
活動内容 グループ名 活動日時 問い合わせ先
(　)内は問合せ希望時間帯

油絵 新津洋画サークル
第1･3(水)
13:30～16:00

桑原
090-7562-1465

洋画 楽彩会 毎週（水）午前
後藤
0250-24-4803

日本画 良和会
第2･4(土)
13:00～17:00

活動日に直接会場へ

日本画 爽美会
第2･4(土)
10:00～12:00

土田(18:00以降)
0250-22-6861

版画 あきは版画会
第2･4(水)
9:00～12:00

井浦
0250-22-3427

陶芸 やきものサークル炎の会
第1～4（水・金）午後
第2・第4（火）午後

小松川
090-4745-6859

陶芸 焼物教室　泥の会 第1・第3（木）午前・午後
藤田
090-4969-0999

彫塑 新津彫塑サークル
毎週(土)
13:00～17:00

鈴木
0250-24-3776

囲碁 新津囲碁教室
毎週(土)
13:00～17:00

渡部
0250-22-6842

囲碁 新津囲碁サークル
毎週(土)
13:00～17:00

本間
0250-22-6560

囲碁 日本棋院新津支部 年2回（日）午前・午後
樋口
0250-24-7672

将棋 日本将棋連盟新津支部 第1・第3（土）午後
宇佐美
090-6791-5747

吹奏楽 新津吹奏楽団 毎週（火・土）夜間
平松
0250-23-5162

俳句 俳句サークル　明日葉
第2･4(水)
13:00～16:00

天野
0250-22-7818

俳句 俳句サークル　四季
第1･3(水)
13:00～15:00

活動日に直接会場へ

朗読 朗読あきは
第2(木)，第3(土)
14:00～16:00

荒井
0250-24-7304

在日外国人支援 あきは日本語教室
毎週(木)
13:00～15:00

清野
080-1091-8123

写真 新津写真教室
第1(木)
13:30～15:30

菊地
0250-24-5882

社交ダンス すずらん
第2･3･4(金)
19:30～21:00

活動日に直接会場へ

レクリエーションダン
ス

新津レクリエーションダン
ス連絡協議会

不定期
阿部
0250-22-8847

【秋葉区】会員募集中の公民館等活動サークル（令和５年２月発行）

　区内の公民館で活動し、会員を募集しているサークルを紹介します。活動内容の詳細や会費の有無，参加申
し込み方法等は、直接各サークルへお問合せください。

新津地区公民館・新津地域学園（秋葉区新津東町2-5-6　☎0250-22-9666）

◆問い合わせ先欄に「活動日に直接会場へ」と記載の場合は，活動日時をご確認の上，直接会場でお問い合

せ願います。

◆活動日時欄には，公民館での活動日時を記載してます。サークルによっては，記載の活動日以外に他施設

等で活動している場合もあります。



活動内容 グループ名 活動日時 連絡先・電話

生け花 華の会 第2・4（火）夜間
古谷
0250-24-1859

和太鼓 新津秋葉太鼓　松風会 第1～4（土）夜間 内藤
0250-47-4788（事務所）

リコーダー リコーダーアンサンブル絆 第４（土）午前
小林
090-7180-4007

音楽技術の向上 新津ジャズ研究会 毎週（金）夜間
小林
0250-24-1920

バレーボール 如月会 毎週（土）午後
相馬
090-7205-2670

バドミントン 火曜クラブ 毎週（火）夜間
長谷川
0250-22-2937

卓球 ロング・ドリーム 毎週（水）夜間
志田
080-1073-5790

卓球 新津卓友会 毎週（火・金）午前
細井
0250-23-5505

卓球 新津クラブ 毎週（土）夜間
伊庭
090-1618-0412

スローストレッチ ソフトエアロビ 毎週（水・金）午後・夜間
石井
0250-38-4590

ソフトエアロビクス エアロビート 毎週（水）夜間
内山
0250-38-2718

ヨーガストレッチ、料
理講習会

新日本婦人の会　新津支部 不定期 堀
0250-24-5401（事務所）

タイ式ヨガ
リラックス　ルーシーダッ
トン

第2～4（木）夜間
相田
080-5037-7998

レクリエーションダン
ス

アイリス 毎週（月）夜間
錦織
0250-22-6445

レクリエーションダン
ス

翔美会 毎週（木）午前
有澤
0250-24-3385

レクリエーションダン
ス

レクダンス虹の会 第1～3（土）午前・午後
田中
0250-22-3593

社交ダンス ダンスサークルトパーズ 月3回（月）　夜間
帆苅
0250-24-3645

活動内容 グループ名 活動日時 連絡先・電話

