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分野 団　体　名 紹　　　　　介 活動場所 活動曜日 活動時間 代表者 電話番号

マヒナクラブ ウクレレの習得をハワイアンバンドと共に楽しんで居ります。 学習室 水 午後 大野　凉子 048-971-4185

あすぱるギタークラブ 主にクラシック曲のギター演奏をしています。 自由活動室 木 夜間 田村　徹 090-3404-5406

新大正琴　弦の会
大正琴は簡単な楽器です。すぐに取り組むことができ楽しいです。
一緒に合奏しませんか。沢山の音楽にふれ仲間づくりができます。 学習室 金 午後 佐々木　喜代美 048-976-8121

琴サークル　さくら会
生田流の宮先生のもと、グループで楽しみながらお稽古しています。
初心者の方、歓迎します。

和室 月 午前 伊藤　和子 048-977-6410

桜井フラワーコーラス
明るく熱心な先生のもと、情感豊かなハーモニーを心掛け皆で楽しく
歌っています。是非見学にいらして下さい！

自由活動室 火 午前 尾形　喜英子 048-977-0029

桜井プリムローズ
毎月第１、３、４木曜日に練習しています。
見学者大歓迎です。

学習室 木 午後 唐鎌　幸夫 048-978-1350

語
学
英語であそぶクラブ

園児～小学生を対象にネイティブの先生と楽しく英語を学びます。
若干名募集中です！体験レッスンやってます！

学習室 土 午前 金井　美保 090-7949-7251

あすぱる書道部
毛筆に依る、かな文字を書くお稽古を、楽しく和気あいあいと行ってお
ります。

学習室 火 午前 川又　節子 048-976-4765

ペン字こすもす 「楽しく書く！」をモットーにワンポイントレッスン 学習室 水 午後 大木　まき代 048-977-0473

ペン習字クラブ
筆ペン、筆、ボールペン等の中から、好きなものを選んで月２回、楽し
く練習しています。見学にいらして下さい。

学習室 火 午後 豊田　美代子 048-974-5987

絵手紙　木の実会
優しい先生のもと、絵手紙を描く喜びを分かち合いながら楽しく活動し
ています。会員募集中です。

工作・工芸室 火 午後 笠原　すみ子 048-975-7496

絵手紙　すみれの会
絵手紙は親しい知人、友人と自身の素直な心の交流楽しく描いていま
す。初心者の方、歓迎します。

工作・工芸室 木 午後 山﨑　洋子 048-964-0480

ネオステンドアート　さくら草
光と色の芸術、極彩色の輝き タイル画・アクセサリー等の作品を制
作。(現在 募集はしていません)

工作・工芸室 土 午前 佐藤　治美 048-977-1068

手作りクラブ　さくら草
パッチワーク、カントリー小物、手まり、作りたいものを作ります。
指導あり。新メンバー歓迎。

学習室 火 午前 大出　智美 080-5486-6649

桜井美術クラブ 水彩、油彩等楽しく学んでいます。初心者大歓迎です。 工作・工芸室 金 午前 石黒　祥之 048-977-7522

陶芸クラブ　彩の会
陶芸に興味のある方、やってみたいを実現したい方、お待ちしていま
す。先生の指導のもと愉しく活動しています。

工作・工芸室 金 午後 川村　美代子 048-970-7787

陶芸クラブ　やよいの会
初歩から陶芸を学び、技術の向上、仲間との親睦を図り、楽しい時を過
ごしましょう。

工作・工芸室 土 午後 飯島　冨士子 090-2818-9546

パ
ソ
コ
ン

桜井パソコンクラブ
わかりやすい授業でパソコンが勉強できます。
一緒に学びませんか　会員募集中！

学習室 金 午後 北澤　初枝 048-978-8299

囲碁サークル
椅子席で囲碁が打てる楽しい集いです。初心者、腕に覚えのある人も歓
迎。

学習室 水 午後 越澤　弘 048-975-6498

桜井囲碁クラブ
お子様も含め、囲碁を覚えたい方、楽しみたい方、大歓迎。見学体験し
たい方もＯＫです。

和室 日 午前 熊谷　潤二 048-978-4148

と金クラブ それなりに真剣勝負ですが、ボケ防止に役立てています。 和室 土、他 午後 関口　桂三郎 090-4810-2893

桜井茶道クラブ
文化祭での発表、普段のお稽古、豊かな人間関係をつくり楽しんでいま
す。どうぞお仲間に。

和室 金 午前 松野　登世 048-977-6094

桜井盆栽クラブ
盆栽、山野草等について技術研鑽と親睦を図り整枝、剪定、植替え等の
実技指導、さつき・山野草展示会・桜井地区文化祭への参加。一緒に楽
しみませんか。

桜井交流館 日 午後 荒井　香 048-974-5491
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◆各団体の詳細については、代表者にお問い合わせください。
◆桜井地区センターをご利用の際は、駐車できる車の台数に限りがありますので、
自転車又は公共交通機関でのご来所にご協力をお願いします。

【編集・発行】桜井地区センター・公民館「あすぱる」
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ストレッチ＆リズム体操
運動する喜びを味わいながら、自分の身体は自分で良くして行ける事が
感じられる体操です。

