
団体数 団 体 名 活動内容 活動日 会　費
会員
募集

1 アルモニア混声合唱団 混声合唱練習
日曜日/月2回

（9：00～12：00）
2,500円/月 ○ 

2 演劇集団「Project麗舞」

鹿嶋市を拠点に，芝居や朗読，一人語り，子ども向けの公演等，様々な
表現活動に取り組んでいるアマチュア演劇集団です。「特定非営利活動
法人日本アマチュア演劇連盟」や「茨城県演劇連盟」に加盟しており，
地域の文化振興を目的として活動を続けています。

水曜日,他/週1回
（19：00～21：00）

500円/月 ○ 

3 つちのね 先生の指導を受け、一生懸命オカリナ練習に励んでいます。
土曜日/月2～3回
（9:00～13:00）

（13：00～17：00）
1,000円/月 ○ 

4 鹿嶋語り部の会
定例会では民話などの再話，語りの練習をする。又，語りの依頼に応じ
訪問し語りをする。

第2日曜日/第4土曜日
月2回

（13：00～16：00）
2,000円/年 ○ 

5 鹿嶋墨游会 水墨画の研修
第2水曜日/月1回

（9：00～12：00）
1,000円/月 ○ 

6 コール クリンゲル
女性だけの女声合唱団です。指揮・ピアノ伴奏の先生の指導により、合
唱練習をします。

木曜日/月2回
（9：00～12：30）

5,000円/月 ○ 

7 晶美会
油絵，水彩，アクリル初心者の方も大歓迎です。女性ばかりのサークル
ですが，男性もO.Kです。
絵画教室楽しく自分を表現していく事が目的です。

第１・３日曜日
（13：00～17：00）

2,400円/年 ○ 

8 童謡唱歌を楽しく歌う会 会員高齢者の合唱による生きがい活動と各種発表会への参加。
土曜日/月2回

（9：30～11：30）
8,000円/年 ○ 

9 プメハナフラサークル
フラサークルとして月3～4回練習をして，て～ら祭や発表会，福祉施設
での慰問を通し，楽しく活動しているサークルです。

木曜日/毎週
（19：00～21：00）

3,000円/月 × 

10 フラレアレア
初めての方からベテランの方まで楽しく優雅にフラダンスを踊れる趣味
のサークルです。

木曜日/毎週
（9：30～13：00）

5,000円/月 × 

11 楽彫会 仏像彫刻を中心とした木彫サークル
土曜日/月2回

（9：00～12：00）
- ○ 

12 レイ・レフア フラダンスを楽しくレッスンしています。
金曜日/毎週

（12：40～16：00）
500円/月 ○ 

13 鹿嶋市日中友好協会 中国語講座
木曜日/毎週

（10：00～12：00）
2,000円/月 ○ 

14 ロコマイカイ パルパル 初心者の方も楽しく踊れるサークルです。
土曜日/月3回

（14：00～15：30)
1,000円/月 ○ 

15 フォークダンスはまなす
音楽に合わせ、世界中のフォークダンスを踊るサークルです。毎週木曜
日午前中に練習をしています。

木曜日/週1回
（9：00～12：30）

2,000円/月 ○ 

16 タイチーズ（太極拳） 太極拳の練習を通して身体を健康にすると共に相互の親睦を図る
水曜日/月2回

（14：00～16：00）
- ○ 

17 ロコマイカイ キラキラ 親子で楽しくフラを踊れるサークルです。
土曜日/月3回

（12：00～14：00)
1,000円/月 ○ 

18 ホクラニ・フラ・サークル 初心者からベテランまで楽しくフラダンスの練習をしています。
金曜日/月3～4回

（14：00～17：00）
1,600円/年 × 

19 鹿嶋九条の会 憲法学習会
日曜日/月1回

（13：00～17：00）
- ○ 

20 マプベール フラワーデザインを楽しく生活に取り入れられるよう提案しています。
火・木曜日/月1回

（10：00～12：00，
13：30～15：00）

- ○ 

21 鹿嶋篆刻同好会
・毎月第2・4木曜日 PM12：00～16：00講座研修する。
・年一回目標の同好会会員の作品発表会を行う。

木曜日/月2回
（12：00～16：00）

2,500円/月 ○ 

22 スペイン語サークルSala
スペイン語の学習を通して、スペイン語圏（スペイン・中南米）諸国の
文化、歴史、情勢を学んでいます。スペイン語を利用してのボランティ
ア活動にも参加しています。