ギター 秋葉区ギターアンサンブル
毎週（土）及び第1・3
（水）午後

関口
090-7173-8201

アマチュア無線 新津クラブ 第2（日）午後
森田
0250-24-8522

健康体操 健康サポート教室の会 毎週（火～木）午前
野村
090-7821-6815

太極拳 あきは楽しい太極拳 第1・3（金）午前
坂井
0250-22-1444

勉強会 歎異抄を学ぶ会 不定期
太田
080-4102-3850

活動内容 グループ名 活動日時 連絡先・電話

和紙ちぎり絵
しゅんこう和紙ちぎり絵の
会

第1（木）午後
佐藤
0250-23-4391

新津地区勤労青少年ホーム（秋葉区新津東町1-5-12　☎0250-22-9666・新津地区公民館）

新津地区市民会館（秋葉区程島2009　☎0250-22-9666・新津地区公民館）

新津健康センター（秋葉区程島1979-4　☎0250-22-9666・新津地区公民館）



活動内容 グループ名 活動日時 連絡先・電話

折紙 新津おりがみサークル 第2・4（土）午後
真野
0250-24-6754

クラシックギター 新津ギタークラブ 月3回（金）午前
梅津
0250-22-2192

尺八・篠笛 琴風会新潟県支部　匠風会 第1・3（日）午前
阿部
0250-22-1399

琴古流尺八 秋葉区邦楽連盟　竹龍会 第1・3（土）午後
中村
090-7179-6803

川柳 川柳　桜清水 第4（土）午後
小川
0250-38-5341

生活習慣病予防
新潟市食生活改善推進委員
協議会秋葉支部

不定期
吉川
0250-22-2148

健康増進 エクササイズの会 毎週（水）午後
佐藤
0250-23-5887

手話 新津手話サークル　竹の子 毎週（土）午前
笹川
090-8013-3790

健康体操 のぞみ会 毎週（金）午前
矢田部
0250-24-4551

ヨガ 新津ヨーガ同好会 毎週（火）夜間
若林
0250-22-0857

社交ダンス ソシアルダンスの会 毎週（火）夜間
荒木
0250-24-0818

社交ダンス
ボール・ルーム金曜ダンス
クラブ

第1・3（金）夜間
坂爪
0250-24-3061

社交ダンス すこやかダンス 毎週（土）夜間
中山
0250-22-1288

社交ダンス
スイートピーダンスサーク
ル

毎週（水）夜間
石崎
090-2427-1386

社交ダンス ペアダンスクラブ（PDC） 毎週（木）夜間
谷内田
090-4739-8728

社交ダンス 新津社交ダンス連盟 毎月最終（土）夜間
荒木
0250-24-7285

レクリエーションダン
ス

若竹の輪 毎週（金）午前
田中
0250-22-0906

レクリエーションダン
ス

レクダンス　チョッちゃん
の輪

毎週（木）午前
神田
0250-24-1885

レクリエーションダン
ス

レクダンス　花の輪 毎週（水）午前
加藤
0250-38-5013

新津松坂の練習 新津松坂協会 第2・4（日）午後
坪谷
090-5521-1217

周産期の方とその家族
への学習機会の提供

NPO法人はぐハグ 第1・3（金）午前
小口
090-7638-2491

レクリエーション 新津レクリエーション協会 第3（木）夜間
真野
0250-24-6754

活動内容 グループ名 活動日時 連絡先・電話

囲碁 日本棋院　秋葉支部
毎週（月）（水）（木）
（土）（日）午後

田地野
0250-24-7083

写真 新津写友会 第2（土）午後
小林
0250-22-9757

新津健康センター（つづき）

その他の施設



活動内容 グループ名 活動日時 連絡先・電話

津軽三味線 津軽三味線　絹の会 第1～3（金）夜間
井村
090-4933-3337

コーラス 新津市民合唱団 毎週（木）夜間
浅見
0250-24-8541

民謡 民謡　宝紀民会 不定期
青木
0250-22-6731

詩吟 詩吟　神風流　常盤会 第1・3（水）午後
伊藤
0250-24-3558

中国語 ハンユウ会 毎週（水）夜間
灰野
090-4708-2275

少年野球 新津ブルーサンダース 毎週（土・日）午前
堺
090-4396-1029

スキー
TEAM 212　スキークラ
ブ

毎週（月）夜間
大塚
090-4711-9179

テニス さつきテニスクラブ
毎週（火）または（木）午
後

牛膓
080-5374-9572

音楽文化の向上 秋葉区音楽協会 不定期
町屋
0250-22-2807

吹奏楽 秋葉区吹奏楽協会 不定期
山本
0250-23-5325

マラソン 新津走友会 毎週（土・日）午前
野崎
090-4753-2044

その他の施設（つづき）


