
西岡荘囲碁クラブ 毎週月～土 ・月例リーグ戦 西岡荘囲碁クラブ 毎週月～土 ・月例リーグ戦
  13:00～16:00 ・年4回定期大会   13:00～16:00 ・年4回定期大会

代表 仁科喜代蔵 会員 44人 申し込みは，随時受け付けます。 代表 仁科喜代蔵 会員 44人 申し込みは，随時受け付けます。
421-0068 会費 1,000円/月 421-0068 会費 1,000円/月

五美会 毎週月曜 美容と健康に。 五美会 毎週月曜 美容と健康に。
(舞踊)   13:00～15:00 申し込みは，代表又は西岡荘へ。 (舞踊)   13:00～15:00 申し込みは，代表又は西岡荘へ。

代表  大橋満壽子 定員10人 代表  大橋満壽子 定員10人

楽々元気体操 第1・3月曜 楽々元気体操 第1・3月曜
  9:30～11:00   9:30～11:00

代表　宇治郷安俊 定員　25人 体験入会あり。申し込みは，会員又は西岡荘へに。 代表　宇治郷安俊 定員　25人 体験入会あり。申し込みは，会員又は西岡荘へに。
462-2573 会費　1,000円/月 462-2573 会費　1,000円/月
レクダンス 第1・3火曜 レクダンス 第1・3火曜
あじさい   9:30～11:30 あじさい   9:30～11:30

代表　平沢涼子 定員　20人 代表　平沢涼子 定員　20人
421-1107 会費 1,000円/月 421-1107 会費 1,000円/月

カラオケ同好会 毎週水・木曜 カラオケ同好会 毎週水・木曜
  9:30～16:00   9:30～16:00

代表　朝山幸三 定員　40人 申し込みは，役員に要相談。 代表　朝山幸三 定員　40人 申し込みは，役員に要相談。
080-5620-0900 入会金300円  会費100円/月 080-5620-0900 入会金300円  会費100円/月

太極拳同好会 第2・4金曜 体に優しい太極拳。（24式） 太極拳同好会 第2・4金曜 体に優しい太極拳。（24式）
  13:30～15:00 体験入会有。   13:30～15:00 体験入会有。

代表　小原正義 定員　25人 申し込みは，代表又は西岡荘へ 代表　小原正義 定員　25人 申し込みは，代表又は西岡荘へ
422-8684 会費 2,100円/３ヶ月 422-8684 会費 2,100円/３ヶ月
民踊同好会 第1・3金曜 ・民踊練習 民踊同好会 第1・3金曜 ・民踊練習

  13:30～16:00 申し込みは，随時受け付けます。   13:30～16:00 申し込みは，随時受け付けます。
代表　平澤涼子 定員 無 代表　平澤涼子 定員 無

421-1107 会費 1,000円/月 421-1107 会費 1,000円/月
華謡会 第2火曜 ・観世流謡曲研修会 華謡会 第2火曜 ・観世流謡曲研修会

  9:00～16:00 申し込みは，随時受け付けます。   9:00～16:00 申し込みは，随時受け付けます。
代表　金子繁造 定員 無 代表　金子繁造 定員 無

698-2639 会費1,000円/年 698-2639 会費1,000円/年
なかよし会 毎週土曜 ・手芸，体操，料理 なかよし会 毎週土曜 ・手芸，体操，料理

  10:00～16:30 申し込みは，西岡荘へ。   10:00～16:30 申し込みは，西岡荘へ。
代表　森本信子 定員 20人 代表　森本信子 定員 20人

462-3543 会費　無 462-3543 会費　無
JARL倉敷クラブ 第1・4土曜 ・パソコン不調の相談 JARL倉敷クラブ 第1・4土曜 ・パソコン不調の相談

  9:00～17:00 ・インターネット，メールの仕方   9:00～17:00 ・インターネット，メールの仕方
代表　衛藤親徳 定員　10人 申し込みは，要面接。 代表　衛藤親徳 定員　10人 申し込みは，要面接。

423-297１ 100円/回(インターネット使用料) 423-297１ 100円/回(インターネット使用料)
西岡句会 第1火曜 ・午前中安養寺，西岡周辺を吟行(自由行動)。 西岡句会 第1火曜 ・午前中安養寺，西岡周辺を吟行(自由行動)。

午前吟行 午後句会 昼から句会12:30～15:30。 午前吟行 午後句会 昼から句会12:30～15:30。
代表　甲怒みち 定員　無 入会は，会員に相談の上決定。 代表　甲怒みち 定員　無 入会は，会員に相談の上決定。

462-0168 会費 全員で分担 462-0168 会費 全員で分担
幸和会 第2土曜 ・踊り 幸和会 第2土曜 ・踊り

  11:00～14:00 ・皆さん見に来てください   11:00～14:00 ・皆さん見に来てください
代表　佐貫和子 定員　15人 ・踊りの練習に参加してください 代表　佐貫和子 定員　15人 ・踊りの練習に参加してください

425-1269 会費　1,000円 425-1269 会費　1,000円
向日葵 第1・3水曜 ・銭太鼓・傘踊り・すず心 向日葵 第1・3水曜 ・銭太鼓・傘踊り・すず心

  9:30～12:00 ・西岡荘での発表会   9:30～12:00 ・西岡荘での発表会
代表　森永史子 ・その他，時折，施設訪問 代表　森永史子 ・その他，時折，施設訪問

424-7119 会費 2,000円/月 入会は，オーディション　見学自由　男性可 424-7119 会費 2,000円/月 入会は，オーディション　見学自由　男性可
卓球同好会 毎週火曜コース ・髙畠講師による卓球指導があります。 卓球同好会 毎週火曜コース ・髙畠講師による卓球指導があります。

  9:00～16:00 ・初心者の方も大歓迎   9:00～16:00 ・初心者の方も大歓迎
代表　守谷　都 毎週金曜コース 申し込みは，代表者へ電話連絡 代表　守谷　都 毎週金曜コース 申し込みは，代表者へ電話連絡

424-3487(21時以降)   9:00～16:00 424-3487(21時以降)   9:00～16:00

活動日は都合により変更になる場合があります。 西岡荘　℡423-2265 活動日は都合により変更になる場合があります。 西岡荘　℡423-2265

西岡荘で活動している 同好会の情報 です　　平成28.12.19現在 西岡荘で活動している 同好会の情報 です　　平成28.12.19現在

早田正美先生を講師に，歳をとっても動ける体作り
を目指しています。

心身共に健康に笑顔を保ち楽しい仲間作りと会話の
時間を持つ。体験入会あり。

カラオケでストレス解消。(空ＯＫ
カラオーケー

)
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