貢献

9 ○ 吉井田 芸術・文化一般 040104 福島南子ども劇場　吉井田ブロック 芸術鑑賞　子供達の健全育成

10 ○ 吉井田 美術 040203 日本画葦の会 日本画創作の研修し芸術文化の発展と親睦

11 ○ 吉井田 工芸 040308 よしいだつるし雛の会 つるし雛の制作　会員相互の親睦交流

12 ○ 吉井田 工芸 040310 アメリカン３-Ｄアートクラブ アメリカン３-Ｄアートの制作  会員相互の親睦　

13 ○ 吉井田 書道 040401 吉井田書道クラブ 書道の練習　会員相互の親睦　地域貢献

14 ○ 吉井田 音楽 040501 合唱団「なぎ」 混声合唱を通じた健康づくり、老化防止、地域活動

15 ○ 吉井田 音楽 040501 吉井田コーラス教室 歌（コーラス）の練習　　地域貢献

16 ○ 吉井田 音楽 040511 吉井田ハーモニカ愛好会 ハーモニカの練習

17 ○ 吉井田 音楽 040521 ふくしまジェンベ　ゆんたく会 アフリカ民族音楽（ジェンベ：太鼓）の練習と普及

18 ○ 吉井田 邦楽 040601 大正琴さつき会 大正琴の練習　会員相互の親睦　地域貢献

19 ○ 吉井田 邦楽 040604 福島恒謡会 伝統文化の学習　後継者育成　会員相互の親睦

20 ○ 吉井田 邦楽 040605 石楠花吟詠会 日本文化の創造と発展に寄与
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21 ○ 吉井田 邦楽 040605 福島岳風会男子プロジェクトチーム 詩吟の大会への参加　代表選手の育成

22 ○ 吉井田 邦楽 040605 福島岳風会女子プロジェクト 詩吟

23 ○ 吉井田 邦楽 040610 和のひびき・夢弦大 三味線・民謡・唄　会員相互の親睦

24 ○ 吉井田 茶道・華道 041001 吉井田茶道クラブ 茶道の点前と交流を深める

25 ○ 吉井田 郷土芸能 041102 吉井田地区芸能団体協議会 芸能文化振興中枢機能、普及振興と向上発展

26 ○ 吉井田 郷土芸能 041104 方木田稲荷太鼓 子どもたちの太鼓に関する興味や技術を高める　地域貢献

27 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050201 ハッピーミーティング スコットランド地方のダンスの練習　健康増進　会員相互の親睦

28 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050204 吉井田エアロビクスクラブ エアロビクスの練習　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

29 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050205 国体レクダンス レクダンスの練習・発表

30 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050205 吉井田レクダンス レクダンスの練習　会員相互の親睦

31 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050206 スタイル・オブ・フラクイ フラダンスの練習

32 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050209 ハッピーリターンズ ダンススポーツの練習　普及　健康増進　会員相互の親睦

33 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050209 ＭＫＷ 様々な体育活動を通した地域づくり、健全育成

34 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050209 福島車いすダンスの会 車いす利用の障がい者と健常者が組んでのダンスを踊る。

35 ◯ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050212 自彊術体操ビビアン 自彊術を通して健康増進を図る

36 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050212 吉井田自彊術愛好会 自彊術を通して健康増進を図る

37 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050213 ３Ｂひまわり 健康増進及び会員の親睦を深める

38 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050215 吉井田太極拳クラブ 太極拳の練習　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

39 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050215 全拳協ふくしま太極拳愛好会 太極拳の習得　会員相互の親睦　地域貢献

40 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050216 福島ラフタークラブ ラフターヨガを通した心身の健康の向上
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41 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050216 健康ヨーガ ヨガの習得　体力向上健康増進　会員相互の親睦

42 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050216 ピラティスサークル　たらも 健康維持・体力増進・シェイプアップ

43 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050216 福島＿かえる舎∞ 健康維持・体力増進・シェイプアップ

44 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050218 ルシア 健康増進　会員同士の親睦

45 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050218 健美体サークル 健康な身体作り・骨盤体操・ストレッチ等

46 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050218 マーガレット健康クラブ 体操・ダンスの練習　心身の健康　会員相互の親睦交流

47 ○ 吉井田 体操・ダンス・体力づくり 050218 吉井田元気クラブ 運動を通した健康維持

48 ○ 吉井田 球技 050401 フレンド会 ラージ球練習　健康増進　親睦交流

49 ○ 吉井田 球技 050401 レモンクラブ 卓球の技能向上　健康増進　会員相互の親睦　

50 ○ 吉井田 球技 050401 マーブル 卓球愛好家の技能向上　会員相互の親睦　地域貢献

51 ○ 吉井田 球技 050401 吉井田地区体育協会（卓球） 卓球の練習

52 ○ 吉井田 球技 050401 ラブ・オール 卓球の技能向上　健康増進　会員相互の親睦　

53 ○ 吉井田 球技 050401 Ｗｉｎｇ卓球クラブ 卓球の練習　健康維持　日々の生活に張り合いを見つける

54 ○ 吉井田 球技 050403 ホワイトリリーズ バドミントンの練習　会員相互の親睦

55 ○ 吉井田 球技 050406 岳陽中学校野球部保護者会 野球部の支援　会員相互の親睦

56 ○ 吉井田 球技 050407 吉井田サッカースポーツ少年団 サッカーを通して心身を鍛える　異年齢交流

57 ◯ 吉井田 球技 050410 あおさクラブ バレーボール。バドミントン、その他軽運動

58 ○ 吉井田 球技 050411 福島少年ラグビースクール 少年ミニラグビーの練習

59 ○ 吉井田 武道・格闘技 050504 福島県県北相撲協会 相撲道を通じた心身の鍛錬，スポーツ精神の涵養，相撲道の振興

60 ○ 吉井田 武道・格闘技 050506 糸洲会 空手道の修行、練習　地域貢献
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61 ○ 吉井田 武道・格闘技 050507 方木田居合道クラブ 居合いの練習　会員相互の親睦

62 ○ 吉井田 ニュースポーツ 050907 福島市ゲートボール協会 ゲートボールの普及振興、心身の健康づくり、地域貢献

63 ○ 吉井田 ニュースポーツ 050911 パーフェクト吹矢クラブ 吹矢の練習　健康増進　会員相互の親睦

64 ○ 吉井田 家庭生活一般 060103 福島友の会 家庭生活の向上

65 ○ 吉井田 育児 060504 ぶっくしま　ふくしま 絵本を自由な発想で楽しむための研修とイベント開催

66 ○ 吉井田 育児 060509 吉井田まみい広場 ０～３歳児　育児相談・交流ができる場

67 ○ 吉井田 育児 060509 ポレポレサークル 親子ふれあい教室

68 ○ 吉井田 育児 060509 ハナハハOHANA 親子で行うスキンシップ　親子のふれあい

69 ○ 吉井田 衣生活 060603 吉井田装いの道　愛好会 着物の着付け　

70 ○ 吉井田 食生活 060701 コスモスの会 健康料理の研究

71 ○ 吉井田 食生活 060705 福島手打そば研究会 そばうち技術の研鑽　会員相互の親睦　地域貢献

72 ○ 吉井田 食生活 060711 ヘルスメイト吉井田 食生活改善運動　健康増進と体力増強

73 ○ 吉井田 趣味・娯楽 061201 吉井田囲碁クラブ 囲碁・将棋の練習  会員相互の親睦

74 ○ 吉井田 医療・社会福祉 070301 福島医療生協　吉井田支部 健康増進啓発活動

75 ○ 吉井田 ボランティア 070406 要約筆記「ふくしま」 要約筆記活動を通して聴覚障がい者の社会参加と福祉向上を目的とする。

76 ○ 吉井田 国際理解・協力・交流 070501 福島中国伝統文化愛好会 中国と福島の相互理解・友好親善

77 ○ 吉井田 医療・社会福祉 070704 特定非営利活動法人ビーンズふくしま 様々な生きづらさを抱えた子ども・若者の支援

78 ○ 吉井田 医療・社会福祉 070707 短期療法を学ぶ会・福島 カウンセリングの研修・事例研究・支援活動

79 ○ 吉井田 環境保護・防災 070801 ふるさとの川・荒川づくり協議会 自然と人間の共存繁栄　諸団体・機関と連携

80 ○ 吉井田 交通安全 070903 吉井田交通安全母の会 交通安全啓発活動
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Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