自由活動室 日 午前 千葉　成子
048-974-7828
090-2300-4333

健康体操　自彊術
いつでも、どこでも、誰でも出来る健康体操です。全身を動かして、免
疫力を高めましょう。

和室
自由活動室

木 午前 瀬尾　真喜子 048-977-8246

自彊術同好会
生涯健康に過ごすためのストレッチ体操です。心も体も若返ります。
男女問わず会員募集中。

多目的ホール
和室

火 午後 浄安　仁美 048-975-1670

あんヨーガクラブ
心と身体を鍛え、柔軟性と免疫力を高め、決して無理をしない、気持ち
のいいヨガを一緒に楽しみませんか。

多目的ホール 水 午後 岡野　美佐子 048-976-8290

フラオケアラフィフィエ
ハワイ大好き、フラ大好きな人達がアロハの心を大切にして笑顔で楽し
んでいます。どなたでも気軽にどうぞ。

自由活動室 水 夜間 中村　裕子 048-940-6296

健康体操　すみれクラブ
ストレッチ、ダンベル等で体力維持、健康増進を目指して、活動してい
ます。

多目的ホール 火 午前 橋本　あい子 048-975-1632

ひまわりクラブ
生涯健康にすごすため、ストレッチやダンベル等を使って、心と体をき
たえています。

多目的ホール 月 午前 柳川　せつ子 048-974-3486

リズム体操
音楽に合わせて、体操やストレッチ、ダンスなどをして、体と心を整え
ます。

多目的ホール 水 午前 江遠　弥生 048-976-2719

リラックス　ヨガ
１週間の体の疲れを癒していきましょう。お気軽に体験お待ちしていま
す。

和室 金 夜間 湯浅　眞理子 090-6047-0016

桜井サッカースポーツ少年団
サッカーを通じてスポーツマンシップを養い、体力向上を図る事を目的
とします。

桜井小学校
校庭

土・日
祝日

午後 矢野　賢二 048-977-4607

越谷桜南サッカースポーツ少年団
桜南サッカーは、サッカーを通じて生涯スポーツと、健全な育成を図る
事を目的としています。

桜井南小学校
校庭

土・日
祝日

全日 堀内　照夫 090-3144-6660

越谷リンクス バスケットボールを楽しんでみませんか？沢山の仲間が待っています！
桜井小学校
体育館、他

木・金・
土・日・
祝日

午前
午後
夜間

水上　智彦 048-978-7684

間久里スネークス
野球を通して、挨拶・感謝・努力ができる子を育てることをモットーに
活動しています。

桜井小学校校庭
平方公園、他

土・日
祝日

午前
午後

弓削　靖 090-8811-5599

正伝総合空手道会
空手道・古武道を通して心身を鍛え健康な体を作り、会員親睦を図る事
を目的とする。

平方小学校
体育館、他

①日
②木・土

①午後
②夜間

牧野　裕文 048-976-8709

弥栄空手クラブ
幼児・小中学生たちが楽しく空手のけい古をしています。初心者大かん
げい！いっしょに始めてみませんか⁈ 弥栄小体育館でけい古していま
す。

弥栄小学校
体育館

火 夜間 坂谷　謙一 080-5191-6775

桜井空手クラブ
幼児・小中学生たちが楽しく空手のけい古をしています。初心者大かん
げい！いっしょに始めてみませんか⁈ 桜井小体育館でけい古していま
す。

桜井小学校
体育館

水 夜間 坂谷　謙一 080-5191-6775

桜南空手クラブ
幼児・小学生たちが楽しく空手のけい古をしています。初心者大かんげ
い！いっしょに始めてみませんか⁈ 桜井南小体育館でけい古していま
す。

桜井南小学校
体育館

木 夜間 坂谷　謙一 080-5191-6775

桜南剣友会
幼児から7０歳以上の剣士１００名余りが、切磋琢磨し稽古に励んでいる
剣友会です。木曜日は北体育館で活動しています。

桜井南小学校
体育館

火・木
土

夜間 間所　義明 090-6629-1534

白桜剣友会
幼児から大人が一緒に稽古をしながら、剣道を通して、心身共に健全
で、礼儀正しく、親子で一緒にあいさつができるよう指導します。

桜井小学校
体育館

土・日
午前
夜間

大塚　高志 048-999-6114

ボーイスカウト越谷第１団
地域の子供達が楽しい体験の中から、学び成長していくような活動をお
こなっています。

地区センター、
市内外の野外な

ど

土・日
祝日

全日 戸嶋　和浩 080-5671-9857

ボーイスカウト越谷第２団

ボーイスカウト活動は健やかな子供たちを育成する世界的な活動です。
団という組織により、幼稚園年長児から２５歳の青年期まで各年齢層に
応じた五つの部門を構成し、野外活動を中心に活動を行っている団体で
す。

多目的ホール、
学習室、他

土・日
祝日

午前 大良　雅文 048-979-8199

にこにこ会
介護施設等において介護予防や介護度改善を目的とした活動を楽しく
やっております。（現在、コロナ禍で施設での活動は休止中）

学習室 火 午前 福島　茂樹 048-975-5974

フラワーアレンジクラブ　スイートピー
フラワーアレンジメントを通して、心の充実・豊かな生活をサポートで
きるよう活動を行っております。生花・プリザーブド。初心者歓迎。

学習室、
桜井交流館

火 午後 小林　佳枝 090-8301-5129

ダ
ン
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募集中！

新型コロナ感染症拡大防止に伴う桜井地区センター利用の皆様へのお願い

◆発熱等のかぜの症状があるときや体調がすぐれない場合は、来所を控えてください。
◆来所持には、手指の消毒又は手洗いをしてください。
◆マスクを着用し、咳エチケットを徹底してください。
◆三密の条件になるような利用は避けてください。


