
施設別

団体一覧



文学・芸術 7 文-4 萌え木句会

8 文-5 旭書道クラブ

11 絵-1 旭水彩クラブ

13 絵-1 水彩サークル旭

芸能・音楽 3 舞-6 カトレアダンスサークル

6 舞-6 新舞子ダンスクラブ

13 器-1 大正箏さくらの園

15 歌-2 煌旭吟詠会

22 歌-4 コスモス

26 歌-5 ポップス歌謡クラブ

趣味・生活 2 伝-4 小品盆栽

6 手-1 竹友会

10 手-1・4 ふれあいサロン「わ」

13 手-3 旭編み物同好会

14 手-4 旭クッキングクラブ

15 手-4 知多市健康づくり食生活改善協議会

19 趣-1 中日写真協会知多市支部

地域・交流 3 交-2 知多市健康づくり食生活改善協議会

4
交-2

福-2
ふれあいサロン「わ」

健康・スポーツ 5 その他-1 知多市健康づくり食生活改善協議会

6 その他-2 ふれあいサロン「わ」

その他 6 その他 ふれあいサロン「わ」

文学・芸術 16 造-2 岡田陶芸クラブ

芸能・音楽 2 舞-6 旭レッツダンスクラブ

4 舞-6 クリスタル岡田ダンスクラブ

5 舞-6 サタデーダンスサークル

7 舞-6 つつじダンスサークル

11 舞-6 花花ダンスサークル

17 歌-3 岡田カラオケ同好会

19 歌-3 みどりカラオケクラブ

趣味・生活 7 手-1 ハッピーキルト

11 手-2 洋裁クラブ

健康・スポーツ 2 身-1・2 岡田ストレッチクラブ

文学・芸術 9 文-5 第５書道クラブ

10 文-5 第三書道クラブ

12 絵-1 絵我好会

14 絵-3 東部絵手紙クラブ

15 造-1 東部ステンドグラス
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旭まちづくり

センター

TEL:0569-42-1114

〒478-0036

新舞子大口46

東部まちづくり

センター

岡田まちづくり

センター

TEL:0562-55-3004

〒478-0021

岡田段戸坊5



文学・芸術 17 造-2 東部陶芸クラブ

芸能・音楽 1 舞-2 オヒア・レフア・フラ・クラブ

8 舞-6 東部社交ダンスクラブ

14 器-2 筝曲　友愛会

16 歌-2 東部詩吟クラブ

18 歌-3 東部歌謡音楽クラブⅡ

20 歌-4 ガールスカウト

24 歌-4 ポコ・ア・ポコ

趣味・生活 1
伝-1

手-1
ガールスカウト

3 手-1 木彫りクラブ

4 手-1 木目込み人形クラブ

17 手-7 押し花クラブ

20 趣-6 知多市東部地区囲碁同好会

地域・交流 1
交-1

福-1・2
ガールスカウト

5 交-4 東部詩吟クラブ

10 福-4 ポコ・ア・ポコ

健康・スポーツ 1
球-9

身-1・2
知多タスポニークラブ

4
身-6

屋-1
ガールスカウト

5 その他 東部ふれあいサロン

文学・芸術 1 文-1 児童文学読書会アリス

2 文-1 創作童話の会えんぴつ

3 文-2 読書会「ランプ」

4 文-2 図書館ボランティア音訳・みずぐるま

6 文-4 短歌研究会「さわらび」

地域・交流 9 福-4 図書館ボランティアおはなし・みずぐるま

11 福-4 ルポン

その他 2 その他 知多市映写ボランティアの会

芸能・音楽 9 舞-6 ニューウィング

10 舞-6 ニュードルフィン

12 舞-6 レッツダンスUI

21 歌-4 コール・アザレア

23 歌-4 知多市ジュニアコーラスクラブ

25 歌-5 Power of praise知多

趣味・生活 8 手-1 はなキルトの会

9 手-1 ばらの会

12 手-2 和裁クラブ

18 手-7 ひまわり押し花クラブⅠ、Ⅱ、Ⅲ
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ふれあいプラザ

中部公民館

TEL:0562-54-1535

〒478-0065

新知東町2-7-2

中央図書館

TEL:0562-55-4349

〒478-0021

岡田字宝ノ脇22

東部まちづくり

センター

TEL:0562-34-2933

〒478-0001

八幡字南大平地51



健康・スポーツ 3 身-3 新婦人の会　ヨガ小組

文学・芸術 5 文-4 末廣会

趣味・生活 5 手-1 末廣会

趣味・生活 16 手-4 知多市国際交流会

21 趣-7 まうすの会

地域・交流 2 交-2 KISSサイエンス

6 福-1 知多市国際交流会

7 福-2・4 知多市ボランティア連絡協議会

8 福-2 知多市民をつなぐLinkちた

その他 1 その他 KISSサイエンス

3 その他 知多市にほんごの会

4 その他 知多市民をつなぐLinkちた

※太字の団体…活動内容が複数分野である団体
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市民活動センター

TEL:0562-31-0381

〒478-0047

緑町12-1

情報誌「まなちた」への情報掲載は

いつでも受け付けております！

お気軽に知多市生涯学習課へ

ご連絡ください！

市民活動センター 知多市緑町12-1

TEL：0562-31-0383 FAX：0562-32-5031
知多市 生涯学習課