1 ○ 西 青少年教育 010305 福島市少年会育成会　西ブロック連絡協議会 育成会活動と連絡調整

2 ○ 西 青少年教育 010305 荒井県営団地子供会 子どもたちの主体的な活動と健全育成

3 ○ 西 青少年教育 010305 佐倉少年会育成会 児童・生徒の校外での生活善導

4 ○ 西 青少年教育 010305 荒井子ども会育成会 少年会育成会

5 ○ 西 女性教育 010405 福島市荒井地区婦人会 婦人団体、家庭・社会生活に必要な能力向上

6 ○ 西 女性教育 010405 佐倉婦人会 婦人団体、地域づくり、高齢者への愛の実践活動

7 ○ 西 女性教育 010406 ふくしま未来農業協同組合女性部　福島地区佐倉支部 婦人団体、食と安全のための学習

8 ○ 西 高齢者教育 010605 荒井福寿会 健康で楽しく暮らせる地域環境をつくる

9 ○ 西 高齢者教育 010605 西地区老人クラブ連合会 健康と福祉の向上

10 ○ 西 学校教育 010714 福島市立佐倉小学校ＰＴＡ ＰＴＡ活動、委員会の会議

11 ○ 西 学校教育 010715 西信中学校課外活動後援会 課外活動後援会、対外活動へ物心両面から後援

12 ○ 西 学校教育 010715 福島市立西信中学校父母と教師の会 ＰＴＡ、生徒の健全育成と中学校教育の充実を図る

13 ○ 西 郷土史 020701 西福島郷土史愛好会 郷土の歴史・民俗行事・文化財の学習　愛郷心の育成

14 ○ 西 美術 040203 福島西部日本画愛好会 日本画の研修を通して、地域文化に寄与

15 ○ 西 工芸 040308 西つるし雛クラブ つるし雛の製作技術の向上と会員相互の親睦交流

16 ○ 西 音楽 040504 西ギタークラブ ギターの演奏技術習得、会員相互の親睦・交流

17 ○ 西 音楽 040506 西童謡の会 童謡、唱歌、叙情曲などの練習　会員相互の親睦　地域貢献

18 ○ 西 音楽 040507 佐原歌謡愛好会 他団体との交流　歌を楽しむ　

19 ○ 西 邦楽 040602 （三味線）　藤の会 三味線の研鑚　会員相互の親睦　文化の向上発展への貢献

20 ○ 西 茶道・華道 041001 茶の湯クラブ 茶の道を通して心の修養と親睦
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Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

21 ○ 西 郷土芸能 041101 西地区芸能団体連絡協議会 芸能文化の普及、地区発表会開催

22 ○ 西 スポーツ・レクリェーション一般 050102 福島市佐倉地区体育協会 体育協会　体育レクの普及振興

23 ○ 西 スポーツ・レクリェーション一般 050102 福島市荒井地区体育協会 体育・レクの普及振興、心身の健全発達

24 ○ 西 体操・ダンス・体力づくり 050205 西レクリェーションダンスクラブ レクダンス、健康増進とコミュニケーション

25 ○ 西 体操・ダンス・体力づくり 050205 西さくらレクダンスクラブ 健康増進　　会員相互の親睦

26 ○ 西 体操・ダンス・体力づくり 050212 西自彊術クラブ 自彊術で健康増進、　会員相互の親睦　地域の文化の向上

27 ○ 西 体操・ダンス・体力づくり 050218 西地区元気アップサークル 健康と元気のために仲間と共に活動する

28 ○ 西 球技 050401 西ラージ 卓球を通して会員の健康増進と会員相互の親睦

29 ○ 西 球技 050403 シャトルＡチーム バドミントンの練習　健康増進　会員相互の親睦

30 ○ 西 球技 050403 バドミントンサークル　Ｐｉｎｋ 会員相互の親睦・交流、体力づくり

31 ○ 西 球技 050404 西SVC ソフトバレーボールを通し会員相互の親睦を図り、地域貢献、健康促進に努める。

32 ○ 西 球技 050407 荒井サッカースポーツ少年団 サッカー　スポーツ少年団　青少年健全育成

33 ○ 西 球技 050409 荒井ミニバスケットボールスポーツ少年団後援会 青少年健全育成　　会員相互の親睦

34 ○ 西 武道・格闘技 050501 梅後剣道スポーツ少年団 剣道の練習　青少年健全育成

35 ○ 西 武道・格闘技 050506 福島空手倶楽部（ＦＡＫＣ） 空手の練習練習　会員相互の親睦

36 ○ 西 ニュースポーツ 050911 西の里吹矢クラブ スポーツ吹矢の技術向上と会員相互の親睦

37 ○ 西 ニュースポーツ 050911 あづま吹矢クラブ スポーツ吹矢を通した健康増進

38 ○ 西 育児 060504 西地区子どもと本をつなぐ　たんぽぽの会 子育てサークルで「お話し会」本の楽しさを伝える

39 ○ 西 食生活 060710 スローフード福島 食育活動　生産者保護

40 ○ 西 食生活 060711 福島市食生活改善推進員協議会 食を通して、生涯における健康づくり
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Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

41 ○ 西 手芸 061002 西棒針サークル 手編みの基礎から上級まで　会員相互の親睦　健康増進

42 ○ 西 趣味・娯楽 061201 西方部囲碁・将棋クラブ 囲碁将棋、研修と普及活動

43 ○ 西 趣味・娯楽 061209 西健康麻雀クラブ 健康麻雀を通して脳の活性化を図る

44 ○ 西 市民生活一般 070102 荒井県営町内会 相互の親睦交流　福利厚生

45 ○ 西 医療・社会福祉 070308 楽しく語ろう会西の会 身体障がい者･高齢者との交流、助け合い

46 ○ 西 交通安全 070902 福島地区交通安全協会　佐倉支部 西地区内交通安全運動

47 ○ 西 交通安全 070903 福島市荒井交通安全母の会 地域から交通災害をなくし明るい家庭、地域づくりを推進する
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Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

1 ○ 信陵 女性教育 010405 新婦人　たんぽぽクラブ 子育て　家族の健康　食の安全　暮らしと平和などを学習し助け合う

2 ○ 信陵 高齢者教育 010603 信陵地区老人クラブ連合会 健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

3 ○ 信陵 学校教育 010713 認定こども園今、ここ。笹谷　福島文化笹谷幼稚園ＰＴＡ 幼児の健全育成　教養を高め親交を深める

4 ○ 信陵 学校教育 010713 福島市立笹谷幼稚園父母と教師の会 会員相互の親睦交流

5 ○ 信陵 政治・経済・法律 020309 笹谷・大笹生九条の会 日本憲法の学習

6 ○ 信陵 民俗・習慣・文化財 020603 大笹生・笹谷文化財保存会 文化財の保護・活用　文化財の調査研究他

7 ○ 信陵 情報処理 031001 信陵パソコンクラブ パソコン練習　会員相互の親睦　地域貢献

8 ○ 信陵 芸術・文化一般 040104 福島西子ども劇場笹谷ブロック 芸術鑑賞と子どもの健全育成

9 ○ 信陵 美術 040202 笹谷絵画クラブ 油絵の練習　会員相互の親睦　地域貢献

10 ○ 信陵 美術 040205 笹谷切り絵愛好会 切り絵の練習　会員相互の親睦　地域貢献

11 ○ 信陵 音楽 040502 フィール・ウインド・オーケストラ 吹奏楽の練習　各種イベント参加　地域貢献

12 ○ 信陵 音楽 040502 福島ウインドアンサンブル 楽器演奏と地方文化の向上

13 ○ 信陵 音楽 040506 信陵”日本の心を歌う会” 叙情歌、童謡、懐メロの練習　　会員相互の親睦　　地域貢献

14 ○ 信陵 音楽 040506 信陵童謡の会 童謡の練習　健康増進　会員相互の親睦

15 ○ 信陵 音楽 040507 スタジオひばり信陵教室 カラオケの練習と健康増進、会員相互の親睦

16 ○ 信陵 邦楽 040605 福島岳風会信陵吟詠会 詩吟の練習　健康増進　会員相互の親睦　　地域貢献

17 ○ 信陵 映像・画像 040801 ひまわりフォトクラブ 撮影会及び講習会　写真技術の向上　会員相互の親睦

18 ○ 信陵 映像・画像 040801 信陵写真クラブ 技術の向上、写真文化の発展に寄与　会員相互の親睦

19 ○ 信陵 茶道・華道 041001 Ｔｅａ倶楽部 茶道など伝統文化を学ぶ

20 ○ 信陵 茶道・華道 041002 いけ花ささゆり会 いけ花の練習　会員相互の親睦
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Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

21 ○ 信陵 郷土芸能 041102 信陵地区芸能協会 芸能団体の支援活動

22 ○ 信陵 郷土芸能 041107 民謡福島しゃくなげ 会員相互の親睦　情緒豊かな民謡の研究　地域貢献

23 ○ 信陵 郷土芸能 041107 堀内流民謡秀月会あけぼの支部 郷土民謡の正しい唄い方の研究と保存普及

24 ○ 信陵 郷土芸能 041108 あづま勇舞伝心 沖縄民俗舞踊“エイサー”を通して心身の健康増進

25 ○ 信陵 郷土芸能 041110 福島阿波おどり　悠粋連 阿波おどり(支所大会議室　木曜１８：００～２１：００)

26 ○ 信陵 体操・ダンス・体力づくり 050201 はつらつスポーツダンス愛好会 社交ダンスの練習　健康増進　会員相互の親睦

27 ○ 信陵 体操・ダンス・体力づくり 050201 信陵ダンススポーツクラブ 社交ダンスの練習　健康増進　会員相互の親睦

28 ○ 信陵 体操・ダンス・体力づくり 050205 信陵ひまわりレクダンスクラブ レクリエーションダンスの練習　健康増進　会員相互の親睦

29 ○ 信陵 体操・ダンス・体力づくり 050205 福島レクダンス研究会 レクリエーションダンスの練習　健康増進　会員相互の親睦

30 ○ 信陵 体操・ダンス・体力づくり 050206 フラ・ピーチ フラダンスの演習　健康増進　会員相互の親睦　　地域貢献

31 ○ 信陵 体操・ダンス・体力づくり 050206 親子フラサークル・ルアナ フラダンスの練習　会員相互の親睦

32 ○ 信陵 体操・ダンス・体力づくり 050206 信陵フラクラブ フラダンスの演習　健康増進　会員相互の親睦　　地域貢献

33 ○ 信陵 体操・ダンス・体力づくり 050210 ファンキーレディース 踊り　健康増進　会員相互の親睦

34 ○ 信陵 体操・ダンス・体力づくり 050213 さわやか３Ｂサークル ３Ｂ体操・健康体操

35 ○ 信陵 体操・ダンス・体力づくり 050213 信陵３Ｂ体操サークル ３Ｂ体操の練習 　健康増進　会員相互の親睦

36 ○ 信陵 体操・ダンス・体力づくり 050215 笹谷太極拳愛好会 太極拳の練習 　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

