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メンバーも増え、新たな雰囲気の中、掛軸の
読み方・意味合い、季節の花木、陶器の事な
ど、笑いも交えながら楽しく教わっていま
す。日頃の立ち居振る舞い、物の扱いについ
てとても勉強になっています。
日時：毎月第2・第4木曜 18時～21時
会費：月2000円

茶道教室

2013年を表した漢字は｢輪｣でした。活動の輪、
地域の輪、絆の輪を手話で広げてみませんか。勉
強の他にお花見や暑気払い等、楽しい行事もあり
ます。元気に明るくをモットーに活動しています。
日時：毎週火曜 19時～21時
会費：年2400円

俳句教室

囲碁は子供からお年寄りまで、どなたでも楽しめる
素晴らしいゲームです。クラブでは会員同士がアッ
トホームな雰囲気の中でステップアップを目指して
います。囲碁を始めたい人は歓迎します。
日時：毎週土曜 13時～17時
会費：月200円
私たち将棋会は、月1回、町民会館の和室で将棋
を楽しんでいます。昨年9月から、横瀬小学校の
クラブ活動で、4～6年生と一緒に楽しんでいま
す。子ども好きな方、一緒に教えてみませんか。
日時：毎月第4日曜 9時～16時
会費：年1000円

横瀬将棋会

短歌教室

四季の移ろいの只中に自分を置いて、感じたままを
五七五で表す…。何て楽しい言葉遊びでしょう。句
会では共感あり、発見あり、そして癒されていく自
分がわかります。ぜひ一度遊びにおいで下さい。
日時：毎月第3金曜 18時半～21時
会費：年5000円

手話の勉強会

横瀬囲碁クラブ

自然の風景を、身の廻りの出来事を、あま
り難しく考える事なく、五七五七七の三十
一文字にまとめてみませんか。二字三字多
くなってもかまいません。感じた事、感動
した事を綴ってみましょう。
日時：毎月第2水曜 13時～16時
会費：年4000円

吟行により客観写生の伝統俳句を目指していま
す。自然に触れ合うことで、ひとりひとりの個
性豊かな句を作り、楽しく勉強しています。皆
さんの参加をお待ちしています。
日時：毎月第3月曜 9時半～17時
会費：月2000円

横瀬若葉会

感じた事、思っている事を十七文字で自由に
表す川柳。一緒に作品作りを楽しみません
か？脳トレにも効果的と言われ、作品を出す
だけで先生の添削指導も受けられます。
日時：締切までに作品提出・添削を受ける
会費：年3000円

川柳を楽しむ会

横瀬町文化協会だより
～加盟団体紹介・会員募集～
横瀬写真サークル
横瀬陶芸会
フラワーホビークラブ
パソコン同好会
手話の勉強会
横瀬太極拳クラブ
生き生き３Ｂクラブ
自彊術クラブ

火曜日

短歌教室
小学唱歌と童謡を歌う会
横瀬ヨガサークル
横瀬ヨガ愛好会
骨盤ピラティス（Ａ・Ｂ）

水曜日
パッチワークサークル（午前・午後）
茶道教室
ひまわり社交ダンスサークル
新・体操ストレッチ

木曜日

横田先生のご指導のもと、ヨコゼ音楽祭や文化祭等
の出演を目標に頑張っています。合唱の楽しさや目
標に向かって歌いあげた時の満足感を味わってい
ます。歌の好きな方、入会をお待ちしております。
日時：毎月第3金曜 19時～21時
会費：年10000円

横瀬コーラスサークル

音
楽

石橋先生のステキなピアノに合わせて、季節の歌を
歌っています。忘れかけている日本語の美しさを改
めて感じる一時。心を合わせて、声を合わせて、皆
で歌い継いでゆきます。
日時：毎月第3水曜 13時半～15時半
会費：年3000円

小学唱歌と童謡を歌う会

南米の民族音楽フォルクローレを練習・演奏しているサークルです。公民館や
道の駅等での演奏を通して、多くの人達との出会いを大切にし、音楽の楽しさ
を広めていきたいと思っています。
日時：毎週金曜 19時半～22時(町民会館での活動は随時)
会費：年3000円

パンカリータスフォルクローレ ＭＵＳＩＣＡ

｢文芸横瀬｣第３３号
４月から発売！

川柳を楽しむ会・短歌教室・横瀬若葉会・俳句教室・みいずみの会・
横瀬写真サークル・横瀬絵画クラブ・よこぜ絵手紙サークルの作品を
掲載しています。お求めは４月から町民会館にて。（１冊４００円）

文化協会に加盟する町内文化団体の
多くで会員を募集しています。
各団体から寄せられた紹介文をもと
に、ご自分の興味にあった団体を探し
てみてはいかがでしょうか？
俳句教室
金曜日
横瀬コーラスサークル
ときめきストレッチ教室
スター☆キッズ
フラサークル ｈｉｅｈｉｅ
リフレッシュ・ヨガ なごみ
書道サークル
横瀬絵画クラブ
よこぜ絵手紙サークル
横瀬囲碁クラブ
横瀬民舞会
土曜日

