
東地区学習センター　　令和4年4月1日　現在

区分 No. 同好会

陶　芸 1 和 第２･３ 月 火  9:30～17:00

七宝焼 2 えまいゆ
第２　火
第４　木

 18:30～22:00

尺　八 3 琴古流尺八同好会 第１･３　日 14:00～17:00

ハーモニカ 4 複音ハーモニカ同好会 第１･３　水 14:00～16:00

5 鹿屋市民合唱団 第１～４　木 19:00～22:00

6 かのや女声コーラス 第１～4　月 10:00～12:00

7 ふれあいコーラス 第１～３　水 10:00～12:00 

リトミック 8 ｴﾝｼﾞｮｲ　ﾐｭｰｼﾞｯｸ 第２土 13:00～17:00

9
鹿屋市歩こう会
　寿東同好会

第１・３　木 8:30～12:00

10 さくら・さくら 第１～４　金 10:00～11:00

囲碁 11 東地区囲碁同好会 第１～4　月 8:30～12:00

12 ベーシィック(Ａ) 第1～4火 10:00～12:00

13 ベーシィック(Ｂ) 第1・2・4木 13:00～17:00

14 ワンステップ 第１・３・４木 19:00～21:30

フォーク
ダンス

15 鹿屋フォークダンス 第１・３・４　土　 13:30～16:00

ｽﾎﾟｰﾂ
ダンス

16 セレナーデインかのや 第２・４　日 13:00～17:00

ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ
ﾀﾞﾝｽ

17 満月の会 第１･３･４　金 10:00～12:00

体操 18 健友会 第１～４　月 9:30～12:00

19 要の会 第１～３　火 9:00～12:00

20 マットピラティス 第２・４　木 19:30～21:00

21 リフレッシュ３Ｂ 第２～４　木 10:00～12:00

22 笠之原３Ｂ 第１～３　月 19:00～21:00

23 ストレッチヨガ同好会 第１・２・３　月 13:30～15:30

24 ゆらりyoga 第１～３　木 10:00～12:00

25 ごほうびヨガ 第１～３　金 19:30～21:00

26 mama yoga 第１～３　金 10:00～12:00

27 ふじの会　 第１～３　土 10:00～12:00

28 舞扇会 第２・４　日 13:00～16:00

29 はまゆうの会 第２・４　木 10:00～12:00

琉球舞踊 30 でいごの花 第１・３　水 13:30～16:00

ウォーキング

社交ダンス

日本舞踊

体操
・

ｽﾄﾚｯﾁ

学習日時

コーラス
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31
ﾌﾟｱ･ﾙﾋﾟﾅｽ･かのや
ﾏﾋﾅ

第２～４　月 19:30～21:00

32
ﾌﾟｱ･ﾙﾋﾟﾅｽ･かのや
ｱﾈﾗ

第１～３　火 20:00～22:00

33
ﾌﾟｱ･ﾃｨｱﾚ･かのや
ホアピリ

第１・３　水 19:30～21:00

34
プア ･ tiare ･
タヒチ

第２・４　水 19:30～21:３0

35
ﾌﾟｱ･ﾙﾋﾟﾅｽ･かのや
ﾏﾊﾅ

第１・３ ・４ 月 13:30～15:00

36 拳愛クラブ 第１～３　金 18:30～21:30

37 剣友クラブ 第１～３　月 13:00～15:30

38 たんぽぽ太極拳 第２～４　土 13:00～15:00

生け花 39 生け花　アネモネ 第１・３　木  9:00～12:00

粘土花 40 クレイアート すずらん 第１・２  月 13:30～16:30

パッチﾜｰｸ 41 なじみ会
第２　月
第４　月

10:00～12:00
10:00～16:00

ビーズ手芸 42 ぴゅあビーズ 第１・３　土 9:00～12:00

詩　吟 43 鹿屋吟詠会 第１･３  火 19:00～21:00

手　話 44 鹿通研 第２　土 14:00～16:00

多言語 45 ヒッポファミリークラブ 第１～３ 火 18:30～21:30

意見交換会 46 人生を楽しく 第３　月 10:00～11:30

47 鹿屋にしき江短歌会 第２　土 13:30～16:00

48 短歌学習会 第１　土 　 19:00～22:00

49
しきなみ短歌会
鹿屋寿支苑

第4 日 13:00～15:30

書　　道 50 書道教室 第１・３ 水 9:30～11:30

写　　真 51 大隅写真ｸﾗﾌﾞ 写楽 第２　水 19:00～21:00

吹　　矢 52 鹿屋ｽﾎﾟｰﾂ吹矢ｸﾗﾌﾞ 第１～３ 水 18:00～20:30

卓　　球 53 ひまわりクラブ 第１～３ 火 12:30～17:00

よさこい 54 舞姫組 第1・２・３・４　土 18:00～20:00

三味線 55 三味線同好会 第４　火 13:30～15:30

琉球三線 56 琉球三線同好会 第２・４　土 17:00～21:00

水墨画 57 鹿屋水墨画 第２  土 9：30～11：30

帯び舞 58 ひな菊
第１　土
第３　土

13:30～15:30
10:00～15:30

フラダンス

太極拳

短歌