37 ○ 信陵 体操・ダンス・体力づくり 050216 笹谷ヨーガサークル愛好会 ヨーガの練習　健康増進　会員相互の親睦

38 ○ 信陵 体操・ダンス・体力づくり 050218 ハートフル体操＆ラジオ体操クラブ ハートフル体操、ラジオ体操、みんなの体操による健康づくり

39 ○ 信陵 体操・ダンス・体力づくり 050218 未来ラジオ体操研究会 ラジオ体操による健康づくり

40 ○ 信陵 体操・ダンス・体力づくり 050218 毎日元気！はつらつひろば 介護予防健康体操
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Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

41 ○ 信陵 球技 050401 卓球ラージクラブ 卓球の練習　健康増進　会員相互の親睦

42 ○ 信陵 球技 050401 笹谷ママさん卓球クラブ 卓球の練習　健康増進　会員相互の親睦

43 ○ 信陵 球技 050402 笹谷テニスクラブ テニスの練習   健康増進　会員相互の親睦

44 ○ 信陵 球技 050402 十六沼テニスクラブ テニスの練習　健康増進　会員相互の親睦

45 ○ 信陵 球技 050402 信陵バウンドテニスクラブ バウンドテニスの技術習得と会員相互の親睦

46 ○ 信陵 球技 050403 デンジャラス バドミントンによる交流、体力づくり

47 ○ 信陵 球技 050403 信陵バドミントンクラブ バドミントンの練習　健康増進　会員相互の親睦

48 ○ 信陵 球技 050407 福島県県北サッカー協会審判委員会 サッカー審判員及びインストラクターの育成

49 ○ 信陵 球技 050407 ＦＣグランツ笹谷 サッカーを通した健全育成

50 ○ 信陵 武道・格闘技 050501 笹谷剣友会スポーツ少年団 心と体を剣道というスポーツを通して学ぶ

51 ○ 信陵 武道・格闘技 050506 拳和会館福島支部保護者会 空手の練習、保護者会、総会等

52 ○ 信陵 野外活動・レクリエーション 050801 山楽会 登山を通して健康増進と会員相互の親睦

53 ○ 信陵 ニュースポーツ 050902 福島市グラウンド・ゴルフ協会 市内加盟団体の統括、グラウンドゴルフの普及振興 健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

54 ○ 信陵 ニュースポーツ 050910 信陵ユニカールクラブ ユニカールを通じた健康維持増進と相互親睦

55 ○ 信陵 ニュースポーツ 050910 信陵ボッチャクラブ ボッチャを通じた健康維持増進と相互親睦

56 ○ 信陵 ニュースポーツ 050911 吹矢信陵クラブ スポーツ吹矢を通して心身の健康保持・親睦

57 ○ 信陵 ニュースポーツ 050917 信陵パークゴルフクラブ パークゴルフ競技の技術向上　大会への参加　会員間の親睦

58 ○ 信陵 家庭生活一般 060101 あいわす 家庭生活・イキイキと楽しく生きる

59 ○ 信陵 食生活 060704 信陵家庭薬膳クラブ 家庭薬膳で健康増進  会員相互の親睦

60 ○ 信陵 食生活 060704 中国野菜同好会 健康と幸福の増進
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Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

61 ○ 信陵 手芸 061011 たのしみ会 家にこもりがちな高齢者と手芸やお茶の飲み、雑談

62 ○ 信陵 趣味・園芸 061101 大笹生盆栽愛好会 盆栽の技術向上、会員相互の親睦

63 ○ 信陵 趣味・娯楽 061201 北碁友会 囲碁の練習　　会員相互の親睦　　地域貢献

64 ○ 信陵 趣味・娯楽 061202 信陵将棋クラブ 将棋の練習

65 ○ 信陵 趣味・娯楽 061209 コントラクト・ブリッジ愛好会 コントラクト・ブリッジの普及と講習、実践

66 ○ 信陵 趣味・娯楽 061209 信陵健康ジャンクラブ 「飲まない」「吸わない」「賭けない」～健康麻雀

67 ○ 信陵 コミュニティ 070201 商工信陵会 信陵夏祭り　地域貢献活動
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　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

1 ○ 飯坂 生涯学習 010106 ワールドシチズンフォーラム 人間の「美徳」と世界の「平和」を考える

2 ○ 飯坂 女性教育 010405 飯坂婦人会 婦人の教養を高め、家庭生活の向上　親睦　　地域貢献

3 ○ 飯坂 女性教育 010408 新日本婦人の会福島支部　飯坂班 研修と親睦、健全な地域社会の発展に寄与

4 ○ 飯坂 高齢者教育 010603 飯坂寿会連合会 単位寿会の連絡協調　健康維持・親睦

5 ○ 飯坂 学校教育 010715 福島市立西根中学校父母と教師の会 父母と教師の会

6 ○ 飯坂 郷土史 020701 福島の歴史と文化を学ぶ会 福島の歴史と文化、地理や風土について分かりやすく指導できる人材の育成

7 ○ 飯坂 郷土史 020704 飯坂町史跡保存会 飯坂町全域の史跡・文化財の調査研究、保存顕彰

8 ○ 飯坂 情報処理 031001 パソコンクラブ☆ＰｅａＣｈ！ パソコン学習  地域貢献

9 ○ 飯坂 芸術・文化一般 040104 福島西子ども劇場飯坂ブロック 児童文化の創造・発展　友情と自主性・創造性を育む

10 ○ 飯坂 美術 040201 いいざか絵友クラブ 絵画の制作　野外写生会　懇親会

11 ○ 飯坂 美術 040209 木彫クラブ 木彫制作と発表

12 ○ 飯坂 美術 040210 パステルアートＧＲＡＮＴＡ 指で絵を描くパステルアートの会

13 ○ 飯坂 美術 040216 花もも絵手紙クラブ 絵手紙の学習と会員相互の親睦

14 ○ 飯坂 工芸 040301 七陶会 陶芸を通して、地域社会への貢献 　会員相互の親睦

15 ○ 飯坂 工芸 040303 飯坂染色クラブ 藍染・レンジ染の研究・制作、技術の向上

16 ○ 飯坂 書道 040401 如月書道会 書道教室

17 ○ 飯坂 音楽 040501 スマイルｄｅコーラス コーラスを通した心身の健康　会員相互の親睦

18 ○ 飯坂 音楽 040501 飯坂婦人会　コーラスサルビア コーラスの美しいハーモニーを楽しむ親睦

19 ○ 飯坂 音楽 040501 飯坂歌唱の会 歌唱と童謡　健康増進　会員相互の親睦

20 ○ 飯坂 音楽 040507 みちのくカラオケ愛好会 カラオケを通して心身の健康増進と会員相互の親睦を図る
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　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

21 ○ 飯坂 邦楽 040602 津軽三味線「むらさきの会」 津軽三味線演奏技術の向上と会員相互の親睦

22 ○ 飯坂 邦楽 040602 じょんから　いいざか 技術の習得　会員相互の親睦　地域貢献

23 ○ 飯坂 邦楽 040605 福島岳風会福島支部  平野吟友会 詩吟　心身の鍛練　人格形成

24 ○ 飯坂 邦楽 040605 中野詩吟会教場 詩吟の練習　健康増進　会員相互の親睦　　地域貢献

25 ○ 飯坂 邦楽 040610 やさしいしの笛 しの笛、和楽器の学習　

26 ○ 飯坂 舞踏・演劇・演芸 040702 響扇会 日本舞踊の学習

27 ○ 飯坂 舞踊・演劇・演芸 040702 菊扇会 舞踊の練習、仲間作り

28 ○ 飯坂 舞踊・演劇・演芸 040702 舞踊教室　春の会 舞踊を生涯学習とし、地域社会に貢献　　会員相互の親睦

29 ○ 飯坂 映像・画像 040801 フォトクラブ・Ｔ 良い作品作りのための研鑚　会員相互の親睦

30 ○ 飯坂 文学・文芸 040906 飯坂短歌会 短歌創作・鑑賞　　会員相互の親睦

31 ○ 飯坂 文学・文芸 040912 朗読の会　ひまわり 正しい美しい日本語を学び、朗読奉仕

32 ○ 飯坂 茶道・華道 041001 飯坂茶道教室 お茶の作法を通して美の鑑賞と礼儀作法を学ぶ　会員相互の親睦

33 ○ 飯坂 茶道・華道 041001 茶道クラブ　爽和会 茶道を通して日本文化の真髄探求

34 ○ 飯坂 茶道・華道 041002 草月流福島県支部県北地区役員会 華道を通して地域の文化活動に貢献する　技術向上と親睦を図る

35 ○ 飯坂 茶道・華道 041010 和交会 茶道・華道の技術・修養の向上　親睦

36 ○ 飯坂 郷土芸能 041102 飯坂町芸能協会 各種芸能団体の連絡調整、文化振興

37 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050203 飯坂マーチジャディス会 健康ダンス・ジャディス　健康づくり　会員相互の親睦

38 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050204 飯坂エアロビクスクラブ エアロビクス　健康増進　会員相互の親睦

39 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050205 飯坂婦人会　健康ダンスクラブ 軽い体操とレクダンスの練習　　会員相互の親睦

40 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050205 飯坂レクダンスクラブ レクリエーションダンス　健康増進　会員相互の親睦
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　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