横瀬将棋会

活性化センターで活動
横瀬若葉会（月曜日）
七宝焼サークル（水曜日）

＊＊ 興味のある団体がありましたら ＊＊
入会に関すること、詳しい活動内容については、
各団体に直接お問い合わせいただきます。
連絡先等は、町民会館へご確認ください。
なお、定員等により、現在会員を募集していない
団体もありますので、あらかじめご了承ください。
☆☆
町民会館
電話２２－２２６７
♪♪

日曜日

川柳を楽しむ会
横瀬町菊花愛好会
横瀬町盆栽山野草愛好会
パンカリータス
フォルクローレＭＵＳＩＣＡ
日本スポーツ吹矢協会秩父支部

随時活動
平成２６年３月発行
横瀬町文化協会（町民会館内）
横瀬町大字横瀬２０００番地

自分が興味を持った対象に向かい、移り行
く自然を深く見つめ、草花や風景等を描い
ています。水彩、水墨、日本画等の画材で
木村先生がやさしくご指導下さいます。興
味のある方、入会をお待ちしています。
日時：毎月第3土曜 13時～15時
会費：月1300円

横瀬絵画クラブ

美
術
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初級と中上級の2クラス編成で活動してい
ます。初級はワードとエクセルの初級まで、
中上級はエクセル関数、デジカメ、フォトシ
ョップなどです。(募集は4月と11月に実施･
ノートパソコン持参できる方に限ります)
日時：毎週火曜 9時～12時
会費：月500円

パソコン同好会

陶芸大好き仲間で、思い思いの作品作り
に励んでいます。興味をお持ちの方はい
らして下さい。お待ちしています。
日時：毎月第1・第2火曜 18時～21時
会費：なし

よこぜ絵手紙サークル

日本の秋を彩る菊花は、私達の心を癒してくれます。菊は環
境に強く、初心者も簡単に花を咲かせることが出来ます。老
後のボケ防止に、仲間作りに、菊作りを始めませんか。
日時：随 時／会費：年3000円

横瀬町菊花愛好会

横瀬ヨガサークル

生き生き３Ｂクラブ

ときめきストレッチ教室

横瀬太極拳クラブ

パッチワークサークル 午後

フラワーホビークラブ

唄があり、踊りがあり、そして和がある。
踊りを通して多くの友達と、いつまでも
健康で若々しく楽しく過ごしませんか。
民舞会は、皆さんをお待ちしています。
日時：毎月第1・第3土曜 19時～21時
第2・第4土曜 13時半～15時半
会費：年8000円

横瀬ヨガ愛好会

新・体操ストレッチ

日本スポーツ吹矢協会秩父支部

小学生のC-DANCEチームです。毎週、加藤先
生のご指導のもと、みんなで楽しく活動してい
ます。横瀬町や秩父市のイベントにも多数参加
していますので応援よろしくお願いします。
日時：毎週金曜 19時～21時
会費：年会費10000円（衣装代）
月2000円

スター☆キッズ

橋本真理先生のご指導のもと、活動を始めて2年目を迎えました。
発表する機会も増え、少しずつ自信を持ち、楽しく踊れるようにな
ってきました。さらなるレベルアップを目指し頑張っていきます。
日時：毎週金曜 13時15分～14時半
会費：年20000円

呼吸法とストレッチで優しく体をほぐします。
和やかな雰囲気の中で一緒に楽しんでみませ
んか？初心者大歓迎！
日時：毎週木曜 10時半～12時
会費：月2000円

腹式呼吸を主体としたスポーツ吹矢は、誰でもどこでも楽しみながらストレ
ス解消など、健康効果が得られます。初めの4回は会費無料で用具は貸与し
ます。継続する方は用具代など別途必要になります。まずは体験から！
日時：毎月第2・第4木曜 13時半～15時半 (町民会館での活動は随時)
会費：月500円

書道サークル

住谷みどり先生にご指導頂き、午前はフラワーデザイン教室、午後はガーデニン
グと四季折々の花を使い、楽しく又すばらしい作品を作ることが出来ます。花好
きの皆さん是非一緒に楽しみませんか。
日時：毎月第1火曜 10時～15時／会費：月500円

私達、横瀬ヨガ愛好会は第1、第3の水曜日、
午後7時から活動しています。日頃の運動不足
を解消して終わったあとは心も体もリフレッ
シュ！とても楽しい時間を過ごしています。
日時：毎月第1・第3水曜 19時～20時半
会費：月1000円

