
　

         山田地区会館 
〒452-0815  
 名古屋市西区八筋町78 
 TEL・FAX(052)503-7178 

第52号 

http://www.wb.commufa.jp/ymdchiku/ 

日時：２月２１日(土) 
    午後 開演 
場所：山田地区会館 
    和室・談話室 

日時：３月８日(日) 
     
場所：山田地区会館 
    和室・談話室 

   お楽しみに！！ 
 
※日時等、変更になる場合があります。 
 詳細は後日追ってお知らせいたします。 

今年も無事に会館まつりが終わりました。 
毎年参加してくださる講座・サークルの皆様に加え、新
しく参加してくださったサークルもあり、盛り沢山なま
つりになりました。 
 スペシャルゲストとして名古屋市マスコットキャラク
ターのはち丸くんにも２日間来ていただきました。 
そして今回は山田高校ダンス部のみなさまにはお手伝い
の他にも１日目に舞台出演していただき、２日目にも急
遽１曲踊っていただきました。 
 
今年はいつも以上に盛り上がった会館まつりでした。 
皆様、ご来場ありがとうございました！ 

http://www.wb.commufa.jp/ymdchiku/


種別 グループ名 募集 曜日(予定) 時間帯

愛知一法会 ○ 第４ 日曜 午後Ⅱ

百練名古屋道場 ○ 木曜 午後Ⅱ

土曜クラブ ○ 土曜 午後Ⅰ
山田インディアカ ○ 水・土 夜間

拳道会 ○ 金曜 午後Ⅱ

空心会 ○ 日曜 午後

剣道 アサヒ剣道教室 ○ 土曜 午後

少林寺 少林寺拳法 ○ 火・金 夜間

さわやかクラブ ○ 水曜 午後Ⅰ

ＹＹクラブ ○ 木曜 夜間 種別 グループ名 募集 曜日(予定) 時間帯 種別 グループ名 募集 曜日(予定) 時間帯

太極拳 太極拳自主グループ ○ 金曜 午後Ⅰ カーネーション ○ 第１・３ 木曜 午後Ⅰ 琴修会 × 隔週 火曜 午後Ⅰ

体操 元気体操教室 ○ 第１・４ 火 午後Ⅰ チューリップ ○ 木曜 夜間 琴・四季の会 × 第１・３ 木曜 午後Ⅰ

SAT卓球クラブ ○ 木・土 午前 生花 しらゆり × 第２火曜 午前 多言語 ヒッポファミリークラブ ○ 火曜・土曜 夜・Ⅱ

TTTC ○ 日・木 午前・Ⅰ グローバル 英語 ○ 火曜 夜間 ちぎり絵 和紙ちぎり絵サークル ○ 第１・３ 水曜 午前

山田クラブ ○ 火・金 夜間 ECCジュニア ○ 木・金 Ⅱ・夜 トールペイント るるるペイント ○ 第２・４ 木曜

ダンス HIP HOP ダンスクラブ ○ 木曜 午後Ⅱ セシル英会話 ○ 火・土 午後Ⅱ バイオリン 子どもバイオリン教室 ○ 水・木・金 Ⅱ・夜

ミルキーズ ○ 金曜 午前 春日英語教室 ○ 水曜 夜間 ピアノ ピアノサークル ○ 火・水 午後Ⅱ

オニオンズ ○ 水曜 午前 オカリナ ライリッシュ オカリナ会 ○ 第２・４火曜 午後Ⅱ ベビーマッサージ ノビリス ○ 第3 金曜 午前

バレエ 子どもバレエサークル ○ 水曜 午後Ⅱ 楽器 カノン ○ 土曜 又は 日曜 夜間 民謡 八筋民謡の会 ○ 第１・３火曜 午後Ⅰ
アロハ南サークル × 第２・３・４ 金曜 午後Ⅰ キルト ハワイアンキルト ○ 第４ 日曜 午後Ⅰ 毛筆遊び みー先生の自遊書塾 ○ 第１・３ 木曜 午前

プアオキカ ○ 土曜 午後Ⅰ 着付け 着付けサークル ○ 金曜 午前・Ⅰ 綾の会 ○ 水曜 午前・Ⅰ

よがや ○ 金曜 午前 コスモス ○ 水曜 午後Ⅰ あざみの会 ○ 第１・３ 日曜 午前・Ⅰ

ヨガストレッチ教室 ○ 水曜 午前 山田小PTAコーラス部 ○ 第1･3･5 火曜 午後Ⅰ パンダクラブ ○ 木曜 午前

さくらヨガ ○ 隔週 火・土 午前・Ⅰ 茶道・華道 陽和会 ○ 水曜 Ⅱ・夜 ひよこクラブ ○ 木曜 午前
ヨガ倶楽部 ナマステ ○ 火曜 午前 詩吟 関西吟詩 ○ 火曜 午後Ⅰ うさぎクラブ ○ 木曜 午後Ⅰ

鈴木書道教室 ○ 木曜 午後Ⅱ

名古屋書芸院 ○ 水曜 夜間

祥幸会 ○ 第２・３・４金曜 午前

祥風会 ○ 第２・３・４金曜 午後Ⅰ
らしーぬ絵画教室 ○ 第2・4土曜 不定期
ファインアーツスクール ○ 金曜 Ⅱ・夜

明成会 ○ 火曜 午後Ⅰ
子ども絵画造形教室 ○ 第１・２・３水曜 午後Ⅱ

ヨガ

大正琴編み物

幼児教室

洋裁

造形・絵画

書道

コーラス

ソフトバレー

空手

インディアカ

居合道

英会話

フラダンス

バドミントン

卓球

サークルの一覧は地区会館に掲示、 
ＨＰへの掲載をしております。 

気になるサークルがございましたら事務所まで♪ 

【 開館時間 10:00～21:00 】 
 
 時間区分 
  午 前 10:00～12:30 
  午後Ⅰ 13:00～15:30 

  午後Ⅱ 15:30～18:00 
  夜 間 18:30～21:00 

 
和室 (定員20名)    1,000円～ 

和室＋談話室 (定員40名)1,700円～  
茶室 (定員10名)     800円～ 

実習室 (定員40名)   1,000円～ 
集会室 (定員50名)   1,000円～ 

体育室 (定員450名) 内容により異なります 
 

※1 入場料その他これに類するものを徴収し、 

    又は営利を目的とする場合の利用料金は、 
    基準額の1.5倍とします。 

各部屋の空き状況は電話・HPで確認ができます。 
お気軽にお問合せ下さい。 


