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指定管理者：中部互光・コスモコンサルタント運営共同体

３０年度日程決まりました

チラシは窓口で

次回は５月14日（水）

AM10:00より リトミック

日頃、山田地区会館をご利用いただきまして
誠にありがとうございます。

平成３０年４月より、新たに（毎月第４月曜日と年末年始を除く）
月曜日、祭日の休館日を開館し、

皆様方に御利用していただけるようになりました。
是非 ご利用お待ちしております。

今月のやまちく情報
4月4日～4月10日 開館記念日コーヒーサービスDAY

4月23日 高山・合掌造バスツアー(毎年行っております）

http://yamada.chikukaikan.com/


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

英会話 ECCジュニア ○ 火・木・金 午後Ⅱ・夜間 バイオリン 子どもバイオリン教室 ○ 水・木・金 午後Ⅱ・夜間

幼児教室 ほっぺんくらぶ ○ 木曜 午後Ⅱ ピアノ ピアノサークル ○ 火・水・金 午後Ⅱ・夜間

勉強塾 ぴったり教室 ○ 火・金 夜間 拳道会 ○ 金曜 午後Ⅱ

鈴木書道教室 ○ 木曜 午後Ⅱ 空心会 ○ 日曜 午後Ⅰ

名古屋書芸院 ○ 水曜 夜間 名西空手 ○ 木曜 午後Ⅱ・夜間

絵画 ファインアーツスクール ○ 金曜 午後Ⅱ・夜間 珠算 そろばん教室 ○ 月曜 午後Ⅱ・夜間

少林寺 少林寺拳法 ○ 火・金 夜間 ダンス ボニータダンスカンパニー ○ 木曜 午後Ⅱ

書写 公文書写教室 ○ 火・土 午後Ⅱ・午前 剣道 アサヒ剣道教室 ○ 土曜 午後Ⅰ

合気道 心身統一合気道 ○ 水曜 午後Ⅱ・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

囲碁 囲碁クラブ ○ 日曜 午後Ⅰ キルト ハワイアンキルト ○ 第４日曜 午後Ⅰ

サクラ骨盤調整ヨガ ○ 火曜 午前 英会話 セシル英会話 ○ 火・土 夜間・午後Ⅱ

ヨガストレッチ教室 ○ 水曜 午前 しらゆり ○ 第２・４火曜 午前

ママ友ヨガ ○ 金曜 午前 小原流いけばな ○ 月/2回木曜 午前

ダイエット フィットネスサークル ○ 木曜 夜間 ダンス ダンス教室KM ○ 水曜 午後Ⅰ

体操 元気体操教室 ○ 火曜 午後Ⅰ 書道 美文字教室 ○ 金曜 夜間

絵画サークル 明成会 ○ 火曜 午後Ⅰ 書道 静慮書会 ○ 金曜 午前・午後Ⅰ

らしーぬ絵画教室 ○ 隔週 土曜 午後Ⅰ・Ⅱ 民謡 八筋民謡の会 ○ 第１・２火曜 午後Ⅰ

書写 公文書写教室 ○ 火・土 午後Ⅱ・午前 健康マージャン 健康マージャン ○ 土曜 午前～午後Ⅱ

キルト ティアレキルト ○ 月/2回水曜 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

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

舞踊 舞踊あすか会 ○ 木曜 午後Ⅰ 洋裁 綾の会 ○ 水曜 午前・午後Ⅰ

編み物 チューリップ ○ 木曜 夜間 韓国語 韓国語サークル ◯ 隔週水曜 午前

ちぎり絵 和紙ちぎり絵サークル ○ 第１・３ 水曜 午前 インディアカ 山田インディアカ ○ 水・土 夜間

着付け 着付けサークル ○ 金曜 午前・午後Ⅰ ソフトバレー ＹＹクラブ ○ 木曜 夜間

コーラス コスモス ○ 水曜 午後Ⅰ 太極拳 太極拳自主グループ ○ 金曜 午後Ⅰ

カラオケ YOUの会 ○ 火曜 午後Ⅰ SAT卓球クラブ ○ 木・土 午前

茶道・華道 陽和会 ○ 水曜 午後Ⅱ・夜間 TTTC ○ 日・木 午前・午後Ⅰ

いけ花 花あそび ○ 隔週火曜 午前 山田クラブ ○ 火・金 夜間

松風山 ○ 月/2回 午後Ⅰ ミルキーズ ○ 金曜 午前

和茶会 ○ 月/1回 午前 オニオンズ ○ 水曜 午前

幼児教室 パンダクラブ ○ 木曜 午前 フラダンス アロハ南サークル ○ 第２・３・４ 金曜 午後Ⅰ

将棋 将棋同好会 ○ 日曜 午後Ⅰ・Ⅱ ヨガ倶楽部 ナマステ ○ 火曜 午前

社交ダンス 楽踊会 ○ 木曜 午後Ⅰ 竹尾・藤田ヨガ ○ 金・土 夜間・午前

種別 講座名 募集 曜日 時間帯

囲碁 囲碁クラブ ○ 日曜 午後Ⅰ

マージャン 健康マージャン ○ 土曜 午前～午後Ⅱ

茶道

ヨガ

各種サークル

卓球

バドミントン

小 ・ 中 ・ 高 生 向　各教室 生徒募集中

習字

各種教室　募集中　すぐ入会できます

空手

生花
ヨガ

絵画

【 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。

指定管理者：中部互光・コスモコンサルタント運営共同体

各種・教室生徒募集中！

参加者募集中！！

３０年度日程決まりました

リトミック

毎年行っております）