骨盤ピラティスＢ

山中巌先生のご指導のもと、漢字と仮名
を練習しています。筆文字にコンプレッ
クスがある方も始めてみるときっと変
わることでしょう。楽しい雰囲気の中で
ゆったりと筆をとってみませんか？
日時：毎月第2土曜 13時～16時
会費：月1000円

お気に入りの布、思い出の洋服などの端切れを使って
マイ･ブランドの作品を作ってみませんか。初めての方
でも大丈夫！興味のある方、入会をお待ちしています。
日時：毎月第1・第3木曜 13時～15時
会費：月1000円

横瀬民舞会

ピラティスでは、呼吸を使って気持ちよく体を
動かし、日常ではなかなか出来ない動きで体を
解して鍛えてます。終わった後の何とも言えな
い爽快感！やみつきになります！！
日時：毎月第2・第4水曜 10時半～12時
会費：年8000円

ひまわり社交ダンスサークル

パッチワークサークル 午前

太極拳は深い呼吸とゆっくりした動作で筋肉
や関節の気血の流れが良くなり、心身共にリ
ラックスし、足腰も鍛えられます。皆さんも
始めてみませんか。新会員を募集しています。
日時：毎月第1・第3火曜 19時～21時
会費：年6000円

骨盤ピラティスＡ

ひまわり社交ダンスサークルでは、マンボ・ルンバ・チャチャチャ・
ワルツ・タンゴ・ジルバなどの踊りを男女二人組でやります。初心
者でも来ているうちに、必ず踊れるようになります。是非入ってね！
日時：毎週木曜 19時半～21時
会費：月2000円

月2回の木曜日、布と針を手に細かい作業ですが、
仲間達と楽しい時間を過ごしています。初心者の
方は、先生の丁寧なご指導を受けられます。
日時：毎月第1・第3木曜 10時～12時
会費：月1500円

横瀬町盆栽山野草愛好会

インナーマッスル(深層筋)を鍛えるピラティス
は、姿勢や関節の位置を安定させる効果がありま
す。呼吸を意識しゆっくりした動作で体を動かす
ので、無理が無く心身共にリフレッシュ出来ます。
日時：毎月第1・第3水曜 10時半～12時
会費：月1000円

柳先生のもと、音楽に合わせて関節を動かして目的の筋肉
をゆっくり伸ばすストレッチ体操、エアロビクス、ウォー
キングなどをして健康増進のために無理なく、楽しみなが
らみんなで頑張っています。
日時：毎月第2・第4金曜 10時～11時半
会費：年10000円

七宝焼サークル

盆栽、サツキ、山野草、花物などの育て方を習得します。展示会
や見学研修も行います。老若の別なく植物を育てる楽しみは格別
で、心の安らぎとうるおいも育ちます。参加してみませんか。
日時：随 時／会費：年1000円

五味先生の指導のもと20代～70代と幅広い年
齢層の人達が健康維持に楽しみながら活動して
います。部員は50名まで募集します。希望者は
事務局へ電話にて申し込みをして下さい。
日時：毎週水曜 14時～15時半
会費：年10000円

3Bクラブは、3つの道具を使い、音楽に合わせ
て踊ったり、ストレッチをしたりします。体を動
かす事により血流も良くなり大変良いと思いま
す。会員を募集しています。
日時：毎月第2・第4火曜 14時～16時半
会費：月1000円

私達七宝焼サークルは、少人数ですがわ
きあいあいと楽しく活動しています。今
は会員募集していませんが、体験してみ
たい方は相談に応じますので、町民会館
まで連絡して下さい。
日時：毎月第2・第4水曜 10時～15時
会費：年2000円

横瀬写真サークル

感性豊かな塗矢先生ご指導のもと、道端に咲く草花や
自然のものを題材として、楽しく絵手紙を描いていま
す。興味のある方、会員一同笑顔でお待ちしています。
日時：毎月第1・第3土曜 10時～12時
会費：月1250円

横瀬陶芸会
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発足から20年続いている写真サークルで
す。月に1度講師、会員25名が集まり、午
前は添削、午後は撮影に出掛けます。年に
1、2度撮影旅行にも出掛けます。カメラ好
きで興味のある方お待ちしてます。
日時：毎月第3火曜 10時～16時
会費：年6000円

フラサークル ｈｉｅｈｉｅ

自彊術は97年もの歴史を持つ、日本最初の健康体操と治
療術です。31の動作があり、身体可動の極限まで動かす
全身運動です。自律神経失調症、更年期障害等の緩和、
予防のできる運動療法です。
日時：毎月第1・第3火曜 10時～12時
会費：月1000円

自彊術クラブ

公民館講座から昨年9月にサークルとして発足しました。自分を主
体とし、腹式呼吸を重視した無理の無い和ヨガです。現在14名で
楽しく活動しています。
会員募集中なので、よろしくお願いします。
日時：毎週金曜 10時～11時半
会費：月1700円

リフレッシュ・ヨガ

なごみ