41 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050205 平野レクダンスクラブ レクリエーションダンス　健康増進　会員相互の親睦

42 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050205 飯中レクダンスクラブ レクリエーションダンス　会員相互の親睦

43 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050205 ふれあいレクダンス レクリエーションダンス　健康増進と仲間づくり

44 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050206 飯坂フラクラブ フラダンス普及・振興　楽しい活力ある地区作り

45 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050206 マカラプア フラダンスを通した健康増進と交流

46 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050209 飯坂ダンススポーツ研究会 ダンススポーツの舞踏技術の研究　親睦

47 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050210 サークルＺＵＭＢＡ 日頃の運動不足を解消，健康増進　会員相互の交流

48 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050212 自疆術体操クラブ 自疆術　健康増進　会員相互の親睦

49 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050212 自彊術 しゃくなげ 自疆術　健康増進　会員相互の親睦

50 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050212 自疆術教室「ゆらりら」 自疆術　健康増進　会員相互の親睦

51 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050212 飯坂自彊術クラブ 自疆術　健康増進　会員相互の親睦

52 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050213 飯坂３Ｂ体操クラブ ３Ｂ体操・健康の輪、心の輪　体力・健康作り

53 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050213 平野３Ｂ体操クラブ ３Ｂ体操・技術の向上　心の輪、健康の輪を広げる

54 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050214 中野気功サークル 気功を通して心身健康増進 親睦

55 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050215 太極拳サークルはなもも 太極拳　心身の健康増進　会員相互の親睦

56 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050215 あすなろクラブ 太極拳　心身の健康増進　会員相互の親睦

57 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050215 飯坂太極拳愛好会 太極拳　心身の健康増進　会員相互の親睦

58 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050215 太極拳ひまわり 気功を通して心身健康増進 親睦

59 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050216 サークル・ルーシーダットン ルーシーダットン（タイ式ヨガ）で健康増進　親睦交流

60 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050216 プチ★トマト ピラティス　軽運動による健康維持・体力増強
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　「学習センター別」登録団体

Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

61 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050218 健康体操「すみれ会」 健康増進、会員相互の親睦

62 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050218 健康体操セラバンド教室 セラバンド体操を通した健康維持、生活習慣予防

63 ○ 飯坂 体操・ダンス・体力づくり 050218 さわやか健康クラブ 健康体操　健康増進　会員相互の親睦

64 ○ 飯坂 球技 050401 飯坂体協卓球部 卓球活動の推進　卓球を通した親睦交流

65 ○ 飯坂 球技 050401 平野体協卓球部 卓球活動の推進　各種大会への参加

66 ○ 飯坂 球技 050401 平野卓球スポーツ少年団 卓球の練習，大会参加，健全育成

67 ○ 飯坂 球技 050404 Y'ｓクラブ バレーボールを通した世代を超えた交流と健全育成

68 ○ 飯坂 球技 050404 福島市ソフトバレーボール連盟 ソフトバレーボールの振興と各団体の連携

69 ○ 飯坂 球技 050404 Futures スポーツ少年団 バレーボールを通じて少年団の健全育成

70 ○ 飯坂 球技 050404 湯野バレーボールスポーツ少年団 バレーボールを通じた小学生の指導，健全育成

71 ○ 飯坂 球技 050405 飯坂ソフトボールスポーツ少年団 スポーツを通じて少年団の健全育成

72 ○ 飯坂 球技 050409 信陵バスケットボールクラブ バスケットボ－ルを通した青少年の心身の健全育成

73 ○ 飯坂 球技 050409 平野バスケットボールスポーツ少年団 バスケットボールスポーツ少年団

74 ○ 飯坂 球技 050409 笹谷ミニバスケットボールスポーツ少年団 ミニバスケットボールスポーツ少年団

75 ○ 飯坂 球技 050410 福島市中野地区スポーツ少年団 青少年の心身の健全育成

76 ○ 飯坂 武道・格闘技 050506 飯坂中国拳法愛好会 中国拳法の技術の向上　会員相互の親睦交流

77 ○ 飯坂 武道・格闘技 050506 錬武会　飯坂支部 空手の練習　　

78 ○ 飯坂 野外活動・レクリエーション 050801 飯坂山行会 登山活動技術習得　健康増進　会員相互の親睦

79 ○ 飯坂 ニュースポーツ 050902 飯坂体協グランド・ゴルフ部 グランドゴルフを通した会員相互の交流と親睦

80 ○ 飯坂 ニュースポーツ 050908 福島市バウンドテニス協会　 バウンドテニスの普及　地域貢献

81 ○ 飯坂 ニュースポーツ 050911 福島スマイル吹矢 Ｓ・Ｗ 吹矢を通した地域住民の心身の健康増進と生きがいづくり
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Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

82 ○ 飯坂 ニュースポーツ 050911 福島県スポーツウエルネス吹矢協会福島いいざか支部 スポーツ吹矢による健康増進　会員相互の親睦交流

83 ○ 飯坂 ニュースポーツ 050917 福島市パークゴルフ協会飯坂支部 パークゴルフの普及振興　会員相互の親睦交流

84 ○ 飯坂 ニュースポーツ 050917 飯坂パークゴルフクラブ パークゴルフを通した地域間交流と会員の健康増進

85 ○ 飯坂 家庭医学 060311 飯坂保健委員会 自分や家族、地域貢献の健康づくり推進

86 ○ 飯坂 育児 060509 飯坂あひるっこ広場 子育て支援事業　会員の研修　情報交換

87 ○ 飯坂 育児 060509 親子リズム教室 親子で行うリトミック　親子のふれあい

88 ○ 飯坂 食生活 060701 飯坂料理愛好会 料理の技術を身に付け、生活に活かす　会員相互の親睦

89 ○ 飯坂 食生活 060704 ＭＯＡ飯坂 自然の食と農の普及

90 ○ 飯坂 食生活 060705 そば打ち体験道場練習会 そば打ち技術の向上と会員相互の親睦

91 ○ 飯坂 食生活 060711 福島市食生活改善推進員協議会 地域の食生活改善による健康づくり普及啓発

92 ○ 飯坂 手芸 061002 えん 手芸や編み物などを通した会員相互の親睦・融和

93 ○ 飯坂 趣味・娯楽 061201 飯坂囲碁愛好会 囲碁将棋の普及と親睦

94 ○ 飯坂 趣味・娯楽 061202 飯坂町将棋愛好会 囲碁将棋の普及と親睦

95 ○ 飯坂 趣味・娯楽 061209 飯坂健康ジャンクラブ 「飲まない」「吸わない」「賭けない」～健康麻雀

96 ○ 飯坂 市民生活一般 070102 大滝会 大滝出身者・支援者間の相互親睦、情報交換

97 ○ 飯坂 コミュニティ 070202 飯坂警友会 社会への奉仕活動（警察活動へ協力）親睦

98 ○ 飯坂 コミュニティ 070202 安心・安全ネットワーク平野 地域の生活課題の多様化、複雑化に対応した連携協働の取り組み

99 ○ 飯坂 医療・社会福祉 070303 ｆｒｅｅ　Wｉｎｇ 音楽療法を通じた仲間づくり

100 ○ 飯坂 医療・社会福祉 070304 NPO法人　Heartis 自殺の無い社会づくりへの寄与、支援事業

101 ○ 飯坂 医療・社会福祉 070308 福島市視覚障がい者福祉協会 技能研修活動、福祉向上　会員相互の親睦

102 ○ 飯坂 医療・社会福祉 070310 絆の会 生活の中で起こる試練への解決法を話合います。読書会やビデオでの学習会も行います。
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103 ○ 飯坂 外国語 070608 まだん 韓国語会話講座

104 ○ 飯坂 交通安全 070904 飯坂かめさんクラブ 幼児交通安全教室　生命の尊さ　思いやりの心
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1 ○ 松川 青少年教育 010306 ボーイスカウト福島第５団 青少年健全育成

2 ○ 松川 女性教育 010406 ＪＡふくしま未来女性部　松川支部 女性の地位向上　すこやかな家庭生活の実現

3 ○ 松川 成人教育 010503 全建総連　福島建設ユニオン第３支部 地域の住まいの向上・技術向上

4 ○ 松川 高齢者教育 010608 ほっとひといき共生仲間の会 食に関する学習・ハイキング等　親睦交流

5 ○ 松川 政治・経済・法律 020304 憲法九条をまもる松川町民の会 「憲法九条をまもる」様々な活動を行う

6 ○ 松川 民俗・習慣・文化財 020603 福島市松川町文化財保存会 文化財の理解・保存

7 ○ 松川 民俗・習慣・文化財 020604 まつかわ民話の会 地域民話の採話　伝承

8 ○ 松川 工芸 040311 松川七宝焼愛好会 七宝焼の制作を通じて会員相互の親睦を図る

9 ○ 松川 音楽 040501 まつかわ愛唱歌サークル 愛唱歌　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

