
 2022年度版　幕張コミュニティーセンター　サークル一覧

《生涯学習》
種目 曜日 時間(予定）

《語学》
種目 曜日 時間(予定）

《幼児・小児向け教室》
種目 曜日 時間(予定）

子供絵画造形サークルぐるぐる

《スポーツ》
種目 曜日 時間(予定）

将棋 棋楽会 不定期　　 13：00-17：00

囲碁

漆工芸
漆工芸クラブ

月2回　第2.4土曜 13：00-15：00
043-273-0709

フラワーアレンジメント
プリンセスフラワーサークル

不定期　月1回　 10：30-13：00
090-4959-3322

ごらく会
不定期　　 13：00-17：00

043-276-1962

アイシングクッキー アイシングクッキー 不定期　　

サークル名

習字

書き方サークルひまわり
毎月・金曜 　15：50-19：00

090-1040-4098
煌華習字クラブ

月3回　月曜　 13：00-21：00
090-2535-1540

手芸クラブつくし 月2回　木曜　 15：00-17：00

料理

サークル名

シュークリーム 隔月1回　第2金曜　 9：00-13：00

幕張洋裁クラブ 月2回　金曜　 11：00-15：00
洋裁

リトミックサークルピーカブー 月2回　第2・4木曜　 9：40-10：30

英会話
リック英語 月4～5回　水曜 9：00-11：00

ＤＵＮＣＡＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ 
月4回　木曜　 10：00-12：00

043-271-1232 

韓国語
楽しく話そう！ハングルの会

第1，2，3水曜　 9：00-11：00
090-1695-6285

サークル名

うさぎ３Ｂ 毎水曜　 15：00-16：00

サークル名

吹矢
スポーツウェルネス吹矢海浜千葉支部

月4回　木曜 13：00-15：00
043-277-3279

090-3719-2632

キッズ　バトン
サークルにこにこ

月8回　水・金曜　 　17：00-19：00
090-9106-9331

絵画造形 月5回　第1～3　土・火　 11：00-17：00
090-4673-6747

080-7734-0498

幕張親子英語サークル

まほろば

バドミントン

稲毛バドミントンサークル
月4回　日曜 17：00-21：00

080-4050-6352
ベイヒッターズジュニアバドミントンクラブ

不定期
080-3201-0867

happiness リトミックサークル

幼児教室
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《武　道》
種目 曜日 時間(予定）

17：00～18：10
17：30～18：15

《ヨガ》
種目 曜日 時間(予定）

《体操》
種目 曜日 時間(予定）

《ダンス》
種目 曜日 時間(予定）

9：00-13：00
13：00-17：00

太極拳
中国武術太極拳 月4回　火曜 9：00-11：00

太極拳扇サークル 月2回　第1・3木曜　

サークル名

古武道
国際琉球古武道

毎日曜 9：00-11：00
080-1124-9600

武道

空手道　武現塾
毎週　火・金

080-5033-3159
少林寺　千葉拳法会

毎週　火・金 19：30～20：45
043-272-1236

サークル名

ピラティス
ＡＫＩバレエストレッチ

月4回　水曜 9:30-10:55
090-1668-6923

マリンロータス
月4回　火曜 13：00-15：00

043-275-7305 

サークル名

ヨ　ガ

幕張クリパル・ヨガ 月4回　金曜 13：30-14：55

本村ヨガ 月4回　月曜 13：00-15：00

ヨーガクラブ 月4回　木曜 13：00-15：00

サークル名

体感トレーニング
ユッキビクス

月4回 9：00-11：00
090-2934-3337

体操
３Ｂ体操

月3回　木曜　 9：00-12：00
043-272-4064  

フォークダンス
まどかフォークダンスクラブ

月3回　木曜　 9：00-11：00
043-271-3642

スクエアダンス
幕張スクエアダンスクラブ

月3回　水曜 13：00-15：00
043-275-1970

ラウンドダンス
ＲＤサンフラワー

月2回　土曜　 13：00-15：00
043-273-3037

HIP HOP

ダンススターズ 
月4回　木曜 17：00-21：00

080-2161-1295 

幕張キツズダンスエンターテインメントクラス 月3回　土曜

キッズダンス幕張幼児クラス 月3～4回　土曜 不定期

キッズヒップホップダンスサークル
月4回　土曜　 13：00-17：00

080-1234-3869

11：00-13：00

ハルミエール幕張
第4火曜 15：00-17：00

090-2461-7729

ドリームフレンズ 月4回　水曜　 15：00-19：00

ズンバ

ＮＩＳＨＩーＹＡＮ　Ｚｕｍｂａ　ｅｎｅｒｇｉａ
第3金曜 11：30-12：30

090-4828-9912

ＭＡＫＯＳＳＡ 第4土曜
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《ダンス》
種目 曜日 時間(予定）

《音楽　歌》
種目 曜日 時間(予定）

《その他》
種目 曜日 時間(予定）

サークル名

月4回　火曜 9：00-11：00

フラダンス 月10回　火・水
090-9100-0481

043-441-4956
Ｍａｋａｌａｐｕａ

エアロビクス
ボディ・トーク

エイサー
千花夏風

月4回　金曜　 19：00-21：00
090-4834-9009

日舞
詠絹会

月１回　土曜 不定期
043-275-0047

サークル名

バレエ ソレイユ・バレエ 月4・月曜　 17：00-21：00

幕張室内楽団
月4回　日曜 9：00-13：00

043-274-1772 

琴

お琴・三味線サークル
月2回　木曜 9：00-11：00

043-278-3510
幕張大正琴アンサンブル

月2回　火曜 13：00-15：00
043-271-0639

太鼓
ＴＡＫＥＲＵの会悠

月2回　土曜 17：00-21：00
080-5651-6702 

ヘルマンハープ ヘルマンハープの会 月3回　水曜 9：00-15：00

アンサンブル幕張
月1　第2水　 9：30-12：30

043-271-7009 

英友会有志劇団
第2～4　土日祝 不定期

080-3718-9081

不定期

千葉若潮少年少女合唱団

千葉若潮少年少女合唱団シニア 

不定期

勝優会 不定期

演劇

幕張フィルハーモニー管弦楽団
月4回　日曜 9：00-13：00

043-274-1772 

北総シンフォニックウインド 不定期

千葉ＧＲＯＷｉｎｄｓ 
日曜

090-5427-6173 

月4回　日曜 13：00-17：00
080-3492-7071 

ママン・シーウィンドピヨコ隊 月4回　水曜 9：00-13：00

管弦楽

吹奏楽

千葉吹奏楽団

講習会 アロママ 不定期

クラリネット
アンサンブル

アルブル・ノワール
月4回　土曜 13：00-17：00

090-4544-9098

サークル名

会議
ボーイスカウト千葉第８団ビーバー隊

月2回　日曜 不定期
043-273-9119 

不定期合唱

劇団こねこ