木曜日/週1回
（19：00～21：00）

600円/回 ○ 

23 潮騒ジョブトレーニングセンター パソコン教室
金曜日/週1回

（9：30～11：00）
- × 

24 NAはまなすグループ ミーティング活動
金曜日/週1回

（16：30～17：30）
- × 

25 鹿嶋スコティッシュカントリーダンス
スコティッシュカントリーダンスを学び，踊ることで会員間の親睦をは
かり，健康に留意して楽しんでいます。

木曜日/月2回
（13：30～17：00）

650円/回 ○ 

26 ロコマイカイ　ヒバヒバ
初心者の方も楽しく踊れるサークルです。
子育て中のママが多く，お子さん連れの方もOKです。

火曜日/月3回
（10：30～12：00）

1,000円/月 ○ 

27 颯流 よさこい練習
火・日曜日/週１～2回
(火：18：00～21：00，
日：9：00～12：00）

- ○ 

28 ギタークラブアルペジオ
個人の習熟度にあわせて、ギターのレッスンが受けられるギター教室で
す。

日曜日/月2回
（13：00～16：00）

- × 

29 福寿草
山形大黒舞，ひょっとこ踊り，スコップ三味線等　健康のために踊りと
音楽を楽しみ維持する。

土曜日/月1回
（13：30～16：00）

- ○ 

30 鹿嶋断酒新生会
NPO法人茨城県断酒つくばね会に属する会でアルコール依存症者を支援
する自助グループです。
（断酒継続のためのミーティング）

金曜日/月2～3回
（18：30～20：30）

1,000円/月 ○ 

31 鹿嶋の森フォトクラブ 写真の研究
日曜日/月2回

（9：00～12：00）
1,000円/月 ○ 

32 ナープアカナニ フラダンスの練習
土曜日/月2回

（17：00～21：00）
500円/月 ○ 

33 カシマフィルハーモニー オーケストアンサンブルのサークルです。
日曜日/月2回

（10：00～12：00）
2,000円/月 ○ 

34 鹿嶋ｄｅサルサ
初めての方からベテランの方まで楽しくサルサダンスを踊れるサークル
です。30代～60代のメンバーがいます。

日曜日/毎週
（19：00～20：30）

- ○ 

35 ピリ・アロハ
ハワイアンソングをメインに演奏するハワイアンバンドです。幅広い楽
曲の演奏に取り組み音楽を楽しむグループです。

第１、第３水曜日
（13：30～16：30）

- × 

36 色えんぴつ画 色えんぴつ画の好きな人々が集まった同好会（色えんぴつ画の製作）
第４火曜日

（10：00～12：00）
500円/年 ○ 

37 歌声サロン・ピアッチェーレ
ポピュラー音楽のライブ演奏と歌声サロン
オールディーズ等の洋楽と和製ポップス曲のバンド演奏
好きな歌、懐かしい歌等みんなで歌う集い

第1,第3火曜日/月2回
（13：00～17：00）

0 ○ 

38 太極ウェルかしま

毎月２回、第２、第４日曜日の10:00～11:30に練習をしています。太極
拳は、心とからだのリフレッシュになり、健康寿命の延伸に効果的だと
思います。また根本師範の指導のもと和気あいあいと楽しい時間を過ご
しています。

日曜日/月2回
（10：00～11：30）

3,000円/年 ○ 

39
チアダンスサークルShiny Colors

（シャイニーカラーズ）
チアダンスや色々なジャンルのダンスが好きな仲間が集まり楽しんで体
を動かし、」スキルアップを測っています。

木曜日/週1回
（17：00～19：00）

○ 

40
NPO法人ファーストペンギンネット

ワーク
健康の維持及びトレーニング（ボディインパクト）

水・金曜日/週2回
（9:00～12：30）

1,000/年 ○ 