10 ○ 松川 音楽 040507 松川花みずき会 カラオケ　健康増進　会員相互の親睦

11 ○ 松川 音楽 040510 歌声＆フォーク喫茶 懐かしい歌を皆で歌う　会員相互の親睦

12 ○ 松川 邦楽 040601 松川琴美会 大正琴の練習

13 ○ 松川 舞踏・演劇・演芸 040702 広瀬流日舞剣舞　子供教室広瀬会 舞踊の練習　会員相互の親睦

14 ○ 松川 舞踏・演劇・演芸 040702 三井流歌央会 舞踊の普及と技術の向上

15 ○ 松川 文学・文芸 040904 ほのぼの絵本会 絵本を楽しむ

16 ○ 松川 文学・文芸 040906 松川短歌会 短歌  会員相互の親睦

17 ○ 松川 郷土芸能 041102 松川地区芸能協会 地区芸能文化の向上　　親睦　　地域貢献

18 ○ 松川 スポーツ・レクリェーション一般 050101 県北ソフトボールスポーツ少年団連絡協議会 県北一円のソフトスポ少の普及　青少年の健全育成

19 ○ 松川 スポーツ・レクリェーション一般 050102 福島市松川町体育協会 地区体育行事推進

20 ○ 松川 体操・ダンス・体力づくり 050202 まつかわフォークダンスクラブ フォークダンス　健康増進　会員相互の親睦
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21 ○ 松川 体操・ダンス・体力づくり 050205 松川レクダンスクラブ レクダンス  健康増進　会員相互の親睦

22 ○ 松川 体操・ダンス・体力づくり 050210 福島桜ＵＣ 一輪車競技・演技　心身の健康と体力向上

23 ○ 松川 体操・ダンス・体力づくり 050212 松川自彊術クラブ 自彊術　健康増進　会員相互の親睦

24 ○ 松川 体操・ダンス・体力づくり 050212 松川自彊術クラブ　シャイニー 自彊術　健康増進　会員相互の親睦

25 ○ 松川 体操・ダンス・体力づくり 050213 松川３Ｂクラブ会 ３Ｂ体操　体力向上　会員相互の親睦

26 ○ 松川 体操・ダンス・体力づくり 050215 松川太極拳愛好会 入門太極拳、初級太極拳、24式太極拳の練習　会員相互の交流友好

27 ○ 松川 体操・ダンス・体力づくり 050215 松川武術太極拳協会 太極拳を通した心身の鍛錬、会員相互の交流、スポーツの振興と健康増進に寄与する

28 ○ 松川 体操・ダンス・体力づくり 050218 にこにこ健康サークル 有酸素運動・筋力トレーニング・ストレッチング

29 ○ 松川 球技 050401 福島みなみクラブ 卓球　健康増進　会員相互の親睦

30 ○ 松川 球技 050401 きびたきＴＴＣ 卓球　健康増進　会員相互の親睦

31 ○ 松川 球技 050401 松川町卓球愛好会 卓球　健康増進　会員相互の親睦

32 ○ 松川 球技 050401 北芝電機卓球部 卓球の練習 会員の　健康維持

33 ○ 松川 球技 050403 蓬莱南クラブ バドミントンの練習　大会参加

34 ○ 松川 球技 050403 Ｊ．Ｐシャトル バドミントンの練習　大会参加　生涯スポーツの推進

35 ○ 松川 球技 050405 松川ドリームス　ソフトボールスポーツ少年団 ソフトボール　健全育成

36 ○ 松川 球技 050407 松川サッカースポーツ少年団 サッカー、フットサル　大会参加　健全育成

37 ○ 松川 球技 050409 松川スポーツ少年団ミニバスケットボール部 ミニバスケットボール　交流活動　健全育成　

38 ○ 松川 球技 050409 北芝電機バスケットボール部 バスケットボールの練習

39 ○ 松川 球技 050409 下川崎ミニバスケットボールスポーツ少年団 ミニバスケットボール　交流活動　健全育成　

40 ○ 松川 球技 050409 金谷川ミニバスケットボールスポーツ少年団 ミニバスケットボール　交流活動　健全育成　
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41 ○ 松川 武道・格闘技 050503 松川柔道スポーツ少年団 柔道練習　健全育成

42 ○ 松川 武道・格闘技 050506 空手道　栄翔会 青少年の健全な育成　礼節及び空手道精神を伝授

43 ○ 松川 武道・格闘技 050506 藤田会　飯野支部 空手道の礼節、精神を通した青少年の健全育成

44 ○ 松川 ニュースポーツ 050907 南方部ゲートボール協会 ゲートボール  健康増進　地域貢献

45 ○ 松川 ニュースポーツ 050911 松川ブローガン スポーツ吹矢　健康増進　会員相互の親睦

46 ○ 松川 ニュースポーツ 050911 （特非）福島県スポーツウエルネス吹矢協会 県内支部の連携・スポーツ吹矢の普及啓発

47 ○ 松川 食生活 060711 福島市食生活改善推進員協議会　５グループ 地域の食生活改善で健康増進　会員相互の親睦

48 ○ 松川 園芸・飼育 061101 松川野草盆栽会 盆栽  会員相互の親睦

49 ○ 松川 園芸・飼育 061102 桑原菜園クラブ 野菜作り

50 ○ 松川 趣味・娯楽 061201 松川囲碁クラブ 囲碁の棋力向上　会員相互の親睦

51 ○ 松川 趣味・娯楽 061202 松川将棋愛好会 将棋　会員相互の親睦

52 ○ 松川 コミュニティ 070202 麦の家 障がい者・高齢者への地域貢献活動（文化・スポーツ活動）

53 ○ 松川 コミュニティ 070210 松郵会 会員の親睦・交流　地域への貢献

54 ○ 松川 社会生活 070303 福島音楽療法研究会「Largo」 音楽療法

55 ○ 松川 交通安全 070903 福島市松川交通安全母の会 交通安全活動
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1 ○ 信夫 青少年教育 010305 大森三区子供会育成会 子どもたちの健全な育成、地域学習の場として

2 ○ 信夫 女性教育 010405 福島市信夫婦人会 会員相互の親睦　地域貢献

3 ○ 信夫 高齢者教育 010603 大森第三区　松寿会 健康増進　会員相互の親睦

4 ○ 信夫 高齢者教育 010603 大森四区　臥牛会 健康増進　　会員相互の親睦

5 ○ 信夫 学校教育 010714 大森小学校ＰＴＡ ＰＴＡ活動

6 ○ 信夫 学校教育 010715 福島市立信夫中学校父母と教師の会 学校・家庭・社会における生徒の健全育成

7 ○ 信夫 学校教育 010717 会女・葵高等学校同窓会福島支部 同窓会総会運営会議

8 ○ 信夫 郷土史 020704 信夫地区史跡保存会 信夫地区史跡保存活動

9 ○ 信夫 美術 040202 信夫水彩画愛好会 水彩画の学習　会員相互の親睦　地域貢献

10 ○ 信夫 美術 040202 信夫油絵クラブ 油絵の学習　会員相互の親睦

11 ○ 信夫 美術 040216 しろやま絵手紙クラブ 絵手紙の創作  健康増進　会員相互の親睦

12 ○ 信夫 書道 040401 城山書道クラブ 書道の学習・発表　会員相互の親睦　地域貢献

13 ○ 信夫 書道 040401 墨林書道院　芳柳・福島支部 書道の技術レベルの向上、会員相互の親睦、地域貢献

14 ○ 信夫 音楽 040501 アラカルトすみれ 合唱を学び知識技術の向上を図る

15 ○ 信夫 音楽 040501 Ｃｏｒｏ　Ｆ アマチュアの合唱団　福島の復興への貢献

16 ○ 信夫 邦楽 040605 信夫吟友会 詩吟の練習　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

17 ○ 信夫 邦楽 040605 信夫やまぶき吟友会 詩吟の練習　健康増進　会員相互の親睦　

18 ○ 信夫 映像・画像 040801 フォト信夫 写真の学習　会員相互の親睦

19 ○ 信夫 茶道・華道 041001 しのぶ茶道クラブ 茶道の学習　　会員相互の親睦

20 ○ 信夫 茶道・華道 041002 信夫生け花会 生け花　　会員相互の親睦
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21 ○ 信夫 郷土芸能 041102 信夫芸能協会 芸能活動振興活動　　地域貢献

22 ○ 信夫 郷土芸能 041110 大森文化保存会 地元文化の保存継承、創生。地域文化の発展と活性化

23 ○ 信夫 スポーツ・レクリェーション一般 050102 信夫地区体育協会 地区体育活動

24 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050201 サークルダンス愛好会 ダンスの練習　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

25 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050201 ダンスサークル「エンゼル」 ダンススポーツ 　会員相互の親睦

26 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050201 信夫社交ダンスクラブ ダンスの練習　健康増進　会員相互の親睦

27 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050204 しのぶリトルビクス エアロビクスで楽しく健康づくり　会員相互の親睦

28 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050204 大森エアロマザーズ エアロビクスの練習　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

29 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050205 大森レクダンスクラブ レクダンスの練習　会員相互の親睦

30 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050205 信夫フラクラブ レクダンスの練習　会員相互の親睦

31 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050205 しのぶレクダンス 健康の増進　会員相互の親睦

32 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050210 信夫健康サークル 健康づくりに関すること　地域貢献

33 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050212 大森自彊術 健康増進及び会員相互の親睦

34 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050213 ３Ｂ体操同好会 ３Ｂ体操の練習　　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

35 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050213 信夫３Ｂ体操クラブ ３Ｂ体操の練習　健康増進　会員相互の親睦

36 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050214 イキイキクラブ 健康づくりに関する運動実技，情報交換

37 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050215 太極拳城山クラブ 太極拳の練習　健康増進　会員相互の親睦

38 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050216 背骨コンディショニングしのぶ ピラティスを通して心身を磨く

39 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050218 転倒予防運動クラブ バランス向上を目指す筋力トレーニング

40 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050218 体力づくり元気会 介護予防、体力・健康づくり　　会員相互の親睦
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41 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050218 しのぶハピネスクラブ 健康づくり・仲間づくり・地域づくり

42 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050218 さわやかシェイプアップ シェイプアップ  健康増進　会員相互の親睦

43 ○ 信夫 体操・ダンス・体力づくり 050221 ＭＹ♡Ｆｌｏｗｅｒ 創作ダンスの練習　会員相互の親睦、地域とのコミュニケーションを図る

44 ○ 信夫 球技 050401 信夫卓球クラブ 卓球の練習 　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

45 ○ 信夫 球技 050402 信夫 Ｔ・Ｃ テニスの練習  健康増進　会員相互の親睦

46 ○ 信夫 球技 050403 信夫シャトルクラブ バドミントンの練習　会員相互の親睦

47 ○ 信夫 球技 050404 信夫体協バレー部 バレーボールを通した健康づくり・仲間づくり・地域づくり

48 ○ 信夫 球技 050406 信夫大森野球クラブ 軟式野球及びレクリエーション等の活動

49 ○ 信夫 球技 050407 フットボールクラブ・ＭＯＳアミーゴ サッカースポーツ少年団活動

50 ○ 信夫 球技 050414 福島市ドッジボール協会 ドッジボールの普及と技術の向上　地域の交流親睦

51 ○ 信夫 武道・格闘技 050506 円空館保護者会 空手道を学ぶ小中学生の健全な育成と、円空館の円滑な運営

52 ○ 信夫 武道・格闘技 050513 福島市フェンシング協会 フェンシング競技の健全な発展と普及  会員相互の親睦

53 ○ 信夫 野外活動・レクリエーション 050801 信夫山岳会 登山技術の訓練　会員相互の親睦

54 ○ 信夫 ニュースポーツ 050902 信夫グラウンド・ゴルフクラブ グラウンドゴルフの普及振興と会員の健康増進・親睦

55 ○ 信夫 ニュースポーツ 050911 しのぶの里吹矢クラブ スポーツ吹矢の練習　競技会への参加　会員相互の親睦

56 ○ 信夫 ニュースポーツ 050911 永井川体協「吹矢専門部」 スポーツ吹矢の練習　競技会への参加　会員相互の親睦

57 ○ 信夫 家庭生活 060301 健康長寿クラブ 会員相互の親睦、健康維持、生活習慣病の学習

58 ○ 信夫 育児 060504 信夫おひざにだっこのおはなしの会「どんぐり」 絵本、わらべうたを通し親子のふれあいを深める

59 ○ 信夫 育児 060509 F-mam 子育て中の親が抱える不安や閉塞感の解消を図る子育て支援

60 ○ 信夫 育児 060509 新婦人城山班　にんじん 乳幼児の親子リズム体操　会員相互の親睦　地域貢献
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61 ○ 信夫 手芸 061006 信夫パッチワーク愛好会 パッチワークの制作  会員相互の親睦

62 ○ 信夫 園芸・飼育 061101 福南盆栽会 盆栽技術の向上と会員相互の親睦をはかる

63 〇 信夫 趣味・娯楽 061201 信夫囲碁・将棋クラブ 囲碁・将棋定例会　　会員相互の親睦

64 ○ 信夫 趣味・娯楽 061209 信夫健康麻雀クラブ 「飲まない」「吸わない」「賭けない」～健康麻雀

65 ○ 信夫 市民生活一般 070101 大森第一区 生涯学習の学びの場　親睦・体力増進・知識技術の向上

66 ○ 信夫 市民生活一般 070101 大森第三区 地域振興、区民の福祉・安全

67 ○ 信夫 市民生活一般 070101 福島市信夫地区　大森第四区 自治会活動

68 ○ 信夫 市民生活一般 070102 信夫地区団体連絡協議会 団体活動の促進、地区内に寄与

69 ○ 信夫 ボランティア 070403 信夫手話クラブ 聴覚障がい者とのコミュニケーション

70 ○ 信夫 ボランティア 070410 大森４区ボランティア部会 高齢者、高齢世帯へのボランティア

71 ○ 信夫 ボランティア 070410 NPO法人福島ツーリズムの会 観光ガイドのスキル向上、心豊な生活を送る手伝い

72 ○ 信夫 環境保護・防災 070805 大森城山を愛する会 城山公園整備・清掃

73 ○ 信夫 交通安全 070903 大森交通安全母の会 交通安全啓発活動

74 ○ 信夫 交通安全 070904 大森パンダクラブ 幼児交通安全教室（遊びの中から交通ルールを学ぶ）
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Ｎo 公開 学習センター 科　　　　目 分類ｺｰﾄﾞ 学　習　団　体　名 学　習　内　容

1 ○ 吾妻 青少年教育 010303 野田地区青少年健全育成推進会 青少年の健全育成

2 ○ 吾妻 青少年教育 010305 吾妻地区子ども会育成会連合会 子供会活動（スポーツ行事・文化行事）

3 ○ 吾妻 女性教育 010406 ＪＡふくしま未来女性部　野田支部 女性の地位向上と明るい地域づくり

4 ○ 吾妻 女性教育 010408 新日本婦人の会　くれよん班 女性の地位向上・健康を守る

5 ○ 吾妻 女性教育 010408 セントポーリアクラブ 女性会員の学習意欲の向上

6 ○ 吾妻 成人教育 010509 (一社)　福島県損害保険代理業協会福島支部 損害保険業界の健全な発展と地域社会貢献

7 ○ 吾妻 情報処理 031001 吾妻パソコンクラブ パソコン操作技術の習得

8 〇 吾妻 情報処理 031001 あすなろパソコン会 パソコン教室　会員同士の交流と親睦

9 ○ 吾妻 芸術・文化一般 040104 福島西子ども劇場 芸術鑑賞と子どもの健全育成

10 ○ 吾妻 書道 040401 硯心書道会 会員の親睦と書の勉強

11 ○ 吾妻 音楽 040501 コーラス雪うさぎ コーラスを通した会員相互の交流親睦

12 ○ 吾妻 音楽 040501 はあもまあら 合唱を通して会員の親睦と音楽文化の向上

13 ○ 吾妻 音楽 040502 野田小学校マーチングバンドクラブ保護者会 保護者会の役員等

14 ○ 吾妻 音楽 040502 Ａｒｃｅｎｃｉｅｌ（アルカンシエル） マーチング活動　技術の向上と会員相互の親睦　

15 ○ 吾妻 音楽 040506 吾妻の里do-re-miの会 童謡を通した健康増進　会員相互の親睦

16 ○ 吾妻 音楽 040507 小富士カラオケ会 会員相互の親睦と交流

17 ○ 吾妻 音楽 040507 吾妻地区カラオケまつり実行委員会 カラオケで健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

18 ○ 吾妻 音楽 040510 福島クラッシック名曲クラブ クラッシック音楽の鑑賞・普及啓発　会員相互の親睦　

19 ○ 吾妻 音楽 040510 オカリナアンサンブル・シリウス オカリナの練習　会員相互の親睦

20 ○ 吾妻 音楽 040510 音楽で福島復興を支援する会 原発事故による避難民の方々への音楽支援
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21 ○ 吾妻 邦楽 040602 三味線と民謡　ひびき会 三味線技術の向上と会員相互の親睦　地域貢献

22 ○ 吾妻 舞踏・演劇・演芸 040702 藤間流和由貴会 古典舞踊を学ぶ　会員相互の思いやりと助け合い

23 ○ 吾妻 文学・文芸 040904 棗梨会 子どもの本を大人が読む読書会

24 ○ 吾妻 文学・文芸 040912 セシリアの会 ピアノ、打楽器、絵本の読み聞かせ

25 ○ 吾妻 茶道・華道等 041001 茶楽会 茶の湯を楽しむ

26 ○ 吾妻 茶道・華道等 041002 龍生派華道サークル“ひまわり” お花の稽古　会員相互の親睦

27 ○ 吾妻 郷土芸能 041107 ふる里民謡研修会 民謡の普及、大会参加

28 ○ 吾妻 郷土芸能 041107 民謡さわやか会 郷土民謡の普及と伝承

29 ○ 吾妻 郷土芸能 041107 野田ふれあい歌謡祭実行委員会 地区の芸能活動の発展と地域文化の向上

30 ○ 吾妻 スポーツ・レクリェーション一般 050102 野田地区体育協会 スポーツ・レクの振興と普及　地域貢献

31 ○ 吾妻 スポーツ・レクリェーション一般 050106 あづま授産所スポーツクラブ 社会参加と適応能力の育成

32 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050201 吾妻中央ダンススポーツクラブ 健全なダンスの普及と親睦

33 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050201 サンシャイン吾妻ＤＳ ダンス技術の向上、会員相互の親睦

34 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050201 吾妻競技ダンスクラブ 競技社交ダンスの練習

35 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050201 サンフラワー（ダンス） 社交ダンスの普及と相互交流　会員相互の親睦

36 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050201 生涯学習　福島市民ダンス連合会 社交ダンスの普及　会員相互の親睦

37 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050204 Ｙ☆Ｈエアロサークル エアロビスクの基本の習得　身体能力の向上

38 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050205 たんぽぽレクダンスクラブ レクダンスを通して親睦と健康増進

39 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050205 レク・カサブランカ レクダンスの練習　健康増進　会員相互の親睦

40 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050205 レクダンスサークル・チャイブ レクリエーションダンス　　健康増進　　会員相互の親睦
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41 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050212 自彊術シニアクラブ 自彊術体操による健康持続等

42 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050212 西部自彊術クラブ 自彊術体操による健康持続等

43 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050212 吾妻自彊術クラブ 自彊術体操による健康持続等

44 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050215 吾妻太極拳サークル 太極拳の習得　会員相互の親睦　地域貢献

45 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050216 ヨーガ健康サークル ヨーガを通して健康の維持・増進

46 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050216 ピラティスクラブあづま 体力向上と親睦

47 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050216 吾妻東ヨーガサークル ヨーガ・健康の保持・増進  会員相互の親睦

48 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050218 あづまっ会 メタボリックシンドローム、ロコモティブシンドローム等の予防のための運動

49 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050218 玄米ダンベルＷＡ（和）サークル 玄米ダンベル体操、ストレッチ、リズム体操で健康作り

50 ○ 吾妻 体操・ダンス・体力づくり 050218 あづま小富士会 健康体操(筋トレ、ストレッチ、ウォーキング）

51 ○ 吾妻 球技 050401 福島卓翔会 卓球の練習　健康増進　会員相互の親睦

52 ○ 吾妻 球技 050401 野田体協　卓球部 卓球を通しての親睦

53 ○ 吾妻 球技 050401 ひまわり卓球クラブ 卓球技術の向上と健康増進　　会員相互の親睦

54 ○ 吾妻 球技 050401 Ｎ.Ｆ.Ｔクラブ 卓球の練習　健康維持　会員相互の親睦

55 ○ 吾妻 球技 050403 つくし バドミントン部　会員親睦

56 〇 吾妻 球技 050403 ＦＳＣ バドミントンの練習　技術の向上と会員相互の親睦

57 ○ 吾妻 球技 050404 フェニックス スポーツを通して交流を図る  健康増進　会員相互の親睦

58 ○ 吾妻 球技 050404 たんぽぽクラブ バレーボールの技能向上　会員相互の親睦

59 ○ 吾妻 球技 050404 ジュノーネ バレーボール練習　健康増進　会員相互の親睦

60 ○ 吾妻 球技 050404 ＣＲＯＳＳ バレーボールの練習  健康増進　会員相互の親睦
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61 〇 吾妻 球技 050404 ＢＬＥＳＳ バレーボールを通じた会員相互の交流

62 ○ 吾妻 球技 050404 Ａｌｉｃｅ バレーボールの練習

63 ○ 吾妻 球技 050404 Ｖｉｏｌｅｔ バレーボールの練習　技術向上　親睦交流

64 ○ 吾妻 球技 050404 Ａｎｇｅｌ バレーボールを通した仲間との交流

65 ○ 吾妻 球技 050404 わかばくらぶ 技術の向上と健康増進　会員相互の親睦

66 ○ 吾妻 球技 050404 にわつかバレーボールスポーツ少年団 バレーボールの練習  健康増進　会員相互の親睦

67 ○ 吾妻 球技 050404 福島誠友バレーボールスポーツ少年団 バレーボールの練習

68 ○ 吾妻 球技 050404 白百合幼稚園バレーボールサークル バレーを通しての体力づくり   会員相互の親睦

69 ○ 吾妻 球技 050404 西部三育幼稚園バレー部 スポーツを通して交流を図る

70 ○ 吾妻 球技 050404 福島愛隣幼稚園バレー部 バレーボールの練習　地域交流

71 ○ 吾妻 球技 050404 福島ルンビニー幼稚園バレーボール部 バレーボールの練習  健康増進　会員相互の親睦

72 ○ 吾妻 球技 050404 福島わかくさ幼稚園バレーボール部 バレーボール練習  会員相互の親睦

73 ○ 吾妻 球技 050404 野田地区体協　バレーボール部 町内バレーボール大会運営

74 ○ 吾妻 球技 050409 野田ミニバスケットボールスポーツ少年団 バスケットボールを通した青少年の健全育成

75 ○ 吾妻 球技 050409 矢野目ミニバスケットボールスポーツ少年団 ミニバスケットボールの練習

76 ○ 吾妻 球技 050409 吉井田ミニバスケットボールスポーツ少年団 バスケットボールを通した青少年の健全育成

77 ○ 吾妻 ニュースポーツ 050915 日本木球連盟福島支部 木球の普及　会員の親睦　生涯スポーツ発展への寄与

78 ○ 吾妻 ニュースポーツ 050915 野田木球クラブ 木球の普及　会員の親睦　生涯スポーツ発展への寄与

79 ○ 吾妻 家庭医学 060301 ほっとライフスポーツサークル 健康管理を目的とした運動など

80 ○ 吾妻 家庭医学 060311 吾妻東保健委員会 家庭・地域での健康づくり
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81 ○ 吾妻 育児 060505 ミュージックリボン 季節の行事や遊び　歌による親子交流　　会員相互の親睦

82 ○ 吾妻 食生活 060701 ルネッサンス料理クラブ 料理を通した、家族の健康増進と会員相互の親睦

83 〇 吾妻 食生活 060701 体に優しい薬膳手料理 日常生活における健康的な食生活の実現

84 ○ 吾妻 食生活 060705 さくらそばの会 そば打ち　そば栽培　そば食の普及

85 ○ 吾妻 手芸 061015 フラワーアレンジメントクラブ フラワーアレンジメント　　会員相互の親睦

86 ○ 吾妻 趣味・娯楽 061201 吾妻囲碁クラブ 囲碁の棋力向上  会員相互の親睦　　地域貢献

87 ○ 吾妻 趣味・娯楽 061203 まほろばマジック研究会 マジック技術向上と会員相互の親睦　　地域貢献

88 ○ 吾妻 趣味・娯楽 061210 福島鉄道模型の会 列車の模型を走らせ　子供たちに夢や希望を与える活動

89 ○ 吾妻 医療・社会福祉 070301 福島医療生協　あづま支部 健康な生活習慣を学ぶ　　会員相互の親睦

90 ○ 吾妻 医療・社会福祉 070302 たんぽぽの会 Ⅰ型糖尿病患児と家族の親睦（医療・福祉の向上）

91 ○ 吾妻 医療・社会福祉 070308 はっぴいふれんず 障がい者が明るく積極的に行動できるよう育成

92 ○ 吾妻 交通安全 070904 福島市幼児交通安全教室　野田にこにこクラブ 幼児交通教室　　会員相互の親睦
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1 ○ 吾妻分館 女性教育 010403 吾妻地区連合婦人会 吾妻地区内婦人会連絡協調　　地域貢献」

2 ○ 吾妻分館 女性教育 010405 庭坂婦人会 一般教養　会員相互の親睦　地域貢献

3 ○ 吾妻分館 女性教育 010405 野田婦人会 一般教養　会員相互の親睦　地域貢献

4 ○ 吾妻分館 郷土史 020701 福島市吾妻地区郷土史談会 郷土史研究　文化財保護活動

5 ○ 吾妻分館 情報処理 031001 パソコンくらぶ分館 パソコン操作技術の習得　会員相互の親睦・交流

6 ○ 吾妻分館 美術 040201 やまびこ会 小さな絵の制作を通して表現する力を磨き合う

7 ○ 吾妻分館 工芸 040303 吾妻染色クラブ 染色技術の向上　会員相互の親睦

8 ○ 吾妻分館 書道 040401 吾妻書道クラブ 書道研修　会員相互の親睦　　地域貢献

9 ○ 吾妻分館 音楽 040501 アラカルト・さくら 歌を通して健康増進と資質の向上、会員相互の親睦

10 ○ 吾妻分館 音楽 040501 福島コダーイ合唱団 世界の多様な音楽を表現し音楽の喜びを広める

11 ○ 吾妻分館 音楽 040501 ムジカンテン・コア・ふくしま 芸術性の高い音楽活動を行い、音楽文化発展のために尽力する

12 ○ 吾妻分館 音楽 040502 オーケストラ・フィルジッヒ オーケストラで地域貢献

13 ○ 吾妻分館 音楽 040502 福島市民オーケストラ オーケストラの練習

14 〇 吾妻分館 音楽 040503 スリーウォーカーズ バンド活動、ミニコンサート(無料)

15 ○ 吾妻分館 音楽 040510 ふれんず バンド活動　地域活性化の一躍

16 ○ 吾妻分館 文学・文芸 040904 あづま子どもの本の会 こどもたちに手渡せる本の学習

17 ○ 吾妻分館 スポーツ・レクリェーション一般 050101 福島県北野球連盟 アマチュア野球の健全な発展・向上　会員相互の親睦

18 ○ 吾妻分館 体操・ダンス・体力づくり 050201 しゃくなげ　ダンススポーツクラブ 社交ダンス　健康増進　　会員相互の親睦

19 ○ 吾妻分館 体操・ダンス・体力づくり 050205 あいあいレクダンス レクダンス　健康増進　会員相互の親睦　地域貢献

20 ○ 吾妻分館 体操・ダンス・体力づくり 050205 あづまレクダンスクラブ レクダンスの練習、健康増進　会員相互の親睦
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21 ○ 吾妻分館 体操・ダンス・体力づくり 050205 庭坂レクダンス レクダンスの練習、健康増進　会員相互の親睦

22 ○ 吾妻分館 体操・ダンス・体力づくり 050206 ハウオリフラ吾妻 レクダンスの練習、健康増進　会員相互の親睦

23 ○ 吾妻分館 体操・ダンス・体力づくり 050207 桃花舞 よさこいの練習　会員相互の親睦　地域貢献

24 ○ 吾妻分館 体操・ダンス・体力づくり 050209 スギナダンススポーツクラブ 心身の健康増進及び会員相互の親睦交流　技術の向上

25 ○ 吾妻分館 体操・ダンス・体力づくり 050212 庭坂自彊術クラブ 正統な自彊術の習得  健康増進　会員相互の親睦

26 ○ 吾妻分館 体操・ダンス・体力づくり 050212 雪うさぎ自彊術クラブ 正統な自彊術の習得と自己の健康増進　　会員相互の親睦

27 ○ 吾妻分館 体操・ダンス・体力づくり 050214 あづま気功会 気功の練習　健康増進　会員相互の親睦

28 ○ 吾妻分館 体操・ダンス・体力づくり 050215 ユニティーサークル　しゃくなげ会 太極拳の習得　心身の健康　会員相互の親睦　

29 ○ 吾妻分館 球技 050401 あづまラージボールクラブ 卓球　技術の向上と健康増進

30 ○ 吾妻分館 球技 050401 梅桜ラージ 卓球の技量、技術、経験を披露、提供、交換し会員相互の親睦を図る

31 ○ 吾妻分館 球技 050401 木曜卓球クラブ 卓球　健康増進　会員相互の親睦

32 ○ 吾妻分館 球技 050401 石楠会                 卓球練習  健康増進　会員相互の親睦

33 ○ 吾妻分館 ニュースポーツ 050911 スポーツウェルネス吹矢クラブ スポーツ吹矢　　健康増進　会員相互の親睦

34 ○ 吾妻分館 ニュースポーツ 050911 きらり吹矢クラブ スポーツ吹矢　　健康増進　会員相互の親睦

35 ○ 吾妻分館 ニュースポーツ 050911 あづま吹矢クラブ(あづまスポーツウエルネス吹き矢クラブ) スポーツ吹矢　　健康増進　会員相互の親睦

36 ○ 吾妻分館 食生活 060701 吾妻第二料理クラブ 家庭料理の作り方を学ぶ

37 ○ 吾妻分館 食生活 060711 福島市食生活改善推進員協議会吾妻地区 地域の食生活改善で健康増進　会員相互の親睦

38 ○ 吾妻分館 園芸・飼育 061101 日本盆栽協会吾妻支部 盆栽文化向上  会員相互の親睦

39 ○ 吾妻分館 園芸・飼育 061101 盆久楽会 盆栽実習　会員相互の親睦

40 ○ 吾妻分館 園芸・飼育 061101 吾妻園芸クラブ 盆栽整形講習
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41 ○ 吾妻分館 趣味・娯楽 061201 あづま囲碁愛好会 囲碁技術の向上　会員相互の交流促進

42 ○ 吾妻分館 趣味・娯楽 061203 吾妻地区マジック愛好会 マジック　会員相互の親睦　地域貢献

43 ○ 吾妻分館 趣味・娯楽 061209 吾妻麻雀クラブ 健康麻雀を通した生きがいづくり、認知症予防

44 ○ 吾妻分館 趣味・娯楽 061210 「le passager」(ル・パサージュ) 鉄道模型の運転　鉄道、航空機の撮影　写真教室

45 ○ 吾妻分館 医療・社会福祉 070308 福島県ひまわり会　ひまわり会福島方部 障がい児の日常生活改善の訓練　親同士の交流・親睦
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1 ○ 飯野 女性教育 010403 いいの女性団体交流協議会 男女平等の理念に立った男女共同参画の社会づくり

2 ○ 飯野 女性教育 010405 飯野町婦人会 社会福祉に貢献、協力　会員相互の親睦

3 ○ 飯野 美術 040203 飯野アートクラブ アートに関する見聞，技術の向上　

4 ○ 飯野 工芸 040308 つるしびな愛好会 つるし雛つくり　会員相互の親睦　地域貢献

5 ○ 飯野 音楽 040501 飯野混声合唱団 合唱を通しての地域文化の向上　会員相互の親睦

6 ○ 飯野 音楽 040510 飯野ミュージックサークル 音楽活動、内外の方々と交流

7 ○ 飯野 映像・画像 040801 いいの写友会 写真技術の向上、勉強会、作品の展示 会員相互の親睦

8 ○ 飯野 文学・文芸 040911 飯野町文芸愛好会 文学作品の学習、講演会・講習

9 ○ 飯野 茶道・華道 041001 飯野茶道クラブ 茶道を通しての地域の文化・生涯学習の向上　会員相互の親睦

10 ○ 飯野 郷土芸能 041103 赤坂神楽団 大電神社大祭、例祭にて神楽奉納披露、団員の親睦

11 ○ 飯野 郷土芸能 041103 宮仲神楽団 神楽の練習　伝統芸能の維持・伝承

12 ○ 飯野 郷土芸能 041108 青木芸能愛好会 地域芸能（笛・太鼓）の維持と継承

13 ○ 飯野 スポーツ・レクリェーション一般 050102 飯野町体育協会 住民総参加による体育・スポーツの振興

14 ○ 飯野 球技 050104 飯野町家庭バレーボール協会 バレーボールの練習・試合　健康維持　会員相互の親睦

15 ○ 飯野 スポーツ・レクリエーション一般 050110 飯野スポーツクラブ 競技スポーツ、スポーツ大会を通した健康の維持増進、スポーツの普及振興

16 ○ 飯野 体操・ダンス・体力づくり 050206 飯野フラクラブ フラダンスの練習　健康増進　会員相互の親睦

17 ○ 飯野 体操・ダンス・体力づくり 050206 ＵＦＯフラクラブ フラダンスの練習　会員相互の親睦

18 ○ 飯野 体操・ダンス・体力づくり 050207 阿武隈踊り隊 よさこい踊りの練習　健康増進　会員相互の親睦　地域交流

19 ○ 飯野 体操・ダンス・体力づくり 050209 レインボーサークル ダンススポーツの練習　健康増進　会員相互の親睦

20 ○ 飯野 体操・ダンス・体力づくり 050210 余目一輪車クラブ 一輪車クラブの保護者会　心身の健康と体力の向上
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21 ○ 飯野 体操・ダンス・体力づくり 050218 ニューライフ体操クラブ 介護予防体操

22 ○ 飯野 体操・ダンス・体力づくり 050218 さわやか教室 玄米ダンベル体操、レクダンス　会員相互の親睦　地域貢献

23 ○ 飯野 体操・ダンス・体力づくり 050218 いいの骨盤体操クラブ 骨盤体操を通して健康寿命増進と会員相互の親睦

24 ○ 飯野 球技 050404 飯野フレンズスポーツ少年団 バレーボール、打ち合わせ・会議  青少年健全育成

25 ○ 飯野 球技 050405 飯野町ソフトボールスポーツ少年団 ソフトボールを通しての健全育成

26 ○ 飯野 球技 050407 飯野サッカースポーツ少年団 サッカーを通した体力向上　会員相互の親睦

27 ○ 飯野 球技 050409 飯野ミニバスケットボールスポーツ少年団 スポーツを通した健全な精神と肉体の育成

28 ○ 飯野 球技 050414 飯野町ドッジボールスポーツ少年団 ドッジボールの練習・大会参加

29 ○ 飯野 手芸 061002 手編みサークル 手あみの勉強、作品の作成   健康増進　会員相互の親睦

30 ○ 飯野 園芸・飼育 061104 飯野野草会 野草等の展示会、栽培の研究　山野草の保護活動

31 ○ 飯野 趣味・娯楽 061208 ＵＦＯ玉すだれ会 玉すだれの技術の向上　地域貢献　会員相互の親睦

32 ○ 飯野 コミュニティ 070201 いいのコミュニティネットワーク 手作りのホームページで街づくり、飯野町をPR

33 ○ 飯野 コミュニティ 070202 飯野町若連 盆踊り大会等の運営

34 ○ 飯野 コミュニティ 070202 大久保町若連 盆踊り大会等の運営

35 ○ 飯野 コミュニティ 070202 飯野つるし雛まつり実行委員会 伝統文化の継承、地域活性化

36 ○ 飯野 コミュニティ 070210 パンプキン 仲間との交流による絆づくり　親睦交流

37 ○ 飯野 医療・社会福祉 070307 いきいきサロンコミュニティー 地域の高齢者が月１回集まり体操や歌、食事などで元気高齢者を目指す

38 ○ 飯野 医療・社会福祉 070307 大久保町いきいきサロン 高齢者とボランティアが月１回集まり健康確認、ふれあいを深める

39 ○ 飯野 医療・社会福祉 070307 まちなかふれあいサロン 地域の高齢者の交流活動　健康で安全な暮らしを目指す

40 ○ 飯野 ボランティア 070402 ボランティア「おはなし　まつぼっくり」 読み聞かせを通して地域の読書活動の推進を図る
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41 ○ 飯野 ボランティア 070403 手話サークル未来 手話を通しての親睦、仲間づくり  地域貢献

42 ○ 飯野 ボランティア 070408 飯野町赤十字奉仕団 寝たきり、一人暮らしの高齢者慰問。社会福祉協議会との連携等。

43 ○ 飯野 ボランティア 070410 飯野町ボランティア連絡会 ボランティア活動の普及、情報収集・提供

44 ○ 飯野 ボランティア 070410 飯野町観光ガイドの会 ガイド等の提供　観光の振興を図る

45 ○ 飯野 環境保護・防災 070805 舘山公園整備促進協議会 舘山公園の整備促進　公園及び周辺の整備

46 ○ 飯野 環境保護・防災 070806 飯野町女性防火クラブ 火災予防の普及

47 ○ 飯野 交通安全 070902 福島地区交通安全協会飯野支部 地域の交通安全の確保及び啓発活動

48 ○ 飯野 交通安全 070902 福島市交通安全協会青木支部 地域の交通安全の確保及び啓発活動

49 ○ 飯野 交通安全 070902 福島地区交通安全協会明治支部 地域の交通安全の確保及び啓発活動

50 ○ 飯野 交通安全 070903 交通安全母の会飯野方部連絡会 交通事故防止運動、幼児・高齢者の交通安全教室
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